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                               （単位：百万円未満切捨） 

１．19年３月期の連結業績（平成18年３月21日～平成19年３月20日） 

(1) 連結経営成績                               （％表示は対前期増減率） 

 売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 

19年３月期 

18年３月期 

百万円   ％ 
34,686        12.4 
30,863         6.8 

百万円   ％
1,734         4.6 
1,658        17.2 

百万円   ％ 
1,931        13.0 
1,709        21.2 

百万円   ％
986     △ 11.4 
1,113        52.1 

 

 
１株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本 
当期純利益率 

総 資 産 
経常利益率 

売 上 高 
営業利益率 

 

19年３月期 

18年３月期 

円  銭 
50   62 
60   66 

円  銭
－  － 
－  － 

％
8.0 
10.5 

％ 
7.2 
6.8 

％
5.0 
5.4 

(参考)①持分法投資損益      19年３月期    １百万円   18年３月期     △ 0百万円 
 

(2) 連結財政状態 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産

 

19年３月期 

18年３月期 

百万円 
28,136 
25,838 

百万円
12,550 
11,972 

％ 
44.6 
46.3 

円   銭
644      12 
612      67 

(参考)自己資本  19年３月期   12,550百万円     18年３月期   －百万円 
 
(3) 連結キャッシュ･フローの状況 

 
営業活動による 
キャッシュ・フロー 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期 末 残 高 

 

19年３月期 

18年３月期 

百万円 
1,897 
2,757 

百万円
△ 2,711 
△ 1,423 

百万円 
△ 127 
△ 428 

百万円
2,388 
3,327 

 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 中間期末 期末 年間 

配当金総額 
（年間） 

配当性向 
（連結） 

純資産 
配当率 
（連結） 

 
19年３月期 
18年３月期 

円  銭
5   00 
－  － 

円  銭 
8   00 
12   00 

円  銭
13   00 
12   00 

百万円
253 
233 

％ 
25.7 
19.8 

％
2.1 
2.1 

20年３月期 

（予想） 
5   00 8   00 13   00  23.9  

 
３．20年３月期の連結業績予想（平成19年３月21日～平成20年３月20日） 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）  

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 

当期純利益 

 
中間期 
通  期 

百万円  ％ 
17,210     6.4 
35,850     3.4 

百万円  ％
850    19.4 
2,060    18.8 

百万円  ％
870     7.4 
2,100     8.8 

百万円  ％ 
320 △ 11.6 
1,060     7.5 

円  銭
16   42 
54   40 
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４．その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無 
 
(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項の変更に記載されるもの） 
① 会計基準等の改正に伴う変更         有  
② ①以外の変更                無 
(注)詳細は、21ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

 
(3) 発行済株式数（普通株式） 
①期末発行済株式数（自己株式を含む）   19年３月期 19,509,326株 18年３月期 19,509,326株 
②期末自己株式数             19年３月期     24,734株 18年３月期     23,934株 
(注)１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、31ページ「１株当たり情報」をご
覧ください。 

 
 
(参考)個別業績の概要 
 
１.19年３月期の個別業績(平成18年３月21日～平成19年３月20日) 
(1)個別経営成績                             （％表示は対前期増減率） 
 売 上 高     営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％
19年３月期 
18年３月期 

33,370      12.3 
29,719       7.4 

1,695       0.1 
1,693      15.7 

1,907       9.1 
1,748      21.0 

989  △ 15.2 
1,167     55.2 

 
 １株当たり 

当期純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 

 円 銭 円 銭
19年３月期 
18年３月期 

50   76 
63   68 

－  － 
－ －

 
(2)個別財政状態 

 総 資 産      純 資 産      自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円   銭
19年３月期 
18年３月期 

27,751 
25,551 

12,610 
12,048 

45.4 
47.2 

647      21 
616      56 

(参考) 自己資本       19年３月期 12,610百万円  18年３月期   －百万円   
２.20年３月期の個別業績予想（平成19年３月21日～平成20年３月21日） 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）  
 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 1株当たり 

当期純利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円   銭

中 間 期 
通    期 

16,370    4.6 
33,940    1.7 

820   10.4 
1,920   13.3 

860    1.4 
1,980    3.8 

320 △21.0 
980 △ 0.9 

16      42 
50      30 

 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的で
あると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性がありま
す。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、３ページ「１．
経営成績（１）経営成績に関する分析」をご覧ください。

 - 2 -
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１．経営成績 
 
（１）経営成績に関する分析 

当連結会計年度（以下、当期という。）におけるわが国経済は、原油等素材価格の高止まりや金利上昇懸念

など景気拡大に対する不透明感はあったものの、企業収益の拡大を背景として民間設備投資が堅調に推移する

とともに個人消費が回復傾向を示すなど、景気は緩やかな拡大基調をたどりました。当社グループの主力事業

の一つである建設用仮設機材の業界においても、民間設備投資が堅調に推移するなかで仮設機材レンタル各社

の稼働率が上昇した結果、販売用機材･レンタル機材とも品薄の状況で推移しました。 

このような状況のなかで当社グループは、建設機材関連事業ではアルミ機材や先行手摺枠等の安全関連商材

が引き続き堅調に推移したことに加えて、既存品の枠組足場の販売も好調に推移しました。レンタル関連事業

においては低層用仮設機材レンタルの営業基盤強化のため、期初の高崎営業所オープンに続いて10月には近畿

圏において京都南サービスセンターをオープンし、地域のニーズによりきめ細かな対応ができる体制の構築を

進めました。住宅機器関連事業においてはフィットネス関連商品の販売が好調を維持するなかで、新製品とし

て乗馬型運動器具を発売し売上が順調に伸びました。 

この結果、当期の売上高は前連結会計年度（以下、前期という。）比12.4％増の346億86百万円となりまし

た。一方、売上高の増加により売上総利益は増加しましたが、原材料であるアルミ型材の価格上昇や円安基調

による輸入商材の価格上昇等の要因により売上総利益率は前期比0.8ポイント低下しました。また低層用仮設

機材レンタルの営業所開設や営業基盤拡充のための増員、並びに売上高増加に伴なう物流費増などにより販売

費及び一般管理費が前期比７億28百万円増加し営業利益は前期比4.6％増の17億34百万円となりました。経常

利益は為替予約によるヘッジ効果と支払利息の減少により営業外収支が改善した結果、前期比13.0％増の19億

31百万円となりました。当期純利益は前期に計上した減損損失のような多額の特別損失の発生がなかったもの

の、法人税の繰越欠損金控除がなくなることによる税金費用の発生により前期比11.4％減の９億86百万円とな

りました。 

事業の種類別セグメントの状況は次のとおりであります。セグメント区分の売上高はセグメント間の内部売

上高を含んでおりません。 

建設機材関連事業 

当事業の売上高は前期比26.5％増の80億33百万円となりました。民間設備投資が堅調に推移したことによ

り、当社が従来から開発・販売に注力してきたアルミ製機材や先行手摺枠などの安全関連機材をはじめとし

た新製品ジャンルの売上が好調であったことに加えて、レンタル会社の稼働率上昇による機材の不足から既

存品の枠組足場についても需要が増大しました。 

損益面では、売上高の増加に伴い売上総利益が増加した結果、営業利益は前期比45.3％増の11億36百万円

となりました。 

住宅機器関連事業 

当事業の売上高は前期比16.0％増の91億49百万円となりました。主な要因は、フィットネス関連の既存品

販売が期初から好調に推移するとともに、当期に発売した乗馬型運動器具の販売が発売以来、大幅に拡大し

同部門の売上高が前期比42.6％増の28億94百万円となったことによります。また、脚立やはしごなどのアル

ミ関連製品については金物店などの機械工具ルート向け販売が数年来の営業強化策の結果、順調に拡大しま

した。 

損益面ではフィットネス関連部門の売上高増加が営業利益の改善に寄与した反面、アルミ関連製品は国際

的なアルミ材料の急騰や原油高、円安によるコスト上昇に見舞われ、販売価格への転嫁に鋭意努力しました

が、進捗が計画よりも遅れたことにより当事業全体では６億51百万円と大幅な営業損失となりました。 

電子機器関連事業 

当事業の売上高は前期比6.8％増の30億10百万円となりました。無線機については国内市場向け、海外市

場向けともに販売は堅調に推移しました。国内市場向けは当社が提案する免許不要の特定小電力無線機を使

用した通信網の構築が、外食産業や工場など業務用において順調な広がりをみせました。 

損益面では子会社のアルインコ富山㈱が基板実装の外部受注減少により設備稼働が落ち込んだため赤字と

なりセグメントの減益要因となりましたが、無線機部門の販売好調により営業利益は22百万円（前期比

67.0％減）となりました。 
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アルインコ㈱（5933） 平成19年３月期決算短信 

 

レンタル関連事業 

当事業の売上高は前期比5.0％増の144億92百万円となりました。低層用仮設機材レンタル、中高層用仮設

機材レンタル及びアルミ機材レンタルともに総じて堅調に推移しました。低層用仮設機材レンタルは新規営

業所開設効果と新築工事の受注が好調に推移したことが売上高の増加につながりました。また、中高層用仮

設機材レンタル及びアルミ機材レンタルは民間設備投資の増加やマンション、商業ビルのリフォーム工事の

増加が稼働率の上昇を促し売上高の増加となりました。 

損益面では売上高の増加と採算重視の営業により、人件費やレンタル資産償却費の増加などのコストアッ

プ要因を吸収し営業利益は12億27百万円（前期比0.9％増）となりました。 

 

次期の見通しにつきましては、国内経済は戦後最長の好況持続となり回復基調は鮮明ながら当社を取り巻く環

境は、年初からの鋼材価格の更なる値上りやアルミ地金並びに原油価格の高止まりによる原材料コストの増大、

諸費用の値上り、資金調達コストの上昇等も予想されるなど、厳しい状況が予想されます。 

このような状況下、当社としましては新製品の開発・拡販と生産部門での生産効率化等の施策に加え、営業力

強化による新規開拓と拡販等で販売・レンタル部門ともに収益拡大を図る所存であります。特に営業赤字が大幅

に拡大した住宅機器関連事業のうちアルミ製品部門は収益改善のため、販売先に対し原材料上昇分についての価

格転嫁交渉を行うとともに、仕入コスト低減、国内外の物流コストの見直しや販売費の削減など総合的な改善策

に取り組んでおります。 

次期の連結業績予想は売上高358億円50百万円、営業利益20億60百万円、経常利益21億円、当期純利益10億60

百万円を見込んでおります。 
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（２）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

