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１．平成20年３月期の業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

(1）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 ％

20年３月期 29,170 (　5.2) 848 ( 45.0) 799 ( 54.8) 484 ( 57.2)

19年３月期 27,736 ( 29.3) 585 ( 39.0) 516 ( 30.8) 308 ( 39.0)

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

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

20年３月期 284 42 －  17.2 6.7 2.9

19年３月期 225 78 －  14.5 4.8 2.1

（参考）持分法投資損益 20年３月期 － 19年３月期 － 

(2）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

20年３月期 12,055 2,989 24.8 1,754 04

19年３月期 11,749 2,637 22.4 1,547 35

（参考）自己資本 20年３月期 2,989百万円 19年３月期 2,637百万円

(3）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

百万円 百万円 百万円 百万円

20年３月期 1,157 △621 △539 284

19年３月期 △629 △533 1,207 288

２．配当の状況

１株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
純資産
配当率（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

19年３月期 37 00 31 00 68 00 102 30.1 4.9

20年３月期 40 00 46 00 86 00 146 30.2 5.2

21年３月期（予想） 47 00 49 00 96 00 － 30.3 －

３．平成21年３月期の業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

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

第２四半期累計期間 15,000 (0.3) 450 (14.2) 430 (15.7) 258 (13.8) 151 39

通期 30,500 (4.6) 940 (10.8) 900 (12.5) 540 (11.4) 316 86
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４．その他

(1）重要な会計方針の変更

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、18,19ページ「重要な会計方針」をご覧ください。

(2）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） 20年３月期 1,704,267株 19年３月期 1,704,267株

②　期末自己株式数 20年３月期 68株 19年３月期 －株

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、30ページ「１株当たり情報」をご覧ください。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含ん

でおります。実際の業績等は、業況の変化等により上記予想数値と異なる場合があります。

また、現在国会で固定資産の耐用年数の変更についての改正が審議中となっており、成立する見込みが高いため、

弊社ではその影響額（年額約50百万円　第２四半期累計期間では約25百万円）を平成21年3月期の業績予想における

営業利益ならびに経常利益から減額しております。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　当社に関連する電子部品業界では、携帯電話や薄型テレビに代表されるデジタル家電のグローバル需要増大や、カー

エレクトロニクスの進展に見られるような応用分野の裾野拡大など、総じて堅調な推移をたどっています。一方、電

線業界では、銅相場が高値圏で推移していることに加え、建築基準法改正による建築着工件数の減少などにより、若

干、需要が停滞した動きとなりました。このような状況のもと、当社では既存事業の安定化と新しい成長事業への注

力、内部統制の強化など、企業総合力の向上を目指した努力を続けてまいりました。その結果、当事業年度の業績は

売上高29,170百万円（前年同期比105.2％）経常利益799百万円（前年同期比154.8％）となりました。

                                                                   　　　 単位（百万円） 

 
前事業年度

平成19年３月期

当事業年度

平成20年３月期
前年同期比

  売 　上　 高 27,736 29,170   　　105.2％

 経  常  利  益 516 799  　　 154.8％

 当 期 純 利 益 308 484  　　 157.2％

 （参考）

 加工売上高
3,342 3,854  115.3％ 

 　　（注）当社では、売上高から材料費等を控除した金額を「加工売上高」と称し、経営管理上の指標として

　　　　　 利用しています。

 

　事業部門別にみますと、『電子機能材事業』では売上高5,180百万円（前年同期比127.9％）と大幅な増収となりま

した。これは、「金属メッキ加工」分野の主要顧客である電子部品市場が堅調に推移していること、ＲｏＨＳ指令の

発効により３元メッキをはじめとした鉛フリー化対策品の採用が加速される状況となったこと、当社が重点指向して

いる自動車部品関連が順調に拡大していることなどが寄与しています。更には、柔軟な生産体制や技術的な対応能力

が市場の要求に応えているものと考えています。

　「フィルム・特殊機能材」分野では、自動車部品用の粗化銅箔や高分子コンデンサ用のアルミ化成箔などの特殊機

能材が順調に拡大しています。その他のＣＣＬ基材やフレキシブル回路基板などのフィルム関連製品は、開発・量産

の進捗が若干遅れており全般に低い伸びとなりましたが、着実に市場評価が進展していることから、今後に期待が持

てる状況となっています。

　『電気機能線材事業』では売上高23,990百万円（前年同期比101.3％）となりました。伸線加工の主材料である銅価

格が高値圏で推移したため主要顧客が在庫調整や生産調整を行ったことや、建築基準法の改正による建築着工件数の

減少がありましたが、高圧ケーブル用特殊平角線の新規受注などで落ち込みをカバーすることができました。

　研究開発につきましては、開発案件の増加に伴って経費も増加しましたが、開発受託売上として費用回収に努めた

ため研究開発費は196百万円となりました。 

                                                                   　　　 単位（百万円、％） 

前事業年度

平成19年３月期

当事業年度

平成20年３月期
前年同期比較

売上高 構成比 売上高 構成比 増減額 同期比

電子機能材事業 4,050 14.6 5,180 17.8 1,129 127.9

金属メッキ加工 3,692 13.3 4,647 15.9 955 125.9

フイルム・特殊機能材 357 1.3 532 1.9 174 148.7

電気機能線材事業 23,686 85.4 23,990 82.2 304 101.3

合計 27,736 100.0 29,170 100.0 1,434 105.2
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(2）次期の見通し