（イ） 資産 

当連結会計年度（以下、当期という。）末における総資産の残高は、281億36百万円となり、前連結

会計年度（以下、前期という。）末に比べて22億97百万円増加しました。総資産の内訳は、流動資産が

169億35百万円（前期末比10億86百万円増）、固定資産が112億円（前期末比12億10百万円増）でありま

す。流動資産の主な増加要因は、売上高増加による売上債権並びにたな卸資産の増加であります。また

固定資産増加の主な要因は、有形固定資産が前期末比５億96百万円増加したことと中央ビルト工業㈱の

株式取得による投資有価証券の増加であります。 

（ロ） 負債 

負債の残高は155億85百万円となり、前期末比17億20百万円増加しました。負債の主な増加要因は、

当期から法人税の繰越欠損金控除がなくなることによる未払法人税等の増加であります。 

（ハ） 純資産 

純資産の残高は125億50百万円となり、前期末比５億77百万円増加しました。これは主として当期純

利益が９億86百万円となったことと、前期の利益処分並びに当中間期末日を基準日とする剰余金の配当

３億31百万円を実施したことによります。 

②キャッシュ・フローの状況 

当期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前期末に比べ９億38百万円減少し、

23億88百万円となりました。 

各キャッシュ・フローの状況は次の通りであります。 

（イ） 営業活動によるキャッシュ･フローの状況 

営業活動の結果得られた資金は、18億97百万円の収入（前期比31.2％減）となりました。収入の主な

内訳は、税金等調整前当期純利益19億18百万円、減価償却費14億55百万円、仕入債務の増加額5億50百

万円であり、支出の主な内訳は、売上高の増加に伴う売上債権の増加額9億96百万円及びたな卸資産の

増加額8億71百万円であります。 

（ロ） 投資活動によるキャッシュ・フローの状況 

投資活動の結果使用した資金は、27億11百万円の支出（前期比90.5％増）となりました。主な要因は、

市場環境に即した積極投資によるレンタル資産の取得や兵庫第二工場内に建設した物流倉庫、高槻事業

所の改修工事などを中心に有形固定資産の取得による支出が20億21百万円になったこと、また中央ビル

ト工業㈱の株式取得に関する投資有価証券の取得による支出が６億7百万円となったことによります。 

（ハ） 財務活動によるキャッシュ・フローの状況 

財務活動の結果使用した資金は、１億27百万円の支出となりました。支出の主な内訳は、前期の利益

処分ならびに当中間期末を基準日とする配当金の支払額が３億30百万円となったことによります。 

 
（参考）キャッシュ･フロー関連指標の推移 

  
平成15年 

３月期 

平成16年 

３月期 

平成17年 

３月期 

平成18年 

３月期 

平成19年 

３月期 

自己資本比率(％) 34.2 35.8 37.6 46.3 44.6

時価ベースの自己資本比率(％) 11.6 19.6 34.8 59.1 39.4

債務償還年数(年) 4.0 5.0 4.2 2.3 3.4

インタレスト・カバレッジ・レシオ 8.2 7.3 9.1 17.3 16.7
※自己資本比率：自己資本／総資産 
時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 
債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 
インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

1. 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 
2. 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により計算しております。 
3. 営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の「営業活動によるキャッシュ・フロー」を使用して
おります。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象とし
ております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の「利息の支払額」を使用しております。 
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（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当期の配当金につきましては当初１株当たり中間配当５円、期末配当７円、年間配当金合計12円を予定して
おりましたが、平成19年４月20日に１円の増配を公表し、本日の取締役会で期末配当８円を決議いたしました
ので、１株当たり年間配当金は13円といたします。（前期に比べ１株当たり１円の増配となります。） 
次期におきましては、配当水準の維持・向上と安定化を目指す方針から、当期と同様に１株あたり中間配当
を５円、期末配当金を８円、年間配当金合計13円とさせていただく予定であります。 

 

（４）事業等のリスク 
①為替の変動について 
当社の住宅機器関連事業は海外委託生産を行っており、平成19年３月期の米ドル建商品仕入高は当社の
総商品仕入高の56.8％となっております。当社は今後もコストダウンによる価格競争力を保持し販売シェ
ア拡大のため、海外委託生産を継続する方針でありますが、取引は大部分が米ドル建てで行われており、
為替相場が変動した場合、当社の業績が影響を受ける可能性があります。当社では仕入コストの安定を目
的として通貨スワップ、あるいは為替予約取引による為替ヘッジを行なっております。 
②原材料の動向について 
当社の建設機材関連事業、住宅機器関連事業の原材料の主なものは鋼管、鋼材、アルミ型材等でありま
す。鋼管・鋼材は近年世界的な需要増により高騰しており、仕入価格は高止まりの状況であります。また、
アルミ型材の原材料であるアルミ地金が他の非鉄金属と同様に世界的な投機資金の流入により高騰してお
り、アルミ型材の仕入価格も上昇しております。そのため、原材料上昇による製品原価上昇分の販売価格
への転嫁が進まない場合は当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
③建設動向について 
当社の建設機材関連事業及びレンタル関連事業においては建設関連の仮設足場機材の販売並びにレンタ
ルを事業としております。この業界はバブル以降、縮小傾向で推移しておりますが、想定をさらに上回る
建設需要の減少や関連価格の大幅な変動が起こった場合は当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
④新設住宅着工戸数の動向について 
当社のレンタル関連事業の低層用仮設機材レンタルは主に住宅の竣工前において使用されるため、当社
の業務は新設住宅着工戸数の増減に少なからず影響を受けております。新設住宅着工戸数は一般経済情勢、
金利動向、地価動向、税制等様々な要因の影響を受けますので、その結果によっては当社の業績に影響を
及ぼす可能性があります。 
⑤海外の外注先への依存について 
当社の電子機器関連事業の無線機等の製造工程のうち組立加工について価格面、品質面及び安定供給等
の観点から外注先を選定した結果、電子機器関連事業の平成19年３月期生産高のうち、フィリピンでの組
立加工に依存する割合が76.1％となっております。当社は今後も上記観点からフィリピンでの委託生産を
継続する方針でありますが、同国の社会情勢及び為替動向等によっては、当社の業績に影響を及ぼす可能
性があります。 
⑥業績が低迷している関係会社について 
当社の電子機器関連事業の連結子会社アルインコ富山株式会社(資本金50百万円)は当社製品の組立を行
う一方、グループ外からの電子機器関連の加工請負業務を行っております。当社の電子事業部はコストダ
ウンを目的に無線機の組立を海外にシフトしており、同社への既存製品の加工委託は大きく減少しており
ます。その対応策として同社はグループ外からの加工請負を増加させてきましたが、電機業界における生
産拠点の海外移転に伴い同社の業績は低迷しております。同社は受注活動の強化や当社新製品の加工委託
による売上増と加工工数見直し等の原価管理の徹底を図っておりますが、平成19年３月期は大口受注品の
海外移管による実装部門の売上高減少により赤字計上となりました。今後、同社の経営が計画通りに進捗
しない場合は当社の業績に影響を与える可能性があります。 
⑦建設業法について 
当社のレンタル関連事業が取得している一般建設業の「とび・土工工事業及び内装仕上工事業」の許可
票は１件当たりの請負金額が500万円未満の請負工事においては必要とされておりません。しかしながら
当社のレンタル関連事業の主な取引先は住宅会社、建設会社、工務店、リフォーム業者であり取引を行な
う場合、一般建設業の許可については必須事項となっておりますので、一般建設業の許可の取消や停止事
由が発生した場合は当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
⑧減損会計適用の可能性について 
当社の住宅機器セグメントの中の住宅機器事業部（蘇州アルインコ金属製品有限公司含む）はアルミ製
の梯子、脚立、三脚等を海外で生産しており、ホームセンターや工具・器具等を扱う機工ルートを経由し
て一般消費者や建設関連のプロユーザーに販売されております。同事業部は原材料であるアルミ素材の値
上がりや円安基調により直近２期間の業績は営業赤字となっております。この営業赤字を改善するため生
産工程の効率化等一層のコストダウンと価格転嫁の施策を全力で進めておりますが、やむなく次期の業績
も赤字となった場合固定資産の減損処理を余儀なくされる可能性があります。 
減損処理が実施されますと、同事業部が国内外で使用している固定資産の簿価が将来キャシュ･フロー
及び資産の売却可能価格の合計額を超過する金額が減損損失となり、当社の業績に影響を及ぼす可能性が
あります。 
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２．企業集団の概況 

当社の企業集団等は、子会社３社及び関連会社２社で構成され、建設用仮設機材の製造・販売・レンタル及

びＤＩＹ用品（住宅機器）、電子製品等の製造・販売を主な事業内容とし、更に各事業に関連する物流、研究

及びその他のサービス等の事業活動を展開しております。 

その主な事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。 

なお、これらは事業の種類別セグメントと同一の区分であります。 

 

建設機材関連事業  ： 連結財務諸表提出会社（以下アルインコ㈱という）が製造販売するほか、一部を

アルインコ㈱が仕入れて販売しております。また、その一部を関連会社のオリエン

タル機材㈱を通じて販売もしております。 

住宅機器関連事業  ： 蘇州アルインコ金属製品有限公司並びに寧波特霊通金属製品有限公司が製造した

製品をアルインコ㈱が販売するほか、一部をアルインコ㈱が製造または仕入れて販

売しております。 

電子機器関連事業  ： アルインコ㈱が開発・設計した仕様に基づき、製造工程の一部を子会社のアルイ

ンコ富山㈱に外注しております。無線機周辺機器については、アルインコ㈱が仕入

れて販売しております。 

レンタル関連事業  ： アルインコ㈱が製造した製品の一部を、自社運用資産としてユーザーにレンタル

しております。 

東京仮設ビルト㈱は足場工事の施工を行う会社であり、アルインコ㈱の受注物件

ないし独自の受注物件の請負工事を行っております。 

 

（子 会 社）
○ 東京 仮設
ビル ト㈱

　　　　レンタル

　　　　販　売
　　　　レンタル投入
 ○連 結 子 会 社 *持分法適用会社

建設用仮設機材

富 山 ㈱

電　子　製　品

（子 会 社）
○ア ルイ ンコ

建設用仮設機材 DIY用品(住宅機器)

ア　ル　イ　ン　コ　㈱ ア　ル　イ　ン　コ　㈱

住宅機器関連事業

(関連会社)

*ｵﾘｴﾝﾀﾙ機材㈱

得　　意　　先

電子機器関連事業レンタル 関 連 事 業

得　　意　　先

建設機材関連事業

（関連会社）

寧 波 特 霊 通

 金属製品有限公司

（子 会 社）

○蘇州アルインコ

 金属製品有限公司

材支
料
無
償給

外
注
加
工

外
注
加
工
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３．経営方針 

（１）会社の経営の基本方針 

当社グループは、「社会に貢献」「会社の発展」「社員の成長」を経営の基本理念として掲げております。

この理念に基づき良質な製品・サービスを幅広く社会に提供し、コンプライアンスに沿った企業活動を通じ適

正な利益を確保することを目指しております。また株主への利益還元を重視すると同時に取引先各位・社員・

地域住民等関係各者の信頼と期待に応え社会的責任を果たすことにより、永続的な会社の発展を図ります。 

 

（２）目標とする経営指標 

当社グループは「ニッチマーケットでトップ企業に」との経営方針を唱え、売上高経常利益率８％を目標と

した中期的経営指標を掲げております。経営方針に沿って市場ニーズを的確に把握の上、高付加価値の新製品

開発と併せコストダウン努力、営業力強化により収益性を高め経営指標の達成を目指してまいります。 

 

（３）中長期的な会社の経営戦略 

営業面においては、マーケット動向、マーケットニーズに即した新製品開発に注力し、販売ルートについて

も、既存ルート以外の新規販売ルートの構築を主眼に取引の深耕と裾野の拡大を目指した営業を展開、収益重

視の事業運営を一段と鮮明にいたします。 

管理面においては、人事給与制度の充実を図り、従業員の勤労意欲向上により人的資源の全体的レベルアッ

プを実現いたします。 

また、財務面では連結経営重視の観点から継続的な業績改善努力を行い、連結業績の向上を図ると共に強固

な財務体質への転換を図る所存であります。 

 

（４）会社の対処すべき課題 

当社グループは、ここ数年来、全社を挙げて「収益重視の事業運営」を心がけてまいりました。営業・生

産・物流・管理などのあらゆる部門で、収益力の強化・コストダウンの徹底に努めてまいりました。 

その結果、当期も期初計画以上の利益を計上することができるなど、安定的な収益基盤の確立ができるよう

になってきたものと考えております。 

今後につきましては、当社を取り巻く経営環境は引き続き厳しいものがありますが、セグメント毎にライバ

ル各社に負けない筋肉質の企業体質作りを目指すとともに、引き続き収益力の向上と財務体質の強化を進めて

いく所存であります。 

個別の課題につきましては次のとおりであります。 

① 独創性の高い高収益商品の開発 

「ニッチマーケットでトップ企業に」なるため、営業・技術開発・生産の各部門が一致協力して情報収

集にあたり、他社に真似されない高収益商品の開発に努めます。 

② 海外生産のコストダウンと品質管理の徹底 

中国子会社（蘇州アルインコ金属製品有限公司）は高付加価値製品の生産とコストダウンにより収益力

を向上させるとともに品質管理の徹底を図ります。 

また、海外生産拠点の多角化により仕入コストの低減、品質管理の徹底、カントリーリスクの軽減を図

るとともに、国内外の物流コストの見直しや販売費の削減等トータル的な費用削減に取り組んでおりま

す。 

③ 内部統制について 

当社は平成22年３月期より金融商品取引法における内部統制報告制度の適用を受けることになります。

この「財務報告に係る内部統制の評価及び報告」に関する体制整備のため、専従組織として平成18年11

月21日にＪ－ＳＯＸ室（３名）を新設し、本格的適用時に向けてパイロット事業部を選定の上、業務マ

ニュアルの見直しやフローチャート作成等の準備作業を行っております。今後はパイロット事業部にお

ける作業段階で蓄積したノウハウをもとに、重要な部門に順次範囲を広げ同様の作業を行うとともに、

業務のフローチャートやリスクコントロールマトリックス等を作成し財務諸表の信頼性確保について段

階的に統制環境を構築してまいります。 
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④ ＩＲ活動について 

平成18年１月に東証第二部に上場したことにより当社に対する市場の期待度も高まっており積極的にＩ

Ｒ活動を行う予定であります。その一環として昨年８月に東京地区において個人投資家向けの会社説明

会を開催しました。今後は従来から取り組んでおります年２回のアナリスト向け説明会や投資顧問会社

への個別訪問の他、ＩＲ会社主催の個人投資家向け説明会を年２回開催するとともに、インターネット

上において説明会資料の開示を行う等、積極的な取り組みを行い投資家の皆様の期待に応えてまいりま

す。 

 

（５）その他、会社の経営上重要な事項 

該当事項はありません。 
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４.連結財務諸表等 

（１）連結貸借対照表 

    前連結会計年度 当連結会計年度 

  （平成18年３月20日） （平成19年３月20日） 
比較増減

区分 
注記 

記号 
金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円)

【資産の部】    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金  3,327 2,388  

２ 受取手形及び売掛金  8,509 9,503  

３ たな卸資産  3,618 4,492  

４ 繰延税金資産  338 379  

５ その他の流動資産  200 261  

６ 貸倒引当金  △ 145 △ 89  

流動資産合計  15,849 61.3 16,935 60.2 1,086

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

(1) レンタル資産  14,204 14,876   

  減価償却累計額  11,436 2,767 11,909 2,967  

(2) 建物及び構築物 ※2 3,984 4,341   

  減価償却累計額  2,562 1,421 2,553 1,788  

(3) 機械装置及び運搬具  965 961   

  減価償却累計額  706 259 702 258  

(4) 土地 ※2 1,994 1,994  

(5) その他の有形固定資産  1,830 1,833   

  減価償却累計額  1,552 1,529   

  減損損失累計額  75 202 69 234  

有形固定資産合計  6,645 25.7 7,242 25.7 596

２ 無形固定資産  55 0.2 131 0.5 75

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  1,585 2,094  

(2) 長期貸付金  420 257  

(3) 更生債権等  149 21  

(4) 繰延税金資産  134 151  

(5) その他の投資その他の資産 ※1 1,304 1,429  

(6) 貸倒引当金  △ 306 △ 127  

投資その他の資産合計  3,288 12.8 3,827 13.6 538

固定資産合計  9,989 38.7 11,200 39.8 1,210

資産合計   25,838 100.0 28,136 100.0 2,297
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    前連結会計年度 当連結会計年度 

  （平成18年３月20日） （平成19年３月20日） 
比較増減

区分 
注記 

記号 
金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円)

【負債の部】    

Ⅰ 流動負債    

１ 支払手形及び買掛金  5,485 6,144  

２ 短期借入金 ※2 3,367 3,790  

３ 未払法人税等  95 972  

４ 賞与引当金  409 434  

５ 役員賞与引当金  － 38  

６ その他の流動負債  589 578  

流動負債合計  9,948 38.5 11,959 42.5 2,011

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金 ※2 2,967 2,747  

２ 退職給付引当金  152 50  

３ 役員退職慰労引当金  281 307  

４ 関係会社事業損失引当金  137 137  

５ その他の固定負債  379 383  

固定負債合計  3,917 15.2 3,626 12.9 △ 291

負債合計  13,865 53.7 15,585 55.4 1,720

【少数株主持分】    

少数株主持分  － － － － 

【資本の部】    

Ⅰ 資本金  5,571 21.5 － － △ 5,571

Ⅱ 資本剰余金  3,306 12.8 － － △ 3,306

Ⅲ 利益剰余金  2,590 10.0 － － △ 2,590

Ⅳ その他有価証券評価差額金  460 1.8 － － △ 460

Ⅴ 為替換算調整勘定  51 0.2 － － △ 51

Ⅵ 自己株式 ※3 △ 7 △ 0.0 － － 7

資本合計  11,972 46.3 － － △ 11,972

負債、少数株主持分及び資本合計  25,838 100.0 － － △ 25,838
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アルインコ㈱（5933） 平成19年３月期決算短信 

 

    前連結会計年度 当連結会計年度 

  （平成18年３月20日） （平成19年３月20日） 
比較増減

区分 
注記 

記号 
金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円)

【純資産の部】     

Ⅰ 株主資本     

１ 資本金  － － 5,571 19.8 5,571

２ 資本剰余金  － － 3,306 11.7 3,306

３ 利益剰余金  － － 3,210 11.4 3,210

４ 自己株式  － － △ 8 △ 0.0 △ 8

株主資本合計  － － 12,080 42.9 12,080

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券評価差額金  － － 370 1.3 370

２ 繰延ヘッジ損益  － － 29 0.1 29

３ 為替換算調整勘定  － － 69 0.3 69

評価・換算差額等合計  － － 469 1.7 469

純資産合計  － － 12,550 44.6 12,550

負債純資産合計  － － 28,136 100.0 28,136
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アルインコ㈱（5933） 平成19年３月期決算短信 

 

（２）連結損益計算書 

    前連結会計年度 当連結会計年度 

  (自 平成17年３月21日 (自 平成18年３月21日 
   至 平成18年３月20日)  至 平成19年３月20日) 

比較増減

区分 
注記 

記号 
金額(百万円) 百分比(%) 金額(百万円) 百分比(%) 金額(百万円)

Ⅰ 売上高    

１ 商品及び製品売上高  17,059 20,193   

２ レンタル収入  13,803 30,863 100.0 14,492 34,686 100.0 3,822

Ⅱ 売上原価    

１ 商品及び製品売上原価  12,678 15,284   

２ レンタル原価  9,469 22,148 71.8 9,881 25,165 72.6 3,017

売上総利益  8,715 28.2 9,520 27.4 805

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1 7,056 22.8 7,785 22.4 728

営業利益  1,658 5.4 1,734 5.0 76

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  35 30   

２ 受取地代・家賃  106 93   

３ 為替差益  － 75   

４ 作業屑等売却益  61 53   

５ 仕入割引  92 97   

６ 持分法による投資利益  － 1   

７ その他  82 379 1.2 82 434 1.3 55

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  171 113   

２ 支払地代・家賃  67 56   

３ スワップ取引等運用損  3 17   

４ 持分法による投資損失  0 －   

５ 新株発行費償却  16 －   

６ 株式上場費用  32 －   

７ 製品回収費用 ※2 － 25   

８ その他  35 327 1.1 24 237 0.7 △ 89

経常利益  1,709 5.5 1,931 5.6 221

Ⅵ 特別利益    

１ 固定資産売却益 ※3 1 －   

２ 投資有価証券売却益  34 2   

３ 貸倒引当金戻入益  52 88 0.3 101 103 0.3 15

Ⅶ 特別損失    

１ 固定資産除売却損 ※4 59 111   

２ 減損損失 ※5 366 －   

３ 投資有価証券評価損  － 4   

４ 退職給付会計基準変更時差異償却  99 526 1.7 － 116 0.4 △ 409

税金等調整前当期純利益  1,271 4.1 1,918 5.5 647

法人税、住民税及び事業税  51 948   

法人税等調整額  107 158 0.5 △ 16 932 2.7 773

当期純利益  1,113 3.6 986 2.8 △ 126
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アルインコ㈱（5933） 平成19年３月期決算短信 

 

（３）連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書 

連結剰余金計算書 

前連結会計年度 

(自 平成17年３月21日     
至 平成18年３月20日) 

区分 
注記 

記号 
金額(百万円) 

【資本剰余金の部】   

Ⅰ 資本剰余金期首残高   2,599

Ⅱ 資本剰余金増加高 

   増資による新株の発行 
 707 707

Ⅲ 資本剰余金期末残高     3,306

【利益剰余金の部】   

Ⅰ 利益剰余金期首残高   1,626

Ⅱ 利益剰余金増加高   

   当期純利益   1,113 1,113

Ⅲ 利益剰余金減少高   

 １ 配当金   122

 ２ 役員賞与   27 149

Ⅳ 利益剰余金期末残高    2,590
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アルインコ㈱（5933） 平成19年３月期決算短信 

 

連結株主資本等変動計算書 

当連結会計年度（自 平成18年３月21日 至 平成19年３月20日） 

株主資本  

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月20日残高(百万円) 5,571 3,306 2,590 △ 7 11,461

連結会計年度中の変動額  

利益処分による利益配当 △ 233  △ 233

剰余金の配当 △ 97  △ 97

利益処分による役員賞与 △ 34  △ 34

当期純利益 986  986

自己株式の取得 △ 0 △ 0

株式資本以外の項目の連結会計 

年度中の変動額(純額) 
 

連結会計年度中の変動額合計(百万円) － － 620 △ 0 619

平成19年３月20日残高(百万円) 5,571 3,306 3,210 △ 8 12,080

 

 

評価・換算差額等  

その他有価証券

評価差額金 
繰延ヘッジ損益

為替換算 

調整勘定 

評価・換算 

差額等合計 

純資産合計 

平成18年３月20日残高(百万円) 460 － 51 511 11,972

連結会計年度中の変動額  

利益処分による利益配当  △ 233

剰余金の配当  △ 97

利益処分による役員賞与  △ 34

当期純利益  986

自己株式の取得  △ 0

株式資本以外の項目の連結会計 

年度中の変動額(純額) 
△ 89 29 18 △ 42 △ 42

連結会計年度中の変動額合計(百万円) △ 89 29 18 △ 42 577

平成19年３月20日残高(百万円) 370 29 69 469 12,550
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アルインコ㈱（5933） 平成19年３月期決算短信 

 

（４）連結キャッシュ・フロー計算書 
前連結会計年度 当連結会計年度 

(自 平成17年３月21日 (自 平成18年３月21日     
  至 平成18年３月20日)   至 平成19年３月20日) 