　　　　サブプライムローン問題による影響から米国経済の景気後退も懸念され、日本経済も先行き不透明な状況となっ

ています。当社の電子機能材事業と関連します電子部品業界では、世界的な景気後退からくる需要減少に陥る可能

性はあるものの、当社では顧客・品種の分散化や技術的な差別化を図っており比較的影響は少ないと予測していま

す。第１四半期については、足元で在庫調整の影響が見られるものの、第２四半期以降は幅広い製品群に支えられ

底堅く推移するものと予測しています。一方の電線業界では、銅価高騰による価格転嫁も進展し、徐々に需給関係

や建築着工も安定していくものと予測しています。鉛フリー化対策品をはじめとする金属メッキ加工の拡販、フイ

ルム・特殊機能材製品の開発・量産化、平角銅線の拡販など事業部門別の重点課題を推し進め、業績と企業価値の

向上に取り組んでいきます。

　当社は、主に加工事業を営んでおり、顧客からの支給材や加工に必要な原材料を仕入れるために原価に占める材

料費の割合が高くなっています。その材料費の大半は、顧客からの支給材と金、銀、銅など国際市況により価格が

変動するものですが、当社ではその価格変動が利益に影響を与えることのない契約形態をとっています。材料費と

売上高は、その時々の国際市況に応じて変動し経営実態の把握や期間比較が困難なため、その変動を排除した「加

工売上高」（売上高から材料費等を控除したもの）を経営管理上の指標として利用しています。参考として、事業

部門別の加工売上高（前期実績及び次期予想）を下表に示します。

                                                                   　　　 単位（百万円、％） 

平成20年３月期　実績 平成21年３月期　予想 前年同期比較

加工売上高 構成比 加工売上高 構成比 増減額 同期比

電子機能材事業 2,738 71.1 3,041 71.9 303 111.1

金属メッキ加工 2,304 59.8 2,566 60.7 262 111.4

フイルム・特殊機能材 434 11.3 475 11.2 41 109.4

電気機能線材事業 1,135 29.4 1,199 28.4 64 105.6

研究開発 △20 △0.5 △11 △0.3 8 57.9

合計 3,854 100.0 4,229 100.0 375 109.7

 

　　　　なお、次期の業績見通しについては、上に述べた事業部門別の予想及び原材料価格の動向に加え、税制改正（固

　　　定資産の耐用年数の変更）による減価償却費の増加（年額50百万円）を考慮して、売上高30,500百万円、経常利益

　　　900百万円、当期純利益540百万円を見込んでいます。 

(3）財政状態に関する分析

 ①　財政状態の変動状況

  　　総資産は12,055百万円となり、前期末に比べ305百万円増加しました。これは主に、富山事業所の工場建物

（416百万円）が完成により増加したためであります。

　負債は前期末に比べ46百万円減少し、9,065百万円となりました。短期借入金900百万円を長期借入金に転換し

たことにより流動負債が874百万円減少し、固定負債が827百万円増加しています。

　純資産は352百万円増加して2,989百万円となっています。

 　　②　キャッシュ・フローの状況

 　　　　営業活動によるキャッシュ・フローは、1,157百万円の収入となりました。税引前当期純利益は好調で792百万円、

減価償却費383百万円が主なものであります。投資活動に使用されたキャッシュ・フローは621百万円となりました。

これは有形固定資産の取得による支出612百万円によるものであります。財務活動によるキャッシュ・フローは539

百万円の支出となりました。社債・長期借入金の約定返済609百万円が主なものであります。

 

(4）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　当社は株主様への利益還元を重要な政策として位置づけており、収益力の向上と財務体質の強化を図りながら、安

定した配当を継続することを基本方針として考えています。この方針のもと、配当金については成長配当の観点から

配当性向30％を１つの指標に定め、１株当たりの配当額が年額50円以上となる収益力及び資本政策を維持し、株主様

のご期待に応えていきたいと考えています。内部留保金については、研究開発型企業として将来の成長分野への設備

投資と研究開発を行い、環境に左右されることのなく、着実に業績の進展をはかることのできるよう経営体質の強化

に努めます。当期末の配当については１株当たり46円といたします。

　また、次期配当につきましても、上記方針にそって中間配当を1株当たり47円、期末配当を1株当たり49円、合わせ

て96円（配当性向30.3%）とさせていただく予定です。

(5）事業等のリスク
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 　　　　以下において、当社の事業展開、事業の状況及び経理の状況に関してリスク要因となる可能性があると考えられ