比較増減 

区分 
注記

番号
金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     
１ 税金等調整前当期純利益   1,271 1,918 
２ 減価償却費   1,307 1,455 
３ 減損損失  366 － 
４ 貸倒引当金戻入益  △ 52 △ 101 
５ 賞与引当金の増加額   43 24 
６ 役員賞与引当金の増加額   － 38 
７ 役員退職慰労引当金の増加額  37 25 
８ 退職給付引当金の増減額   16 △ 118 
９ 受取利息及び受取配当金   △ 44 △ 42 
10 支払利息 171 113 
11 為替差損益 △ 5 0 
12 スワップ取引等運用損 3 17 
13 投資有価証券評価損 － 4 
14 持分法による投資損益 0 △ 1 
15 有形固定資産除売却損 59 111 
16 投資有価証券売却益 △ 34 △ 2 
17 売上債権の増加額   △ 45 △ 996 
18 更生債権等の減少額 7 8 
19 たな卸資産の増加額 △ 222 △ 871 
20 仕入債務の増加額 89 550 
21 未払消費税等の減少額   △ 73 △ 67 
22 役員賞与の支払額   △ 27 △ 34 
 23 その他   61 56 
   小    計   2,931 2,092 △ 838
24 利息及び配当金の受取額   44 42 
25 利息の支払額   △ 159 △ 113 
26 法人税等の支払額   △ 58 △ 123 
   営業活動によるキャッシュ・フロー   2,757 1,897 △ 860
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    
１ 定期預金等の預入による支出   △ 0 △ 100 
２ 定期預金等の払戻による収入   40 － 
３ 有形固定資産の取得による支出   △ 1,915 △ 2,021 
４ 有形固定資産の売却による収入   159 0 
５ 無形固定資産の取得による支出   △ 8 △ 1 
６ 投資有価証券の取得による支出   △ 159 △ 680 
７ 投資有価証券の売却等による収入   78 5 
８ 営業の譲受けによる支出  － △ 100 
９ 貸付けによる支出   △ 61 △ 54 
10 貸付金の回収による収入   466 235 
11 敷金・保証金の差入による支出   △ 23 △ 36 
12 敷金・保証金の返還による収入   24 57 
13 その他   △ 25 △ 16 
   投資活動によるキャッシュ・フロー   △ 1,423 △ 2,711 △ 1,288
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    
１ 短期借入金の純増減額   △ 1,053 805 
２ 長期借入れによる収入   2,100 1,450 
３ 長期借入金の返済による支出   △ 2,765 △ 2,051 
４ 株式の発行による収入  1,415 － 
５ 配当金の支払額   △ 121 △ 330 
６ その他   △ 2 △ 0 
   財務活動によるキャッシュ・フロー   △ 428 △ 127 300
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額   36 2 △ 33
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額    942 △ 938 △ 1,880
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高    2,384 3,327 942
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  3,327 2,388 △ 938
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アルインコ㈱（5933） 平成19年３月期決算短信 

 

（５）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前連結会計年度 当連結会計年度 

（自 平成17年３月21日 （自 平成18年３月21日 項目 
   至 平成18年３月20日）    至 平成19年３月20日） 

１ 連結の範囲に関する事項 

 

(1) 連結子会社 

連結子会社は、アルインコ富山㈱、東京

仮設ビルト㈱、蘇州アルインコ金属製品有

限公司の３社であります。 

(1) 連結子会社 

連結子会社は、アルインコ富山㈱、東京

仮設ビルト㈱、蘇州アルインコ金属製品有

限公司の３社であります。 

２ 持分法の適用に関する事項 (1) 持分法適用の関連会社 

関連会社であるオリエンタル機材㈱につ

いて持分法を適用しております。 

(2) 持分法適用会社のオリエンタル機材㈱

は､３月31日が決算日であります。連結財

務諸表の作成にあたっては、連結決算日と

の間に重要な取引が生じていないため、３

月31日の決算財務諸表を使用しておりま

す。 

(1) 持分法適用の関連会社 

同左 

 

(2) 持分法を適用しない関連会社の名称 

寧波特霊通金属製品有限公司は、当期純

損益（持分に見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等に及ぼす影響が軽微

であり、かつ全体としても重要性がないた

め、持分法の適用から除外しております。

(3) 持分法適用会社のオリエンタル機材㈱

は､３月31日が決算日であります。連結財

務諸表の作成にあたっては、連結決算日と

の間に重要な取引が生じていないため、３

月31日の決算財務諸表を使用しておりま

す。 

３ 連結子会社の事業年度等に

関する事項 

連結子会社のうち、蘇州アルインコ金属製

品有限公司の決算日は、12月31日でありま

す。連結財務諸表の作成にあたっては、同日

現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間

に生じた重要な取引については、連結上必要

な調整を行っております。 

同左 
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アルインコ㈱（5933） 平成19年３月期決算短信 

 

前連結会計年度 当連結会計年度 

（自 平成17年３月21日 （自 平成18年３月21日 項目 
   至 平成18年３月20日）    至 平成19年３月20日） 

４ 会計処理基準に関する事項 

  

  

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法  

 ① 有価証券  

   その他有価証券  

    時価のあるもの  

連結決算日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部資本直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法によ

り算定）  

    時価のないもの 

    移動平均法による原価法 

 ② デリバティブ 

   時価法   

 ③ たな卸資産 

   主として総平均法による原価法 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

 ① 有形固定資産 

国内連結会社は定率法、在外連結子会

社は定額法によっております。 

なお、耐用年数は次のとおりでありま

す。 

   レンタル資産……………… 5年 

   建物及び構築物…………… 2～47年 

   機械装置及び運搬具……… 2～15年 

   その他の有形固定資産…… 2～20年 

 ② 無形固定資産 

定額法によっております｡ 

  ただし､ソフトウェア(自社利用分)に

ついては､社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法であります。 

 

 

 

(3) 重要な繰延資産の処理方法 

新株発行費は、支出時に全額費用として

処理しております。 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法  

 ① 有価証券  

   その他有価証券  

   時価のあるもの 

連結決算日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平均法に

より算定）  

時価のないもの 

同左 

 ② デリバティブ 

同左 

 ③ たな卸資産  

同左 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

 ① 有形固定資産  

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 ② 無形固定資産  

定額法によっております｡ 

  ただし､ソフトウェア(自社利用分)に

ついては､社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法であります。 

  また、のれんについては、原則として

発生時以降５年間で均等償却しておりま

す。 

(3)  
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前連結会計年度 当連結会計年度 

（自 平成17年３月21日  （自 平成18年３月21日  項目 
  至 平成18年３月20日）   至 平成19年３月20日） 

 (4) 重要な引当金の計上基準 
   貸倒引当金 
     売上債権、貸付金等の貸倒損失

に備えるため、一般債権について
は貸倒実績率により、貸倒懸念債
権及び破産更生債権については個
別に回収可能性を検討し、回収不
能見込額を計上しております。 

   賞与引当金 
     従業員の賞与の支出に備えるた

め、期間業績に応じた支給見込額
を計上しております。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   退職給付引当金 
     国内連結会社は、従業員の退職

給付に備えるため、当連結会計年
度末における退職給付債務及び年
金資産の見込額に基づき計上して
おります。  

     なお、会計基準変更時差異(498
百万円)については、５年による按
分額を費用処理しております｡ 

     また、数理計算上の差異は、そ
の発生時の従業員の平均残存勤務
期間以内の一定の年数（５年）に
よる定額法により、翌連結会計年
度から費用処理することとしてお
ります。 

   役員退職慰労引当金 
   連結財務諸表提出会社は、役員
の退職慰労金の支出に備えるため
「役員退職慰労金規程」(内規)に
よる当連結会計年度末要支給額を
計上しております。 
関係会社事業損失引当金 

    関係会社の事業の損失に備える
ため、連結会社が負担することと
なる損失見込額を計上しておりま
す。 

(4) 重要な引当金の計上基準 
   貸倒引当金  

同左 
   
  
   
  
  
   賞与引当金  

同左 
 
 
   役員賞与引当金  
     国内連結会社は、役員に対して

支給する賞与の支出に充てるた
め、支給見込額に基づき当連結会
計年度に見合う分を計上しており
ます。 
（会計方針の変更） 

     当連結会計年度から「役員賞与
に関する会計基準」（企業会計基
準委員会 平成17年11月29日 企
業会計基準第４号）を適用してお
ります。 

     この結果、従来の方法に比べて
営業利益、経常利益及び税金等調
整前当期純利益は38百万円減少し
ております。 

     なお、セグメント情報に与える
影響は、当該箇所に記載しており
ます。 

   退職給付引当金  
     国内連結会社は、従業員の退職

給付に備えるため、当連結会計年
度末における退職給付債務及び年
金資産の見込額に基づき計上して
おります。  

     数理計算上の差異は、その発生
時の従業員の平均残存勤務期間以
内の一定の年数（５年）による定
額法により、翌連結会計年度から
費用処理することとしておりま
す。 

 
 
 
   役員退職慰労引当金 

同左 
 
 
 
 

関係会社事業損失引当金 
同左 
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前連結会計年度 当連結会計年度 

（自 平成17年３月21日  （自 平成18年３月21日  項目 
  至 平成18年３月20日）   至 平成19年３月20日） 

 (5) 重要なリース取引の処理方法  

リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

(6) 重要なヘッジ会計の方法 

 ① ヘッジ会計の方法 

   原則として繰延ヘッジ処理によってお

ります。なお､振当処理の要件を満たし

ている為替予約等については振当処理

に、特例処理の要件を満たしている金利

スワップについては特例処理によってお

ります。 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 ヘッジ対象 

為替予約取引 

通貨スワップ取引

通貨オプション取引

商品及び原材料の輸

入による外貨建金銭

債務及び予定取引 

金利スワップ取引 長期借入金の利息

 ③ ヘッジ方針 

    デリバティブ取引に関する社内規程

に基づき、為替変動リスク及び金利変

動リスクを一定の範囲内でヘッジして

おります。  

 ④ ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ対象の相場変動、キャッシ

ュ・フローとヘッジ手段の間に高い相

関関係があることを確認し、有効性の

評価としております。ただし、一部の

金利スワップ取引においては、契約の

内容等によりヘッジに高い有効性が明

らかに認められる場合については有効

性の判定を省略しております。 

また為替予約においては､取引すべ

てが将来の購入予定に基づくものであ

り、実行の可能性が極めて高いため有

効性の判定は省略しております。 

(7) 消費税等の会計処理 

  消費税及び地方消費税の会計処理は税抜

方式を採用しております。 

(5) 重要なリース取引の処理方法  

同左 

 

 

 

 

(6) 重要なヘッジ会計の方法  

 ① ヘッジ会計の方法 

同左 

  

   

 

 

  

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  

  

  

 

  

 ③ ヘッジ方針  

同左 

  

  

  

 ④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) 消費税等の会計処理 

同左 

 

５ 連結子会社の資産及び負債

の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価方法は、

全面時価評価法によっております。 

同左 

６ 連結調整勘定の償却に関す

る事項 

 連結調整勘定が発生していないため該当あ

りません。 

 

７ 利益処分項目等の取扱いに

関する事項 

 連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分

について、連結会計年度中に確定した利益処

分に基づいて作成しております。 

 

８ 連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

 手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ

月以内に満期日の到来する流動性の高い、容

易に換金可能であり、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わない短期的な投資

であります。 

同左 
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（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

（会計処理の変更） 

前連結会計年度 当連結会計年度 
（自 平成17年３月21日  （自 平成18年３月21日  
  至 平成18年３月20日）   至 平成19年３月20日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 
当連結会計年度から「固定資産の減損に係る会計基
準」（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する
意見書」（企業会計審議会 平成14年８月９日））及び
「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会
計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指
針第６号）を適用しております。 
これにより税金等調整前当期純利益が366百万円減少し
ております。 
なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務
諸表規則に基づき、減価償却資産については減損損失累
計額の科目をもって表示し、土地については土地の金額
から直接控除しております。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 
当連結会計年度から「貸借対照表の純資産の部の表示
に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12
月９日 企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資
産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会
計基準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準適用指
針第８号）を適用しております。 
これによる損益に与える影響はありません。 
なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は
12,521百万円であります。 
連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度にお
ける連結財務諸表は、改正後の連結財務諸表規則により
作成しております。 

 

（追加情報） 

前連結会計年度 当連結会計年度 

（自 平成17年３月21日  （自 平成18年３月21日  

  至 平成18年３月20日）   至 平成19年３月20日） 

（スプレッド方式による新株発行） 
平成18年１月27日に実施した有償一般募集による新株
式発行（1,800,000株）並びに平成18年２月21日に実施し
た第三者割当による新株式発行（200,000株）は、引受証
券会社が引受価額（707.50円）で買取引受を行い、当該
引受価額とは異なる発行価格（746円）で一般投資家に販
売するスプレッド方式によっております。 
スプレッド方式では、発行価格の総額と引受価額の総
額との差額77百万円が事実上の引受手数料であり、引受
価額と同一の発行価格で一般投資家に販売する従来の方
式であれば新株発行費として処理されていたものであり
ます。このため、従来の方式によった場合に比べ、新株
発行費の額と資本金及び資本剰余金合計額は、それぞれ
77百万円少なく計上されております。その結果、経常利
益及び税金等調整前当期純利益は同額多く計上されてお
ります。 