る主な事項及び投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる主な事項を記載しています。

　なお、当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針で

すが、当社株式に関する投資判断は、本項の記載内容も併せて、慎重に検討した上で行われる必要があると考えて

います。また、以下の記載は、当社株式への投資に関連するリスクを全て網羅するものではありませんのでこの点

にご留意ください。なお、文中における将来に関する事項は、当決算短信提出日現在において当社が判断したもの

です。

①　電子機能材事業について　　

　A　事業環境に伴うリスク

   Ⅰ　金属メッキ加工部門

   　a．　電子部品の需要動向が業績に与えるリスク

 　　　　　　　当部門では、コネクタ、コンデンサ、接点部品など各種電子部品製造工程におけるメッキ加工工程部分の

みを受託加工しているため、売上高は顧客の生産状況に左右されます。生産安定化のため、特定の顧客や特

定の業種に依存しないよう受注構造の分散化に留意していますが、当部門の主な市場である電子部品業界は、

技術革新や価格競争など市場環境変化が激しく、競合他社の参入、顧客のメッキ加工内製化や需給関係の変

化により、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

   　ｂ． 生産拠点の海外移転に伴うリスク

 　　　　　　　当部門の市場である電子部品業界においては、生産拠点の国外移転が進み国内での価格競争が激しくなっ

ています。

 　　　　　　　したがって、顧客の海外移転の進捗状況や海外競合他社の競争力の向上などにより将来需要量の変化や価

格競争が激化することにより、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

   Ⅱ　フィルム・特殊機能材部門

   　a．　開発製品の立上げ時期に係るリスク

 　　　　　　　当部門ではスパッタ塗膜や電解メッキ、エッチング加工などの複合処理をベースとした新工法により、無

線ＩＣタグやフィルムコネクタなどに使用されるフィルム回路加工、液晶テレビや携帯電話に使用されるフ

レキシブルプリント回路基板などの基材となるＣＣＬ基材、特に２層ＣＣＬ基材を活用したファイン回路基

板などの開発、製造を行っております。主要顧客である電子部品メーカー等の工程と密接に関連するため製

品化実現の時期が顧客の事情により影響を受けます。また、技術変遷の早い分野であり、１つの製品が永続

的に優位性を確保することが難しい事業領域です。そのため、当社では常に当社の製造プロセスが共用でき

複数の違った用途に活用できる製品開発を推進しながら、危険分散を図っています。しかしながら、市場や

顧客の状況により製品化が遅れた場合は、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

   　　ｂ． 生産拠点の海外移転に伴うリスク

 　　　　　　　 50インチを越す大画面テレビ、クレジットカードやテレビの機能を持つ携帯電話など、電気機器の高機

能化が進んでいます。当社は、この様な市場の動きに対応した部品の軽薄短小化を目指した差別化技術を開

発することで、事業領域の拡大を目指しています。そのため、国内市場優先で取り組みをしており、海外市

場展開への取り組みは今後の課題としています。したがって、顧客の方針変更等により海外展開が進んだ場

合は、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

　B　新技術及び新製品に係るリスク

 　　　　 当社が事業を展開している電子部品、自動車用部品などの市場には多くの競合企業が存在し、厳しい新技術、

新製品の開発競争が続いています。また、新技術による新製品とその将来需要を予測することは容易でなく、当

社が開発した新技術、新製品が必ずしも市場に受け入れられるとは限りません。そのため、当社では直接の顧客

情報だけでなく、できる限りエンドユーザーや市場の状況も判断して開発に取り組んでいますが、市場の要求す

る技術革新に遅れをとった場合や需要予測に大きな見込み違いが生じた場合など、研究開発活動が成果に結びつ

かなかった場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

　C　製品の欠陥並びに不具合に係るリスク

 　　　　 当社は、国内外の品質管理規格、顧客である電子部品メーカーや自動車部品メーカーの品質管理基準及び当社

内の品質管理基準に従って製品を製造し、品質管理に努めています。しかし、製品に欠陥が発生した場合は、当

社への信頼が損なわれ補償の請求が行われるなどして当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。また、品質

管理基準の想定外の事象により製品に不具合が発生した場合にも、当社の相応の費用負担が生じ当社の業績に影

響を及ぼす可能性があります。

　D　事故災害によるリスク

 　　　　 当社の大阪事業所及び富山事業所は、強酸や強アルカリの薬品などを使用する化学処理工程を保有しています。

したがって、万が一事故災害が発生した場合には、操業が停止するのみならず悪性ガスの発生、水質汚染、土壌

汚濁、その他薬害の発生など２次災害の可能性があります。そのため、特に社内の防災教育訓練と予防対策の実
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施を徹底して行っており、また地震対策においても耐震構造は勿論のこと、緊急時に薬液が外部へ流出しないよ

う予備槽を設置したりするなど、２次災害の発生予防にも努めています。しかしながら、事故・災害・停電など

による影響を完全に防止・軽減できる保証はありません。予期せぬ事故・災害や長時間に及ぶ停電の発生などが

あった場合、当社及びその周辺に物的・人的被害を及ぼす可能性があり、生産活動及び営業活動の制限、その他

復旧コストの発生が考えられ、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

②　電気機能線材事業ついて　　

 　　　　当事業の主要製品である電線やケーブルに使用される電線用心線は、主に銅の荒引線（直径８ｍｍ～15ｍｍの銅

線）を伸線加工して製造されます。荒引線の原料である銅の価格は、国際的な取引市場での市況に左右されます。

当社では顧客からの受注に基づいて荒引線を仕入れるため、材料費及び売上高はその時点での銅の市場価格を反

映し、大きく変動する可能性があります。また、銅の市場価格の変動は仕掛品の資産評価にも反映されています。

したがって、銅の市場価格の変動が当社の予測を超えた場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

③　当社の事業全般について　　

　A　古河電気工業株式会社及びそのグループ会社との関係に係るリスク

   Ⅰ　古河電気工業株式会社を中心とした企業グループとグループ内における当社の位置付け

 　　　　 　古河電気工業株式会社は、当事業年度末現在において、当社議決権の55.2％を所有する当社の親会社です。

 　　　　 　古河電気工業株式会社を中心とする企業グループの中で、当社は「電装・エレクトロニクス」のセグメント

に属しています。当社と古河電気工業株式会社及びグループ会社とは、互いに事業領域の棲み分けを図ってお

り競合関係になることはありません。また、事業執行にあたっては自主独立した経営判断を行っており、今後

も同様の経営を継続していく方針です。しかしながら、古河電気工業株式会社は当社上場後も当社に対する会

社法上の多数株主としての権利を有することになります。従って、古河電気工業株式会社は当社の株主総会に

おける取締役の選任等を通じて当社の経営判断に影響を及ぼし得る立場を維持することになります。

   Ⅱ　古河電気工業株式会社との取引関係

属性
会社等の
名称

住所
資本金又は
出資金
（千円）

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合
（％）

関係内容

取引の内
容

取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社

古河電気

工業株式

会社

東京都

千代田区
69,373,383

電線、非鉄

金属製品及

びその他製

品の製造販

売

(被所有)