 

 

（表示方法の変更） 

前連結会計年度 当連結会計年度 

（自 平成17年３月21日  （自 平成18年３月21日  
  至 平成18年３月20日）   至 平成19年３月20日） 

（連結損益計算書） 
手形売却損（当連結会計年度0百万円）は、金額が僅少とな
ったため、営業外費用の「その他」に含めて表示しておりま
す。 
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（７）連結財務諸表に関する注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 当連結会計年度 

（平成18年３月20日） （平成19年３月20日） 

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとおり

であります。 

     その他の投資その他の資産       12百万円 

       (うち、株式                 12百万円)

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとおり

であります。 

     その他の投資その他の資産       18百万円 

       (うち、株式                 13百万円)

※２ 債務の担保に供している資産及び担保付債務は次のと

おりであります。 

  （担保資産の種類）              （金額） 

建物及び構築物              612百万円 

土地                 1,531百万円 

計                  2,144百万円 

  （担保付債務）              （金額） 

短期借入金                710百万円 

長期借入金              2,271百万円 

計                  2,982百万円 

※２ 債務の担保に供している資産及び担保付債務は次のと

おりであります。 

  （担保資産の種類）              （金額） 

建物及び構築物               648百万円

土地                  1,531百万円 

計                   2,180百万円

  （担保付債務）              （金額） 

短期借入金                 182百万円

長期借入金               2,111百万円 

計                   2,294百万円

※３ 自己株式の保有数 

   連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式は、

以下のとおりであります。 

   普通株式                               23,934株 

   なお、当社の発行済株式総数は、普通株式19,509,326

株であります。 

※３    
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（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 当連結会計年度 

（自 平成17年３月21日  （自 平成18年３月21日  

  至 平成18年３月20日）   至 平成19年３月20日） 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及びその金額は、

次のとおりであります。 

運賃保管料                        951百万円 

人件費                          3,061百万円 

賞与引当金繰入額                     331百万円 

退職給付費用                       112百万円 

役員退職慰労引当金繰入額              37百万円 

減価償却費                          78百万円 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及びその金額は、

次のとおりであります。 

運賃保管料                      1,225百万円

人件費                          3,349百万円

賞与引当金繰入額                    351百万円

役員賞与引当金繰入額                 38百万円

退職給付費用                        52百万円

役員退職慰労引当金繰入額              38百万円

減価償却費                          91百万円

※２ ※２ 製品回収費用 

大型専用脚立の点検・修理にともなう告知等の費用で

あります。 

※３ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 

機械装置及び運搬具                    0百万円 

その他の有形固定資産                   0百万円 

計                                    1百万円 

※３ 

※４ 固定資産除売却損の内訳は次のとおりであります。 

レンタル資産               31百万円 

建物及び構築物                        4百万円 

機械装置及び運搬具                   20百万円 

その他の有形固定資産                   3百万円 

計                                  59百万円 

※４ 固定資産除売却損の内訳は次のとおりであります。 

レンタル資産               22百万円

建物及び構築物                       37百万円

機械装置及び運搬具                    2百万円

その他の有形固定資産                   2百万円

解体撤去費用                       46百万円 

計                                 111百万円

※５ 減損損失 

当社グループは内部管理上採用している事業区分を基

準として資産のグループ化を行っており、当連結会計年

度において以下の資産グループについて減損処理をしま

した。 

電子機器関連事業における無線機等事業部門は、アマ

チュア無線市場の縮小に替わる市場の急成長が見込めな

いため、同部門に係る資産グループの帳簿価額を回収可

能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（75百万円）

として特別損失に計上しました。 

また、賃貸土地については地価の下落、遊休土地につ

いては事業の用に供する具体的な計画が存在しないため

帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損

損失（290百万円）として特別損失に計上しました。 

これら減損損失の内訳は、工具・器具・備品75百万

円、土地290百万円であります。 

なお、これら資産グループの回収可能価額は、遊休土

地については正味売却価額を使用し不動産鑑定評価額に

基づいて評価しております。無線機等製造設備と賃貸土

地については使用価値により測定をしており、将来キャ

ッシュ・フローを6.3％で割り引いて算定しております。

用途 種類 場所 

無線機等の

製造設備 

工具・器具・備

品 

電子機器関連事業

の各製造委託先 

賃貸土地 土地 大阪府高槻市 

遊休資産 土地 栃木県那須郡 

遊休資産 土地 新潟県燕市 

※５ 
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（連結株主資本等変動計算書関係） 

当連結会計年度（自 平成18年３月21日 至 平成19年３月20日） 

１ 発行済株式の総数に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式（株） 19,509,326 － － 19,509,326

 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式（株） 23,934 800 － 24,734

（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

単元未満株式の買取りによる増加 800株 

 

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

 

４ 配当に関する事項 

(１)配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（百万円） 

1株当たり配当額

（円） 
基準日 効力発生日 

平成18年６月16日

定時株主総会 
普通株式 233 12 平成18年３月20日 平成18年６月16日

平成18年11月1日

取締役会 
普通株式 97 5 平成18年９月20日 平成18年11月22日

 

(２)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資 
配当金の総額

（百万円） 

１株当たり 

配当額（円） 
基準日 効力発生日 

平成19年５月２日

取締役会 
普通株式 利益剰余金 155 8 平成19年３月20日 平成19年６月１日

 

 
（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度 当連結会計年度 

（自 平成17年３月21日  （自 平成18年３月21日  

  至 平成18年３月20日）   至 平成19年３月20日） 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定                    3,327百万円 

預入期間が３か月を超える定期預金          －百万円

現金及び現金同等物                     3,327百万円

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定                    2,388百万円

預入期間が３か月を超える定期預金          －百万円

現金及び現金同等物                     2,388百万円
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（セグメント情報） 
 【事業の種類別セグメント情報】 

 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月21日  
  至 平成18年３月20日） 

 

建設機材 
関連事業 
（百万円）

住宅機器
関連事業
（百万円）

電子機器
関連事業
（百万円）

レンタル
関連事業
（百万円）

計 
（百万円） 

消去又は 
全  社 
（百万円） 

連  結
（百万円）

Ⅰ売上高及び営業損益         

  売   上   高         

 (1)外部顧客に対する売上高  6,351 7,889 2,818 13,803 30,863 － 30,863

 (2)セグメント間の内部売上高又は振替高 1,171 342 163 0 1,677 (1,677) －

計 7,522 8,232 2,981 13,804 32,541 (1,677) 30,863

  営  業  費  用  6,740 8,642 2,912 12,587 30,882 (1,677) 29,205

  営業利益又は営業損失(△) 782 △ 409 69 1,216 1,658 － 1,658

Ⅱ資産、減価償却費及び資本的支出    

  資産 6,290 4,865 1,601 6,545 19,303 6,535 25,838

  減価償却費 88 111 17 1,076 1,293 13 1,307

  減損損失 － － 75 － 75 290 366

  資本的支出 71 187 36 1,444 1,739 174 1,914

(注)１ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

なお、従来から「リース関連事業」と呼称し開示しておりました中高層用・低層用仮設機材や仮設観覧席のレンタルは、

いわゆるファイナンス・リースなどとの混同を避けるため、当連結会計年度から「レンタル関連事業」と呼称を変更し

て開示することにしました。 

２ 各事業の主な品目 

(1)建設機材関連事業･･････････････建設用仮設機材等 

(2)住宅機器関連事業･･････････････梯子、脚立、アルミ型材、フィットネス関連商品 

(3)電子機器関連事業･･････････････無線通信機器 

(4)レンタル関連事業･･････････････中高層用・低層用仮設機材・仮設観覧席のレンタル 

３ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産は6,535百万円であり、その主なものは親会社における余資運用資金

（現金・預金及び投資有価証券）、繰延税金資産及び管理部門に係る資産等であります。 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 - 25 -



アルインコ㈱（5933） 平成19年３月期決算短信 

 

 

当連結会計年度 
（自 平成18年３月21日  
  至 平成19年３月20日） 

 

建設機材 
関連事業 
（百万円） 

住宅機器
関連事業
（百万円）

電子機器
関連事業
（百万円）

レンタル
関連事業
（百万円）

計 
（百万円） 

消去又は 
全  社 
（百万円） 

連  結
（百万円）

Ⅰ売上高及び営業損益         

  売   上   高         

 (1)外部顧客に対する売上高  8,033 9,149 3,010 14,492 34,686 － 34,686

 (2)セグメント間の内部売上高又は振替高 1,394 640 26 － 2,062 (2,062) －

計 9,428 9,790 3,037 14,492 36,748 (2,062) 34,686

  営  業  費  用  8,292 10,441 3,014 13,265 35,013 (2,062) 32,951

  営業利益又は営業損失(△) 1,136 △ 651 22 1,227 1,734 － 1,734

Ⅱ資産、減価償却費及び資本的支出    

  資産 6,943 5,671 1,967 7,071 21,654 6,482 28,136

  減価償却費 85 126 35 1,195 1,442 13 1,455

  資本的支出 308 214 40 1,498 2,061 158 2,219

(注)１ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な品目 

(1)建設機材関連事業･･････････････建設用仮設機材等 

(2)住宅機器関連事業･･････････････梯子、脚立、アルミ型材、フィットネス関連商品 

(3)電子機器関連事業･･････････････無線通信機器等 

(4)レンタル関連事業･･････････････中高層用・低層用仮設機材・仮設観覧席のレンタル 

３ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産は6,482百万円であり、その主なものは親会社における余資運用資金

（現金・預金及び投資有価証券）、繰延税金資産及び管理部門に係る資産等であります。 

４ 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４ 会計処理基準に関する事項 （４）重要な引当金の計上基準 

役員賞与引当金（会計方針の変更）」に記載の通り、当連結会計年度から「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基

準委員会 平成17年11月29日 企業会計基準第４号）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合

に比べ、当連結会計年度における営業費用は「建設機材関連事業」が５百万円、「住宅機器関連事業」が10百万円、

「電子機器関連事業」が３百万円、「レンタル関連事業」が19百万円増加し、営業利益がそれぞれ同額減少しておりま

す。 
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【所在地別セグメント情報】 

  前連結会計年度（自 平成17年３月21日 至 平成18年３月20日） 

 全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」以外の割合がいずれも

10％未満のため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

  当連結会計年度（自 平成18年３月21日 至 平成19年３月20日） 

 全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」以外の割合がいずれも

10％未満のため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

 
 
【海外売上高】 

  

前連結会計年度 
（自 平成17年３月21日  
  至 平成18年３月20日） 

 ヨーロッパ 北米 東南アジア その他の地域 計 

Ⅰ海外売上高（百万円） 394 103 375 87 960

Ⅱ連結売上高（百万円）  30,863

Ⅲ連結売上高に占める海外売上高の割合(%) 1.3 0.3 1.2 0.3 3.1

（注）１ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

２ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

     (1) 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

     (2) 各区分に属する主な国又は地域 

    ① ヨーロッパ……フランス、ドイツ、イタリア、東欧諸国、ロシア 
    ② 北米……………アメリカ合衆国 
    ③ 東南アジア……インドネシア、タイ、韓国等 

 

  

当連結会計年度 
（自 平成18年３月21日  
  至 平成19年３月20日） 

 ヨーロッパ 北米 東南アジア その他の地域 計 

Ⅰ海外売上高（百万円） 376 105 439 117 1,038

Ⅱ連結売上高（百万円）  34,686

Ⅲ連結売上高に占める海外売上高の割合(%) 1.1 0.3 1.3 0.3 3.0

（注）１ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

２ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

     (1) 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

     (2) 各区分に属する主な国又は地域 

    ① ヨーロッパ……フランス、ドイツ、イタリア、東欧諸国、ロシア 
    ② 北米……………アメリカ合衆国 
    ③ 東南アジア……インドネシア、タイ、韓国等 
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（リース取引関係） 