直接

55.2

３名

商品製

品の販

売及び

原材料

商品の

仕入

商品製品

の販売
3,232,624  売掛金 154,093

原材料商

品の仕入
16,734,888  買掛金 3,609,451

　（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれています。

２．当社製品の販売については、価格その他の取引条件は提出会社と関連を有しない当事者と同様の条件によっ

ています。

３．材料等の購入については、市場価格等を参考にして価格交渉の上一般取引条件と同様に決定しています。

４．古河電気工業株式会社の従業員３名が、当社の役員を兼任しています。

５．古河電気工業株式会社に対する銅線仕入の依存について

　　　親会社である古河電気工業株式会社とは、古河電気工業株式会社が当社に資本参加（平成６年２月）する

以前から取引が継続しており、電気機能線材事業部では金額ベースで仕入では第１位の取引先となっていま

す。当事業年度においては古河電気工業株式会社からの仕入が仕入金額全体の65.3％となっています。古河

電気工業株式会社とは資本参加の時期に関わらず一貫した取引関係にあり、今後についても良好な関係を維

持できる予定です。しかしながら、古河電気工業株式会社の事業展開方針や取引方針の変更があった場合、

当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

６．古河電気工業株式会社に対する売上について

　　　当事業年度の古河電気工業株式会社に対する売上高は、3,232,624千円です。売上高に占める割合は11.1％

となっていますが、主要な原材料である銅荒引き線を差し引いた付加価値では収益に対する影響は相対的に

低くなっています。当社は、販売先の拡大を行い特定顧客への依存を減らしていく対策を進めていますが、

対策の進捗が遅れて需要の変動や取引条件の変更などがあった場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があ

ります。

　B　有利子負債に係るリスク

 　　　　 当社では、これまで生産設備や工場施設などの設備投資や運転資金を主に銀行からの借入金や社債の発行によ

り調達してまいりました。平成20年３月末時点での有利子負債の合計額は3,953,712千円、総資産に占める有利子

負債の割合は32.8％となっています。したがって、金利動向等金融情勢の変化によっては当社の業績に影響を及
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ぼす可能性があります。

　C　組織人材リスク

 　　　　 当社の属する電子部品業界においては、技術改良・生産改善研究開発等を常に行っていく必要があり、そのた

めの優秀な人材の確保は事業展開上きわめて重要です。

　なかでも、取締役副社長である三浦茂紀は、重要な役割を果たしており、当社が保有している特許に関する開

発についても、大きく寄与しています。同氏は当社の競争力の源泉となっている反面、不測の事態があった場合

は技術開発及び設備開発等の業務が停滞する可能性があります。そのため、現在、新卒の定期採用にとどまらず、

中途・新卒を含めた採用の通年化により要員の確保と育成強化に継続的に取り組んでいます。しかしながら、人

材育成には時間を要すことから同氏が何らかの理由により継続して業務を行うことが困難となった場合や、市場

の早い変化に対して、当社の人材確保と育成強化が遅れた場合は、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

 D  法的規制に係るリスク

 　　　　 当社の主要事業である金属メッキ加工では、強酸や強アルカリなど環境負荷の大きな薬品を使用することから、

下水道法、水質汚濁防止法や毒物及び劇物取締法などの法令が適用されます。当社では、同事業を開始した昭和

40年より排水処理設備を自社で開発し、規制値よりも厳しい社内基準を設定しており、法令順守はもとより地域

社会に対してもＣＳＲ（企業の社会的責任）を意識した上で自主的な管理を推進しています。しかし、法令に違

反することで業務の一時停止命令が出された場合や、規制がより厳しくなりこれに対応するため多額の投資を余

儀なくされる場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

　E　知的財産権に係るリスク

 　　　　 これまでに当社では知的財産権に関して、他社の知的財産権を侵害したとして損害賠償や使用指し止め等の請

求を受けたことはありません。しかしながら、当社が他社の特許を侵害したとして損害賠償、使用禁止等の請求

や当該特許等に関する対価の支払い等が発生した場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

　F　減損損失に係るリスク

 　　　　 当社電子機能材事業のマーケットである電子部品業界は、環境変化の激しい業界であります。当社は、市場環

境に合わせて設備の開発及び改造を行い収益の確保に努めていますが、市場の急激な変化により収益力を低下さ

せるような状況が発生した場合には、当該資産について減損損失が発生する可能性があります。
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２．企業集団の状況
    電子機能材事業における事業系統図は、以下のとおりであります。 

 
販  売  先 

(古河電気工業株式会社及び同社関係会社) 

販 売 先 

（商   社） 

当   社 

仕 入 先 

販  売  先 

（電子部品メーカー） 

製品販売 製品販売 製品販売 
（材料・ 
部品支給） 

製品販売 

（材料・部品支給） 

原材料仕入れ 

（材料・ 
部品支給） 

（材料・ 
部品支給） 

 電気機能線材事業における事業系統図は、以下のとおりであります。 

 
販  売  先 

（古河電気工業株式会社及び同社関係会社） 

当    社 

仕 入 先 

（商   社） 

販  売  先 

（電 線 メ ー カ ー） 

仕  入  先 

（荒 引 線 メ ー カ ー） 

仕  入  先 

（古河電気工業株式会社） 

製品・商品販売 製品・商品販売 

（材料支給） 

原材料・ 
商品仕入れ 

原材料・ 
商品仕入れ 

（材料支給） 

原材料・ 
商品仕入れ 

（原材料・ 
 商品仕入れ） 
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　企業は社会の公器であるという企業の公共性を重視し、企業機能のあくなき追求のため、構成員全員が力量の向上

を目指す行動を通じて、それぞれが誇りある人生を実感しうる企業体を構築し、その体質を継続的に改善するという

経営理念の具現化を目指します。具体的には当社の特徴であるRtoR化の製造技術と何事にも誠実さと挑戦意欲を持っ

て前進する企業風土をいかしつつ、「お客様に感謝」を徹底し、技術革新をベースとした産業構造の中でニッチテク

ノロジーを磨きエリアNo.1事業を構築していくことで社会貢献度の向上を目指します。

(2）目標とする経営指標

 当社は経営指標として自己資本利益率（ROE）の向上を常に追求し、目標数値として17％以上を目指します。更に、

社内的な管理指標としては売上高から主要な材料費等を除いた加工売上高の伸長を重視した経営を目指しています。

(3）中長期的な会社の経営戦略

 現状の業績は過去の評価であるとの認識を持ち、「将来の収益事業＝社会貢献度＝企業・個人の誇り」を重視した経

営を目指します。すなわち、人財の育成強化により知的資本の充実を図り、安定収益事業拡大のため、常に中長期の

新規事業開発に取り組み、積極的な投資により、市場のニーズを先取りした動きを指向します。具体的には、情報通

信技術を利用した高度情報社会の進展や、地球環境を意識したエコビジネスの進展等に伴いエレクトロニクス産業は

一層の発展を遂げ、それと同時に、社会の基幹産業としてより重要な役割を果すものと当社では考えています。その

ことにより、高機能・高精度であることが省資源、省エネにも繋がる地球環境にも対応した材料や部品などの要求が

益々高くなるものと推測されます。このような状況の中で、当社は電子機能材事業の中でも特にフイルム・特殊機能

材部門を中心に、新技術の開発や新製品の投入を積極的に推進し、収益体制の強化を目指しています。金属メッキ加

工部門においては、鉛フリー化対策の代替品種として３元メッキを主力商品に育てていきます。電気機能線材事業で

は、設備更新並びに増強を適時に行うことで安定収益の継続に取り組んでいきます。

　全社的には、永続的な人財育成を通じての組織体制の充実、研究開発の推進、品質向上、製造コスト低減を追求し、

一方では財務体質の改善を図ることで総合的なバランスの取れた経営の実現に努め、既存事業につぐ第4の事業領域発

掘を目指します。

(4）会社の対処すべき課題

　今後の見通しについては、サブプライムローン問題に端を発する世界経済の景気後退懸念、原材料の高騰、円高、

地域紛争など先行き不透明な状況となっていますが、強い成長力を持つ国や地域もあり、一つの軸に収束するのでは

ない経済的な多様性も発揮されると考えています。

　当社に関連します電子部品業界では、技術革新をベースとした競争と成長が一層進展していくものと予測していま

す。一方の電線業界では、今後の予断は許さないものの主材料である銅の価格が高値圏で推移しており、徐々に価格

転嫁と需給調整が進むことで正常な取引に収束されていくものと予測しています。

　そのような中、当社では市場の課題を充分認識した上で、引き続き顧客重視の姿勢を鮮明にし、「顧客に感謝」を

目指した取り組みを継続していきます。

　中長期的には事業計画の実現を図り、成長性の確保を目指した活動を更に推進していきます。また、全社運動とし

て経営理念にも掲げております「企業の公共性」を重視した経営を目指し、企業文化の遺伝子化（ＤＮＡ化）を目指

した教育、訓練活動を永続させ、内部管理体制の充実を更に推進していきます。

 第61期（平成20年４月１日～平成21年３月31日）は特に次のことに取り組んでいきます。

①金属メッキ加工事業の拡大

　３元メッキをはじめとする鉛フリー化対策品及び当社の技術力への市場認知が高まりつつある中、営業・製造・品

質管理体制の一層の増強と技術サービスに努め、信頼される確固たるパートナーとして認知していただける安定顧客

の拡大と収益基盤の強化に努めます。 

②開発製品の拡大

　スルーホール付２層ＣＣＬなどの主力開発案件の着実な事業化への推進及び金属粗化製品の増産体制の拡充、更に

は次世代に繋がる開発案件の発掘等に向け、引き続き積極的な開発投資を推進していきます。

③伸線設備の増強、整備

　平角線設備の整備をはじめ、増産体制、コストダウン、品質向上対策など更なる効率ＵＰと顧客サービスを目指し

た取組みを強化していきます。 

④内部管理体制の整備、増強

　企業文化定着活動（ＤＮＡ化運動）として６Ｓ（躾、整理、整頓、清掃、清潔、作法）、５Ｇ（現場、現物、現実、

原理、原則）、３Ｈ（本音、本気、品格）運動を引き続き前進させます。さらには、コンプライアンス、ＣＳＲ等に

も一層認識を高め、取組みを強化していきます。

　また、会社法や金融商品取引法の内部統制整備及び改善については、引き続き全社を挙げて取り組んでいきます。
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４．財務諸表
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   288,433   284,296   