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略します。 
 

 

（関連当事者との取引） 

前連結会計年度（自 平成17年３月21日 至 平成18年３月20日） 

 

該当事項はありません。 

 

当連結会計年度（自 平成18年３月21日 至 平成19年３月20日） 

 

該当事項はありません。 

 

（税効果会計関係） 

前連結会計年度 当連結会計年度 

（平成18年３月20日） （平成19年３月20日） 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内

訳 

  繰延税金資産  

投資有価証券                99百万円 

関係会社事業損失引当金                  55百万円 

退職給付引当金                          59百万円 

役員退職慰労引当金                     113百万円 

減損損失                               140百万円 

たな卸資産                              78百万円 

賞与引当金                             165百万円 

税務上の繰越欠損金                      61百万円 

その他                                  83百万円 

繰延税金資産小計                       857百万円 

評価性引当額                         △ 71百万円 

繰延税金資産合計                       786百万円 

  繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金            △ 313百万円 

繰延税金資産の純額                     473百万円 

 

 

 

 

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率と

の間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ

た主要な項目別の内訳  

  法定実効税率                                40.5％ 

  （調整）  

  交際費等永久に損金に算入されない項目         3.3％ 

  住民税均等割                                 3.5％ 

  税務上の繰越欠損金使用                   △ 37.9％ 

  繰延税金資産評価性引当額                     3.0％ 

  その他                                       0.1％ 

  税効果会計適用後の法人税等の負担率          12.5％ 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内

訳 

  繰延税金資産  

投資有価証券               102百万円 

関係会社事業損失引当金                  55百万円 

退職給付引当金                          20百万円 

減損損失                               137百万円 

役員退職慰労引当金                     124百万円 

たな卸資産                              66百万円 

賞与引当金                             175百万円 

役員賞与引当金                          15百万円 

税務上の繰越欠損金                      86百万円 

その他                                 155百万円 

繰延税金資産小計                       940百万円 

評価性引当額                        △ 131百万円 

繰延税金資産合計                       809百万円 

  繰延税金負債  

前払年金費用                          △ 6百万円 

その他有価証券評価差額金            △ 251百万円 

繰延ヘッジ損益                       △ 19百万円 

繰延税金負債合計                    △ 278百万円 

繰延税金資産の純額                     530百万円 

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率と

の間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ

た主要な項目別の内訳  

  法定実効税率                                40.5％ 

  （調整）  

  交際費等永久に損金に算入されない項目         2.2％ 

  住民税均等割                                 2.3％ 

  評価性引当額の増加                           5.4％ 

  その他                                    △ 1.8％ 

  税効果会計適用後の法人税等の負担率          48.6％ 
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（有価証券関係） 

１ その他有価証券で時価のあるもの                          （単位：百万円） 

前連結会計年度末 当連結会計年度末 

（平成18年３月20日） （平成19年３月20日） 
区   分 

取得原価 
連結貸借 

対照表計上額
差額 取得原価 

連結貸借 

対照表計上額 
差額 

連結貸借対照表計上額が取得   

原価を超えるもの   

 ①株 式 432 1,162 729 434 1,063 629

 ②債 券 － － － － － －

 ③その他 138 182 43 140 186 46

小   計 571 1,345 773 574 1,250 675

連結貸借対照表計上額が取得       

原価を超えないもの       

 ①株 式 2 1 △ 0 639 585 △ 53

 ②債 券 100 93 △ 6 100 81 △ 19

 ③その他 － － － － － －

小   計 102 95 △ 6 739 666 △ 72

合    計 673 1,440 766 1,314 1,917 603

(注)表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当連結会計年度においてその他有価証券で時
価のある株式について４百万円減損処理を行っております。 

 
２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券                                          （単位：百万円） 

前連結会計年度 当連結会計年度 

区  分 （自 平成17年３月21日） 

 至 平成18年３月20日） 

（自 平成18年３月21日） 

 至 平成19年３月20日） 

売却額 78 5

売却益の合計額 34 2

売却損の合計額 － －

 
３ 時価評価されていない主な有価証券                                                  （単位：百万円） 

前連結会計年度末 当連結会計年度末 

（平成18年３月20日） （平成19年３月20日） 区  分 

連結貸借対照表計上額 連結貸借対照表計上額 

その他有価証券  

 非上場株式 144 177

 
４ その他有価証券のうち満期があるものの連結決算日後における償還予定額 
 
  前連結会計年度末（平成18年３月20日）                       （単位：百万円） 

区  分 １年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超 

債券  

社債 － 93 － －

 
 
  当連結会計年度末（平成19年３月20日）                       （単位：百万円） 

区  分 １年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超 

債券  

社債 － 81 － －
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（デリバティブ取引関係） 

  決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略します。 

 

（退職給付関係） 

前連結会計年度 当連結会計年度 

（自 平成17年３月21日 （自 平成18年３月21日 

  至 平成18年３月20日）   至 平成19年３月20日） 

１ 採用している退職給付制度の概要 

  当社は確定給付型の制度として昭和45年７月より退職金

制度の100％相当分について適格退職年金制度を採用してお

ります。 

  また一部の連結子会社は退職金規程に基づく退職一時金

制度を採用しております。 

２ 退職給付債務に関する事項  

  退職給付債務             △ 1,943百万円

年金資産                 2,100百万円 

  未積立退職給付債務                        156百万円

  未認識数理計算上の差異                 △ 309百万円

退職給付引当金                         △ 152百万円

 （注）連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便

法を採用しております。  

 

３ 退職給付費用に関する事項  

  勤務費用                                  138百万円

  利息費用                                   34百万円

  期待運用収益                            △ 38百万円

  会計基準変更時差異の費用処理額             99百万円

  数理計算上の差異の費用処理額                8百万円

  退職給付費用                              242百万円

 （注）簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用

は、勤務費用に計上しております。 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項  

  退職給付見込額の期間配分方法     期間定額基準 

  割引率                                      2.0％ 

  期待運用収益率                              2.5％ 

  数理計算上の差異の処理年数      ５年（定額法）

  （発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

による按分額を処理する方法。ただし、翌連結会計年

度から費用処理することとしております。） 

  会計基準変更時差異の処理年数         ５年 

１ 採用している退職給付制度の概要 

同左 

 

 

 

 

２ 退職給付債務に関する事項  

  退職給付債務             △ 2,075百万円

年金資産                 2,371百万円 

  未積立退職給付債務                        296百万円

  未認識数理計算上の差異                 △ 330百万円

前払年金費用                            △ 16百万円 

退職給付引当金                          △ 50百万円

 （注）連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便

法を採用しております。  

３ 退職給付費用に関する事項  

  勤務費用                                  154百万円

  利息費用                                   37百万円

  期待運用収益                            △ 52百万円

  数理計算上の差異の費用処理額            △ 52百万円

  退職給付費用                               87百万円

 （注）簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用

は、勤務費用に計上しております。 

 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項  

退職給付見込額の期間配分方法              同左 

  割引率                                       同左 

  期待運用収益率                同左 

  数理計算上の差異の処理年数          同左 

 

 

 

  会計基準変更時差異の処理年数         同左 

 
 

（ストック・オプション等関係） 

該当事項はありません。 

 

（企業結合等） 

  該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

前連結会計年度 当連結会計年度 

（自 平成17年３月21日 （自 平成18年３月21日 

  至 平成18年３月20日）   至 平成19年３月20日） 

１株当たり純資産額                            612円67銭

１株当たり当期純利益                           60円66銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

潜在株式がないため記載しておりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １株当たり当期純利益の算定上の基礎 

   連結損益計算書上の当期純利益            1,113百万円

  普通株式に係る当期純利益                1,078百万円

  普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 

   利益処分による役員賞与金                 34百万円

普通株式の期中平均株式数               17,779,257株

１株当たり純資産額                            644円12銭

１株当たり当期純利益                           50円62銭

同左 

 

算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

連結貸借対照表上の純資産の部の合計額   12,550百万円

普通株式に係る純資産額                 12,550百万円

普通株式の発行済株式数                 19,509,326株

普通株式の自己株式数                       24,734株

１株当たり純資産額の算定に 

用いられた普通株式の数                 19,484,592株

２ １株当たり当期純利益 

  連結損益計算書上の当期純利益              986百万円

  普通株式に係る当期純利益                  986百万円

普通株式の期中平均株式数               19,484,925株

 
 

（重要な後発事象） 

  該当事項はありません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 - 31 -



アルインコ㈱（5933） 平成19年３月期決算短信 

 

５.個別財務諸表 

（１）貸借対照表 

    第36期 第37期 

  （平成18年３月20日） （平成19年３月20日） 
比較増減

区分 
注記 

記号 
金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円)

【資産の部】    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金  3,200 2,290  

２ 受取手形 ※1 3,864 4,185  

３ 売掛金 ※1 4,513 5,103  

４ 商品  989 1,474  

５ 製品  1,606 1,738  

６ 原材料  598 754  

７ 仕掛品  344 411  

８ 前渡金  54 26  

９ 前払費用  44 35  

10 繰延税金資産  338 379  

11 その他 ※1 121 179  

12 貸倒引当金  △ 141 △ 84  

流動資産合計  15,535 60.8 16,492 59.4 956

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

(1) レンタル資産  14,204 14,876   

  減価償却累計額  11,436 2,767 11,909 2,967  

(2) 建物 ※2 2,447 2,751   

  減価償却累計額  1,548 898 1,544 1,207  

(3) 構築物  996 1,037   

  減価償却累計額  772 223 750 286  

(4) 機械及び装置  711 725   

  減価償却累計額  527 184 534 191  

(5) 車両及び運搬具  159 139   

  減価償却累計額  145 14 129 10  

(6) 工具・器具・備品  1,741 1,726   

  減価償却累計額  1,523 1,493   

  減損損失累計額  75 141 69 163  

(7) 土地 ※2 1,775 1,775  

(8) 建設仮勘定  29 40  

有形固定資産合計  6,034 23.6 6,642 24.0 608
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    第36期 第37期 

  （平成18年３月20日） （平成19年３月20日） 
比較増減

区分 
注記 

記号 
金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円)

２ 無形固定資産    

(1) のれん  － 80  

(2) ソフトウエア  14 9  

(3) その他  0 0  

無形固定資産合計  14 0.1 89 0.3 75

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  1,585 2,094  

(2) 関係会社株式  28 28  

(3) 関係会社出資金  543 548  

(4) 長期貸付金  420 256  

(5) 関係会社長期貸付金  583 604  

(6) 長期未収入金 ※5 204 204  

(7) 更生債権等  128 21  

(8) 長期前払費用  57 45  

(9) 前払年金費用  － 16  

(10) 敷金・保証金  654 633  

(11) 繰延税金資産  134 151  

(12) その他  368 505  

(13) 貸倒引当金  △ 743 △ 585  

投資その他の資産合計  3,966 15.5 4,525 16.3 558

固定資産合計  10,015 39.2 11,258 40.6 1,242

資産合計  25,551 100.0 27,751 100.0 2,199

【負債の部】    

Ⅰ 流動負債    

１ 支払手形  3,773 4,299  

２ 買掛金 ※1 1,591 1,668  

３ 短期借入金 ※2 1,390 2,195  

４ 一年以内返済予定長期借入金 ※2 1,977 1,595  

５ 未払金 ※1 467 447  

６ 未払費用  5 6  

７ 未払法人税等  94 949  

８ 預り金  51 52  

９ 前受収益  3 3  

10 賞与引当金  395 420  

11 役員賞与引当金  － 38  

12 その他  20 25  

流動負債合計  9,770 38.2 11,702 42.2 1,931
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    第36期 第37期 

  （平成18年３月20日） （平成19年３月20日） 
比較増減

区分 
注記 

記号 
金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円)