２．受取手形 ※３  2,513,756   2,215,144   

３．売掛金 ※２  4,309,767   4,386,807   

４．原材料   227,047   309,273   

５．仕掛品   163,015   403,985   

６．貯蔵品   16,900   19,060   

７．前払費用   15,103   18,256   

８．繰延税金資産   29,463   26,000   

９．その他   15,541   3,733   

流動資産合計   7,579,029 64.5  7,666,559 63.6 87,529

Ⅱ　固定資産         

(1）有形固定資産         

１．建物 ※１  685,197   1,030,956   

２．構築物   37,396   39,073   

３．機械及び装置   1,262,226   1,216,927   

４．車両運搬具   3,037   14,394   

５．工具、器具及び備品   54,071   83,913   

６．土地 ※１  1,678,923   1,678,923   

７．建設仮勘定   182,155   52,907   

有形固定資産合計   3,903,008 33.2  4,117,096 34.2 214,088

(2）無形固定資産         

１．特許権   10,114   8,332   

２．借地権   20,621   20,621   

３．ソフトウェア   23,601   23,650   

４．電話加入権   1,476   1,476   

５．公共施設負担金   13,423   12,326   

無形固定資産合計   69,236 0.6  66,406 0.5 △2,830

(3）投資その他の資産         

１．投資有価証券   46,577   28,929   

２．長期前払費用   3,963   4,169   

３．繰延税金資産   133,707   158,565   

４．保証金   8,784   8,464   

５．その他   5,452   5,021   

投資その他の資産合計   198,485 1.7  205,150 1.7 6,664

固定資産合計   4,170,730 35.5  4,388,653 36.4 217,923

資産合計   11,749,759 100.0  12,055,212 100.0 305,452

         

ＦＣＭ㈱（5758）平成 20 年３月期決算短信（非連結）

－ 10 －



  
前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．買掛金 ※２  4,111,153   4,315,087   

２．短期借入金 ※１  1,400,000   400,000   

３．一年内返済予定の長期
借入金

※１  244,996   230,016   

４．一年以内償還社債   350,000   150,000   

５．未払金 ※１  83,719   54,063   

６．未払費用   132,056   185,940   

７．未払法人税等   113,724   239,331   

８．預り金   31,528   18,495   

９．その他   99   －   

流動負債合計   6,467,276 55.1  5,592,934 46.4 △874,342

Ⅱ　固定負債         

１．社債   1,550,000   1,400,000   

２．長期借入金 ※１  770,016   1,725,000   

３．長期未払金 ※１  48,696   40,580   

４．退職給付引当金   150,415   179,093   

５．役員退職慰労引当金   126,256   128,376   

固定負債合計   2,645,383 22.5  3,473,049 28.8 827,665

負債合計   9,112,660 77.6  9,065,983 75.2 △46,676

         

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   687,749 5.9  687,749 5.7 －

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  826,871   826,871    

資本剰余金合計   826,871 7.0  826,871 6.9 －

３．利益剰余金         

(1）利益準備金  20,485   20,485    

(2）その他利益剰余金         

特別償却準備金  3,440   2,580    

別途積立金  431,728   431,728    

繰越利益剰余金  654,761   1,019,333    

利益剰余金合計   1,110,415 9.4  1,474,126 12.2 363,711

４．自己株式   － －  △270 △0.0 △270

株主資本合計   2,625,035 22.3  2,988,476 24.8 363,441

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  12,064 0.1  752 0.0 △11,311

評価・換算差額等合計   12,064 0.1  752 0.0 △11,311

純資産合計   2,637,099 22.4  2,989,229 24.8 352,129

負債純資産合計   11,749,759 100.0  12,055,212 100.0 305,452
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高         

１．商品売上高  2,650,171   2,992,676    

２．製品売上高  25,086,424 27,736,596 100.0 26,177,944 29,170,620 100.0 1,434,024

Ⅱ　売上原価         

１．商品売上原価  2,635,957   2,982,035    

２．製品売上原価 ※１ 23,372,068 26,008,026 93.8 24,163,220 27,145,255 93.1 1,137,229

売上総利益   1,728,570 6.2  2,025,364 6.9 296,794

Ⅲ　販売費及び一般管理費
※２,
３

 1,143,234 4.1  1,176,773 4.0 33,539

営業利益   585,335 2.1  848,590 2.9 263,254

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  110   218    

２．受取配当金  1,014   1,188    

３．スクラップ売却益  2,353   2,595    

４．雑収入  7,178 10,656 0.0 2,577 6,580 0.0 △4,076

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  20,185   29,288    

２．社債利息  19,000   22,260    

３．株式交付費  7,796   －    

４．上場関連費用  25,089   －    

５．売上割引  6,309   3,552    

６．雑損失  960 79,340 0.3 222 55,324 0.2 △24,016

経常利益   516,651 1.8  799,846 2.7 283,194

Ⅵ　特別利益         

１．固定資産売却益 ※４ 777   124    

２．前期損益修正益  2,078 2,856 0.0 － 124 0.0 △2,731

Ⅶ　特別損失         

１．固定資産除却損 ※５ 21,384 21,384 0.1 7,422 7,422 0.0 △13,962

税引前当期純利益   498,122 1.7  792,548 2.7 294,426

法人税、住民税及び事
業税

 183,456   321,689    

法人税等調整額  6,288 189,745 0.6 △13,854 307,834 1.0 118,088

当期純利益   308,377 1.1  484,714 1.7 176,337
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(3) 製造原価明細書

  
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　材料費  21,833,274 91.8 22,575,107 91.2 741,832

Ⅱ　労務費 ※２ 915,396 3.8 1,052,152 4.3 136,755

Ⅲ　経費 ※３ 1,039,401 4.4 1,112,793 4.5 73,392

当期総製造費用  23,788,073 100.0 24,740,054 100.0 951,980

期首仕掛品たな卸高  87,739  163,015  75,276

合計  23,875,812  24,903,069  
1,027,25

7

期末仕掛品たな卸高  163,015  403,985  240,969

他勘定へ振替 ※４ 340,728  335,864  △4,864

当期製品製造原価  23,372,068  24,163,220  791,152

       

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

　１．原価計算の方法

　原価計算の方法は、組別総合原価計算法でありま

す。

　１．原価計算の方法

同左

※２．退職給付費用 59,284千円 ※２．退職給付費用     65,623千円

※３．主な内訳は以下のとおりであります。 ※３．主な内訳は以下のとおりであります。

修繕費 97,946千円

電力料 202,085千円

賃借料 115,141千円

外注費 39,040千円

減価償却費 308,628千円

修繕費 105,006千円

電力料       207,082千円

賃借料     93,077千円

外注費    52,708千円

減価償却費       351,046千円

※４．主な内訳は以下のとおりであります。 ※４．主な内訳は以下のとおりであります。

研究開発費 329,369千円 研究開発費    324,747千円

ＦＣＭ㈱（5758）平成 20 年３月期決算短信（非連結）

－ 13 －



(4）株主資本等変動計算書

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合
計

資本準備金
資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益剰余金
 

利益剰余金
合計

特別償却準
備金

 別途積立
金

繰越利益剰
余金

平成18年３月31日　残高
（千円）

273,013 412,135 412,135 20,485 － 431,728 465,734 917,948 1,603,096

事業年度中の変動額          

新株の発行 414,736 414,736 414,736      829,472

特別償却準備金の繰入れ
（注）

    4,300  △4,300 － －

特別償却準備金の取崩し     △860  860 － －

剰余金の配当（注）       △61,468 △61,468 △61,468

剰余金の配当       △49,441 △49,441 △49,441

役員賞与（注）       △5,000 △5,000 △5,000

当期純利益       308,377 308,377 308,377

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
（千円）

414,736 414,736 414,736 － 3,440 － 189,026 192,466 1,021,938

平成19年３月31日　残高
（千円）

687,749 826,871 826,871 20,485 3,440 431,728 654,761 1,110,415 2,625,035

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額
等合計

平成18年３月31日　残高
（千円）

13,793 13,793 1,616,890

事業年度中の変動額    

新株の発行   829,472

特別償却準備金の繰入れ
（注）

  －

特別償却準備金の取崩し   －

剰余金の配当（注）   △61,468

剰余金の配当   △49,441

役員賞与（注）   △5,000

当期純利益   308,377

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△1,729 △1,729 △1,729

事業年度中の変動額合計
（千円）

△1,729 △1,729 1,020,209

平成19年３月31日　残高
（千円）

12,064 12,064 2,637,099

  （注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31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
計資本準備

金
資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
 

利益剰余金
合計

特別償却
準備金

別途積立
金

繰越利益剰
余金

平成19年３月31日　残高
（千円）

687,749 826,871 826,871 20,485 3,440 431,728 654,761 1,110,415 － 2,625,035

事業年度中の変動額           

特別償却準備金の取崩し     △860  860 －  －

剰余金の配当       △121,002 △121,002  △121,002

当期純利益       484,714 484,714  484,714

自己株式の取得         △270 △270

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
（千円）

－ － － － △860 － 364,571 363,711 △270 363,441

平成20年３月31日　残高
（千円）

687,749 826,871 826,871 20,485 2,580 431,728 1,019,333 1,474,126 △270 2,988,476

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額
等合計

平成19年３月31日　残高
（千円）

12,064 12,064 2,637,099

事業年度中の変動額    

特別償却準備金の取崩し   －

剰余金の配当   △121,002

当期純利益   484,714

自己株式の取得   △270

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△11,311 △11,311 △11,311

事業年度中の変動額合計
（千円）

△11,311 △11,311 352,129

平成20年３月31日　残高
（千円）

752 752 2,989,229
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(5）キャッシュ・フロー計算書

  
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

    

税引前当期純利益  498,122 792,548  

減価償却費  332,638 383,359  

役員退職慰労引当金の増
減額（減少　△）

 △17,794 2,119  

退職給付引当金の増加額  11,240 28,677  

受取利息及び受取配当金  △1,125 △1,407  

支払利息  39,185 51,549  

株式交付費  7,796 －  

固定資産売却益  △777 △124  

固定資産除却損  15,084 7,422  

売上債権の増減額（増加
　△）

 △1,618,072 221,572  

たな卸資産の増加額  △102,738 △324,985  

仕入債務の増加額  436,318 203,934  

役員賞与の支払額  △5,000 －  

その他  18,055 45,608  

小計  △387,066 1,410,275 1,797,341

利息及び配当金の受取額  1,028 1,407  

利息の支払額  △32,008 △57,239  

法人税等の支払額  △211,644 △197,328  

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 △629,691 1,157,114 1,786,805
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前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

    

投資有価証券の取得によ
る支出

 － △1,204  

有形固定資産の取得によ
る支出

 △541,144 △612,324  

有形固定資産の売却によ
る収入

 840 750  

無形固定資産の取得によ
る支出

 △4,416 △10,128  

その他投資の減少額  10,787 1,041  

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △533,933 △621,866 △87,933

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

    

短期借入金の純増減額  800,000 △1,000,000  

長期借入れによる収入  － 1,200,000  

長期借入金の返済による
支出

 △144,996 △259,996  

長期未払金の返済による
支出 

 △8,116 △8,116  

社債の償還による支出  △150,000 △350,000  

株式の発行による収入  821,675 －  

自己株式の取得による支
出

 － △270  

配当金の支払額  △110,910 △121,002  

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 1,207,653 △539,385 △1,747,039

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減
額（減少　△）

 44,029 △4,137 △48,166

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首
残高

 244,404 288,433 44,029

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末
残高

 288,433 284,296 △4,137
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重要な会計方針