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金 ※2 2,967 2,747  

２ 退職給付引当金  104 －  

３ 役員退職慰労引当金  281 307  

４ 長期前受収益  100 97  

５ 預り保証金  278 286  

固定負債合計  3,732 14.6 3,438 12.4 △ 294

負債合計  13,502 52.8 15,140 54.6 1,637

【資本の部】    

Ⅰ 資本金 ※3 5,571 21.8 － － △ 5,571

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金  3,206 －   

２ その他資本剰余金    

(1) 資本準備金減少差益  100 －   

資本剰余金合計  3,306 13.0 － － △ 3,306

Ⅲ 利益剰余金    

１ 任意積立金    

(1) 別途積立金  1,201 －   

２ 当期未処分利益  1,516 －   

利益剰余金合計  2,717 10.6 － － △ 2,717

Ⅳ その他有価証券評価差額金  460 1.8 － － △ 460

Ⅴ 自己株式 ※4 △ 7 △ 0.0 － － 7

資本合計  12,048 47.2 － － △ 12,048

負債及び資本合計  25,551 100.0 － － △ 25,551
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    第36期 第37期 

  （平成18年３月20日） （平成19年３月20日） 
比較増減

区分 
注記 

記号 
金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円)

【純資産の部】     

Ⅰ 株主資本     

１ 資本金  － － 5,571 20.1 5,571

２ 資本剰余金    

(1) 資本準備金  － 3,206   

(2) その他資本剰余金  － 100   

資本剰余金合計  － － 3,306 11.9 3,306

３ 利益剰余金    

その他利益剰余金    

別途積立金  － 2,001   

繰越利益剰余金  － 1,339   

利益剰余金合計  － － 3,340 12.0 3,340

４ 自己株式  － － △ 8 △ 0.0 △ 8

株主資本合計  － － 12,211 44.0 12,211

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券評価差額金  － － 370 1.3 370

２ 繰延ヘッジ損益  － － 29 0.1 29

評価・換算差額等合計  － － 399 1.4 399

純資産合計  － － 12,610 45.4 12,610

負債純資産合計  － － 27,751 100.0 27,751
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（２）損益計算書 

    第36期 第37期 
  (自 平成17年３月21日 (自 平成18年３月21日 
   至 平成18年３月20日)  至 平成19年３月20日) 

比較増減

区分 注記 

記号 
金額(百万円) 百分比(%) 金額(百万円) 百分比(%) 金額(百万円)

Ⅰ 売上高 ※1   
１ 製品売上高  6,792 8,365   

２ 商品売上高  9,899 11,374   

３ レンタル収入  13,027 29,719 100.0 13,630 33,370 100.0 3,650

Ⅱ 売上原価    

１ 商製品売上原価    

(1) 期首商製品棚卸高  2,378 2,596   

(2) 当期商品仕入高 ※1 7,446 9,598   

(3) 当期製品製造原価 ※1 6,294 7,140   

合計  16,118 19,335   

(4) 他勘定振替高 ※6 1,203 1,231   

(5) 期末商製品棚卸高  2,596 3,213   

当期商製品売上原価  12,318 14,890   

２ レンタル原価  8,810 21,128 71.1 9,174 24,065 72.1 2,936

売上総利益  8,591 28.9 9,305 27.9 714

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※2 6,898 23.2 7,610 22.8 711

営業利益  1,693 5.7 1,695 5.1 2

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  36 44   

２ 受取地代・家賃  106 93   

３ 為替差益  － 81   

４ 作業屑等売却益  58 50   

５ 仕入割引  91 96   

６ その他  83 376 1.3 82 449 1.3 72

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  171 113   

２ 支払地代・家賃  67 56   

３ 為替差損  10 －   

４ スワップ取引等運用損  3 17   

５ 新株発行費償却  16 －   

６ 株式上場費用  32 －   

７ 製品回収費用 ※3 － 25   

８ その他  18 320 1.1 23 237 0.7 △ 83

経常利益  1,748 5.9 1,907 5.7 158

Ⅵ 特別利益    

１ 固定資産売却益 ※4 1 －   

２ 投資有価証券売却益  34 2   

３ 貸倒引当金戻入益  55 90 0.3 101 104 0.3 13

Ⅶ 特別損失    

１ 固定資産除売却損 ※5 59 111   

２ 減損損失 ※7 366 －   

３ 投資有価証券評価損  － 4   

４ 退職給付会計基準変更時差異償却  95 521 1.8 － 116 0.3 △ 405

税引前当期純利益  1,318 4.4 1,895 5.7 577

法人税、住民税及び事業税  43 922   

法人税等調整額  107 151 0.5 △ 16 906 2.7 755

当期純利益  1,167 3.9 989 3.0 △ 177

前期繰越利益  348 －  

当期未処分利益  1,516 －  
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（３）利益処分計算書及び株主資本等変動計算書 

利益処分計算書 

    第36期 

  （平成18年６月16日） 

区分 
注記 

記号 
金額(百万円) 

Ⅰ 当期未処分利益  1,516

Ⅱ 利益処分額  

１ 配当金  233

２ 役員賞与金  34

（うち監査役賞与金）  （1）

３ 任意積立金  

（１）別途積立金  800 1,068

Ⅲ 次期繰越利益  447
    

（注）日付は株主総会承認年月日であります。 
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株主資本等変動計算書 

第37期（自 平成18年３月21日 至 平成19年３月20日） 
株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

資本金 
資本準備金

その他資本

剰余金 別途積立金
繰越利益 

剰余金 

自己株式 
株主資本 

合計 

平成18年３月20日残高 

(百万円) 
5,571 3,206 100 1,201 1,516 △ 7 11,588

事業年度中の変動額   

別途積立金の積立  800 △ 800  －

利益処分による利益配当  △ 233  △ 233

剰余金の配当  △ 97  △ 97

利益処分による役員賞与  △ 34  △ 34

当期純利益  989  989

自己株式の取得  △ 0 △ 0

株主資本以外の項目の 

事業年度中の変動額(純額) 
  

事業年度中の変動額合計

(百万円) 
－ － － 800 △ 176 △ 0 622

平成19年３月20日残高 

(百万円) 
5,571 3,206 100 2,001 1,339 △ 8 12,211

 
評価・換算差額等  

その他有価証券 

評価差額金 
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 

純資産合計 

平成18年３月20日残高 

(百万円) 
460 － 460 12,048

事業年度中の変動額   

別途積立金の積立   －

利益処分による利益配当   △ 233

剰余金の配当   △ 97

利益処分による役員賞与   △ 34

当期純利益   989

自己株式の取得   △ 0

株主資本以外の項目の 

事業年度中の変動額(純額) 
△ 89 29 △ 60 △ 60

事業年度中の変動額合計

(百万円) 
△ 89 29 △ 60 562

平成19年３月20日残高 

(百万円) 
370 29 399 12,610
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（４）重要な会計方針 
第36期 第37期 

（自 平成17年３月21日  （自 平成18年３月21日  項目 

  至 平成18年３月20日）   至 平成19年３月20日） 

１ 有価証券の評価基準及び評価

方法  

  

  

  

子会社株式及び関連会社株式 

  移動平均法による原価法  

その他有価証券  

  時価のあるもの 

   決算日の市場価格等に基づく時価法

   （評価差額は全部資本直入法により

処理し、売却原価は移動平均法によ

り算定）  

    時価のないもの 

    移動平均法による原価法  

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

その他有価証券  

  時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法 

   （評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法に

より算定）  

    時価のないもの  

同左 

２ デリバティブ取引により生じ

る正味の債権（及び債務）の

評価基準及び評価方法 

 時価法 

  

   

同左 

 

３ たな卸資産の評価基準及び評

価方法 

商品・製品・原材料・仕掛品については

総平均法による原価法によっております。

同左 

 

４ 固定資産の減価償却の方法 

  

  

  

  

  

(1) 有形固定資産  

   定率法によっております。  

   なお、耐用年数は次のとおりであり

ます。  

    レンタル資産････････････5年 

    建物････････････････････2～47年

    構築物･･････････････････3～40年

    機械及び装置････････････2～15年

    車両及び運搬具･･････････2～ 6年

    工具・器具・備品････････2～20年

(2) 無形固定資産  

   定額法によっております。  

   ただし、ソフトウェア（自社利用

分）については、社内における利用

可能期間(５年)に基づく定額法であ

ります。 

 

 

 

(3) 長期前払費用  

   定額法 

(1) 有形固定資産  

同左 

  

 

 

 

 

 

 

 

(2) 無形固定資産  

   定額法によっております。  

   ただし、ソフトウェア（自社利用

分）については、社内における利用

可能期間(５年)に基づく定額法であ

ります。 

   また、のれんについては、原則とし

て発生時以降５年間で均等償却して

おります。 

 (3) 長期前払費用 

同左 

５ 繰延資産の処理方法 

 

新株発行費は、支出時に全額費用として処

理しております。 
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第36期 第37期 

（自 平成17年３月21日  （自 平成18年３月21日  項目 

  至 平成18年３月20日）   至 平成19年３月20日） 

６ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

  売上債権、貸付金等の貸倒損失に備え

るため、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権及び破産更生債権

については個別に回収可能性を検討し、

回収不能見込額を計上しております。 

(2) 賞与引当金 

  従業員の賞与の支出に備えるため、期

間業績に応じた支給見込額を計上してお

ります。 

(3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき計上しておりま

す。 

  なお、会計基準変更時差異（ 475百万

円）については、５年による按分額を費

用処理しております。 

  また、数理計算上の差異は、その発生

時の従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（５年）による定額法により、

翌事業年度から費用処理することとして

おります。 

(5) 役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支出に備えるため

「役員退職慰労金規程」（内規）による

当事業年度末要支給額を計上しておりま

す。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

(2) 賞与引当金 

同左 

 

 

(3) 役員賞与引当金 

  役員に対して支給する賞与の支出に充

てるため、支給見込額に基づき当事業年

度に見合う分を計上しております。 

 （会計方針の変更） 

当事業年度から「役員賞与に関する会

計基準」（企業会計基準委員会 平成17

年11月29日 企業会計基準第４号）を適

用しております。 

この結果、従来の方法に比べて営業利

益、経常利益及び税引前当期純利益が38

百万円減少しております。 

(4) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき計上しておりま

す。 

  数理計算上の差異は、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（５年）による定額法により、翌事業

年度から費用処理することとしておりま

す。 

 

 

 

(5) 役員退職慰労引当金 

同左 

７ リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっておりま

す。 

同左 
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第36期 第37期 

（自 平成17年３月21日  （自 平成18年３月21日  項目 

  至 平成18年３月20日）   至 平成19年３月20日） 

８ ヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 

原則として繰延ヘッジ処理によって

おります。なお､振当処理の要件を満

たしている為替予約等については振当

処理に、特例処理の要件を満たしてい

る金利スワップについては特例処理に

よっております。 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 ヘッジ対象 

為替予約取引 

通貨スワップ取引

通貨オプション取引

商品及び原材料の輸

入による外貨建金銭

債務及び予定取引 

金利スワップ取引 長期借入金の利息

 ③ ヘッジ方針 

デリバティブ取引に関する社内規程

に基づき、為替変動リスク及び金利変

動リスクを一定の範囲内でヘッジして

おります。 

 ④ ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ対象の相場変動、キャッシ

ュ・フローとヘッジ手段の間に高い相

関関係があることを確認し、有効性の

評価としております。ただし、一部の

金利スワップ取引においては、契約の

内容等によりヘッジに高い有効性が明

らかに認められる場合については有効

性の判定を省略しております。 

また為替予約においては､取引すべ

てが将来の購入予定に基づくものであ

り、実行の可能性が極めて高いため有

効性の判定は省略しております。 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

 

 

 

 

 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 

  

  

  

 ③ ヘッジ方針 

同左 

 

 

 

 ④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

９ その他財務諸表作成のための

重要な事項 

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理は税

抜方式を採用しております。 

消費税等の会計処理 

同左 
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（５）重要な会計方針の変更 

（会計処理の変更） 

第36期 第37期 

（自 平成17年３月21日  （自 平成18年３月21日  
  至 平成18年３月20日）   至 平成19年３月20日） 

（固定資産の減損  
当事業年度から「固定資産の減損に係る会計基準」
（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見
書」（企業会計審議会 平成14年８月９日））及び「固
定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基
準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第
６号）を適用しております。 
これにより税引前当期純利益が366百万円減少しており
ます。 
なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表
等規則に基づき、減価償却資産については減損損失累計
額の科目をもって表示し、土地については土地の金額か
ら直接控除しております。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

当事業年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に関
する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月９
日 企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の
部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基
準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準適用指針第
８号）を適用しております。 
これによる損益に与える影響はありません。 
なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は
12,581百万円であります。 
財務諸表等規則の改正により、当事業年度における財
務諸表は、改正後の財務諸表等規則により作成しており
ます。 

に係る会計基準）

 

 

（表示方法の変更） 

第36期 第37期 

（自 平成17年３月21日  （自 平成18年３月21日  
  至 平成18年３月20日）   至 平成19年３月20日） 

（貸借対照表） 
 前事業年度まで独立科目で掲記しておりました未収入金
（当期末残高15百万円）は総資産額の100分の１以下となった
ため、流動資産の「その他」に含めて表示することに変更し
ました。 

 

（損益計算書） 
 前事業年度まで独立科目で掲記しておりました手形売却損
（当期末残高0百万円）は金額が僅少であるため、営業外費用
の「その他」に含めて表示することに変更しました。 
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（追加情報） 

第36期 第37期 

（自 平成17年３月21日  （自 平成18年３月21日  
  至 平成18年３月20日）   至 平成19年３月20日） 

（スプレッド方式による新株発行） 
 平成18年１月27日に実施した有償一般募集による新株
式発行（1,800,000株）並びに平成18年２月21日に実施し
た第三者割当による新株式発行（200,000株）は、引受証
券会社が引受価額（707.50円）で買取引受を行い、当該
引受価額とは異なる発行価格（746円）で一般投資家に販
売するスプレッド方式によっております。 
 スプレッド方式では、発行価格の総額と引受価額の総
額との差額77百万円が事実上の引受手数料であり、引受
価額と同一の発行価格で一般投資家に販売する従来の方
式であれば新株発行費として処理されていたものであり
ます。このため、従来の方式によった場合に比べ、新株
発行費の額と資本金及び資本剰余金合計額は、それぞれ
77百万円少なく計上されております。その結果、経常利
益及び税引前当期純利益は同額多く計上されておりま
す。 
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（６）個別財務諸表に関する注記事項 

（貸借対照表関係） 

第36期 第37期 

（平成18年３月20日） （平成19年３月20日） 

※１ 関係会社に係る資産及び負債が、次のとおり含まれて
おります。 

     受取手形                            33百万円 
売掛金                              65百万円 
 流動資産その他                      47百万円 
 買掛金                              11百万円 

     未払金                              18百万円 

※１ 関係会社に係る資産及び負債が、次のとおり含まれて
おります。 

     受取手形                            41百万円 
売掛金                              58百万円 
 流動資産その他                      29百万円 
 買掛金                              13百万円 

 

※２ 債務の担保に供している資産及び担保付債務は次のと
おりであります。 

  保資産の種類）                       （金額） 
建物                               612百万円 

土地                             1,531百万円

（担

 
計                               2,144百万円 

  （担保付債務）                           （金額） 
短期借入金                          55百万円 
一年以内返済予定長期借入金         655百万円 

長期借入金                       2,271百万円 
計                               2,982百万円 

※２ 債務の担保に供している資産及び担保付債務は次のと
おりであります。 

  （担保資産の種類）                       （金額） 
建物                               648百万円 

土地                             1,531百万円 
計                               2,180百万円 

  （担保付債務）                           （金額） 
一年以内返済予定長期借入金         182百万円 

長期借入金                       2,111百万円 
計                               2,294百万円 

※３ 授権株式数             35,200,000株 
   ただし、定款の定めにより株式の消却が行われた場合
には、会社が発行する株式について、これに相当する株
式数を減ずることとなっております。 

   発行済株式総数  普通株式            19,509,326株 

※３   普通株式   

※４ 自己株式の保有数
   普通株式                                23,934株 

※４  

※５ 長期未収入金 
   ㈱レンタジアに対する債権等を㈱インターリースへ譲
渡した際に発生した債権であります。 

※５ 長期未収入金 
同左 

 ６ 配当制限 
   商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価を付
したことにより増加した純資産額は460百万円でありま
す。 

 ６  
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（損益計算書関係） 

第36期 第37期 

（自 平成17年３月21日  （自 平成18年３月21日  

  至 平成18年３月20日）   至 平成19年３月20日） 

※１ 関係会社に係る取引が、次のとおり含まれております。

   売上高                                  111百万円

   仕入高                                  585百万円

   外注加工費等                            137百万円

※１ 関係会社に係る取引が、次のとおり含まれております。

   売上高                                  145百万円

   仕入高                                  950百万円

   外注加工費等                            132百万円

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は､次

のとおりであります。 

給料・手当                            2,086百万円

法定福利費                              361百万円

賞与引当金繰入額                        328百万円

退職給付費用                            112百万円

役員退職慰労引当金繰入額                 37百万円

運賃・保管料                            939百万円

減価償却費                               68百万円

家賃・賃借料                            591百万円

  なお、販売費及び一般管理費のうち、販売費に属する費用

 の割合は、82％であります。 

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は､次

のとおりであります。 

給料・手当                            2,256百万円

法定福利費                              400百万円

賞与引当金繰入額                        348百万円

役員賞与引当金繰入額                     38百万円

退職給付費用                            52百万円

役員退職慰労引当金繰入額                 38百万円

運賃・保管料                         1,207百万円

減価償却費                             80百万円

家賃・賃借料                            612百万円

  なお、販売費及び一般管理費のうち、販売費に属する費用

 の割合は、83％であります。 

※３  ※３ 製品回収費用 

大型専用脚立の点検・修理にともなう告知等の費用で

あります。 

※４ 固定資産売却益の りであります。 

車両及び運搬具                            0百万円

工具・器具・備品                          0百万円

内訳は次のとお

 

計                                        1百万円

※4 

 

※５ 固定資産除売却損の内訳は次のとおりであります。 

レンタル資産                             31百万円

建物                     1百万円

構築物                                    2百万円

機械及び装置                             18百万円

車両及び運搬具                            1百万円

工具・器具・備品                          3百万円 

計                                       59百万円

※５ 固定資産除売却損の内訳は次のとおりであります。 

レンタル資産                             22百万円

建物                    30百万円

構築物                                    6百万円

機械及び装置                             1百万円

車両及び運搬具                            1百万円

工具・器具・備品                          2百万円

解体撤去費用                           46百万円 

計                                      111百万円

※６ 売上原価における他勘定振替高は、レンタル資産等への

振替であります。 

※６                    同左 
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第36期 第37期 

（自 平成17年３月21日  （自 平成18年３月21日  

  至 平成18年３月20日）   至 平成19年３月20日） 

※７ 減損損失 

当社は内部管理上採用している事業区分を基準として

資産のグループ化を行っており、当事業年度において以

下の資産グループについて減損処理をしました。 

電子機器関連事業における無線機等事業部門は、アマチ

ュア無線市場の縮小に替わる市場の急成長が見込めないた

め、同部門に係る資産グループの帳簿価額を回収可能価額

まで減額し、当該減少額を減損損失（75百万円）として特

別損失に計上しました。 

また、賃貸土地については地価の下落、遊休土地につい

ては事業の用に供する具体的な計画が存在しないため帳簿

価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失

（290百万円）として特別損失に計上しました。 

これら減損損失の内訳は、工具・器具・備品75百万円、

土地290百万円であります。 

なお、これら資産グループの回収可能価額は、遊休土地

については正味売却価額を使用し不動産鑑定評価額に基づ

いて評価しております。無線機等製造設備と賃貸土地につ

いては使用価値により測定をしており、将来キャッシュ・

フローを6.3％で割り引いて算定しております。 

用途 種類 場所 

無線機等の

製造設備 

工具・器具・備

品 

電子機器関連事業

の各製造委託先 

賃貸土地 土地 大阪府高槻市 

遊休資産 土地 栃木県那須郡 

遊休資産 土地 新潟県燕市 

※７ 

 

 

（株主資本等変動計算書関係） 

第37期（自 平成18年３月21日 至 平成19年３月20日） 

自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式（株） 23,934 800 － 24,734

（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

単元未満株式の買取りによる増加 800株 

 

（リース取引関係） 
  決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略します。 

 

（有価証券関係） 

第36期（平成18年３月20日） 

  子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

 

第37期（平成19年３月20日） 

  子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 
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（税効果会計関係） 

第36期 第37期 

（平成18年３月20日） （平成19年３月20日） 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内

訳 

   繰延税金資産 

投資有価証券                          99百万円 

貸倒引当金                           148百万円 

退職給付引当金                        42百万円 

役員退職慰労引当金                   113百万円 

減損損失                             140百万円 

たな卸資産                            78百万円 

賞与引当金                           159百万円 

その他                                95百万円 

繰延税金資産小計                     878百万円 

評価性引当額                      △  91百万円 

繰延税金資産合計                     786百万円 

   繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金          △ 313百万円 

繰延税金資産の純額                   473百万円 

 

 

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率と

の間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

主要な項目別の内訳  

法定実効税率                               40.5％

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されない項目        3.2％

住民税均等割                                3.3％

税務上の繰越欠損金使用                  △ 35.5％

その他                   0.0％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率         11.5％

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内

訳 

   繰延税金資産 

投資有価証券                         102百万円 

貸倒引当金                           149百万円 

役員退職慰労引当金                   124百万円 

減損損失                             137百万円 

たな卸資産                            66百万円 

賞与引当金                           170百万円 

役員賞与引当金                        15百万円 

その他                               228百万円 

繰延税金資産小計                     993百万円 

評価性引当額                      △ 184百万円 

繰延税金資産合計                     809百万円 

   繰延税金負債  

    前払年金費用                        △ 6百万円 

その他有価証券評価差額金          △ 251百万円 

繰延ヘッジ損益                     △ 19百万円 

繰延税金負債合計                  △ 278百万円 

繰延税金資産の純額                   530百万円 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率と

の間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

主要な項目別の内訳  

法定実効税率                              40.5％ 

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されない項目      2.2％ 

住民税均等割                               2.3％ 

評価性引当額の増加                         4.9％ 

その他                  △ 2.1％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率       47.8％ 

 

（１株当たり情報） 

第36期 第37期 

（自 平成17年３月21日 （自 平成18年３月21日 

  至 平成18年３月20日）   至 平成19年３月20日） 

１株当たり純資産額                            616円56銭

１株当たり当期純利益                           63円68銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

潜在株式がないため記載しておりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １株当たり当期純利益の算定上の基礎 

   損益計算書上の当期純利益                1,167百万円

  普通株式に係る当期純利益                1,132百万円

  普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 

   利益処分による役員賞与金                 34百万円

普通株式の期中平均株式数               17,779,257株

１株当たり純資産額                            647円21銭

１株当たり当期純利益                           50円76銭

同左 

 

算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

貸借対照表上の純資産の部の合計額       12,610百万円

普通株式に係る純資産額                 12,610百万円

普通株式の発行済株式数                 19,509,326株

普通株式の自己株式数                       24,734株

１株当たり純資産額の算定に 

用いられた普通株式の数                 19,484,592株

２ １株当たり当期純利益 

  損益計算書上の当期純利益                  989百万円

  普通株式に係る当期純利益                  989百万円

普通株式の期中平均株式数               19,484,925株
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（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 

 

 

６．その他 

 

（役員の異動） 

別途開示しております。 

 

（その他） 

該当事項はありません。 
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