項目

前事業年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

当事業年度

（自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

その他有価証券

(1）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）を採用しております。

その他有価証券

(1）時価のあるもの

同左

 (2）時価のないもの

　移動平均法による原価法を採用してお
ります。

(2）時価のないもの

同左

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1）原材料

　総平均法による原価法を採用しており
ます。

(1）原材料

　月次総平均法による原価法を採用して
おります。

 (2）製品・仕掛品

　総平均法による原価法を採用しており
ます。

(2）製品・仕掛品

　月次総平均法による原価法を採用して
おります。

 (3）貯蔵品

　最終仕入原価法を採用しております。

(3）貯蔵品

同左

 　　　　―――――――――――

 

 なお、収益性が低下したたな卸資産に

ついては、帳簿価額を切り下げておりま

す。

 

（会計方針の変更） 

 ①「棚卸資産の評価に関する会計基準」

（企業会計基準第９号、平成18年７月５

日）が平成20年３月31日以前に開始する

事業年度に係る財務諸表から適用できる

ことになったことに伴い、システム対応

などの受入準備が整ったため、当事業年

度より同会計基準を適用しております。

　これにより営業利益、経常利益及び税

引前当期純利益は、それぞれ1,367千円減

少しております。

 ② 従来、製品及び仕掛品の評価基準並

びに評価方法については半期別総平均法

に基づく原価法を採用しておりましたが、

当事業年度より月次総平均法に基づく原

価法に変更いたしました。この変更は上

記「棚卸資産の評価に関する会計基準」

の早期適用に伴い製品・仕掛品の評価方

法を見直した結果、月次総平均法による

原価法が主要原材料である銅材料の市場

価格の変動を売上原価並びにたな卸資産

の貸借対照表価額により適切に反映させ

ることが可能であり、財政状態及び経営

成績をより適正に表示するために行った

ものであります。この変更により、従来

と同一の方法によった場合と比較して、

仕掛品は11,984千円多く、営業利益、経

常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ

11,984千円多く計上されております。
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項目

前事業年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

当事業年度

（自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日）

３．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定額法を採用しております。
　なお、主な耐用年数は以下のとおりで
あります。

(1）有形固定資産

　定額法を採用しております。
　なお、主な耐用年数は以下のとおりで
あります。

 建物 ８～46年

機械及び装置 ２～12年

建物 ８～46年

機械及び装置 ２～12年

  

（会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い、当事業年度よ

り、平成19年４月１日以降に取得した有

形固定資産について、改正後の法人税法

に基づく減価償却の方法に変更しており

ます。

　これにより営業利益、経常利益及び税

引前当期純利益は、それぞれ3,398千円減

少しております。

 

 （追加情報）

　法人税法の改正に伴い、平成19年３月

31日以前に取得した資産については、改

正前の法人税法に基づく減価償却の方法

の適用により取得価額の５％に到達した

事業年度の翌事業年度より、取得価額の

５％相当額と備忘価額との差額を５年間

にわたり均等償却し、減価償却費に含め

て計上しております。

　これにより営業利益、経常利益及び税

引前当期純利益がそれぞれ12,578千円減

少しております。

 (2）無形固定資産

　定額法を採用しております。
　なお、自社利用のソフトウェアについ
ては、社内における見込利用可能期間
（５年）に基づいております。

(2）無形固定資産

同左

４．繰延資産の処理方法 (1）株式交付費

　株式交付費は、支出時に全額費用とし
て処理しております。

　　　　―――――――――――

５．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、
一般債権については貸倒実績率により、
貸倒懸念債権等特定の債権については個
別に回収可能性を勘案し、回収不能見込
額を計上しております。

(1）貸倒引当金

同左

 (2）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に基づき
計上しております。

(2）退職給付引当金

同左

 (3）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備えて、内
規に基づく期末要支給額を計上しており
ます。

(3）役員退職慰労引当金

同左

６．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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項目

前事業年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

当事業年度

（自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日）

７．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び
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取得日
から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期
投資からなっております。

同左

８．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

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
抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左
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会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月９

日）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」（企業会計基準適用指針第８号　平成17

年12月９日）を適用しております。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額は

2,637,099千円であります。

　なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部につ

いては、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸表

等規則により作成しております。

　　　　　――――――――――――――――

注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

※１　担保資産及び対応債務

(1）担保提供資産

※１　担保資産及び対応債務

(1）担保提供資産

建物 656,371千円

土地 1,668,349千円

計 2,324,721千円

建物     658,814千円

土地     440,212千円

計   1,099,027千円

短期借入金 400,000千円

一年内返済予定の長期借入金 219,996千円

長期借入金 770,016千円

未払金 8,116千円

長期未払金 48,696千円

計 1,446,824千円

短期借入金     400,000千円

一年内返済予定の長期借入金     230,016千円

長期借入金   1,325,000千円

未払金      8,116千円

長期未払金      40,580千円

計   2,003,712千円

※２　関係会社項目

　関係会社に対する資産及び負債には次のものがあ

ります。

※２　関係会社項目

　関係会社に対する資産及び負債には次のものがあ

ります。

売掛金 275,238千円

買掛金 3,448,966千円

売掛金 154,093千円

買掛金 3,609,451千円

※３　期末日満期手形

　期末日満期手形の会計処理については、手形交換

日をもって決済処理しております。なお、当期末日

が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手

形が期末残高に含まれております。

　受取手形　　　　　　　　　　　332,932千円

※３　　　――――――――――――――――
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※１　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

※１　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

材料仕入高 14,443,318千円

商品仕入高 1,613,688千円

技術派遣支援料 4,233千円

材料仕入高  15,779,574千円

商品仕入高 955,314千円

      

※２　販売費及び一般管理費

販売費及び一般管理費のうち主要な費用及び金額は

次のとおりであります。

※２　販売費及び一般管理費

販売費及び一般管理費のうち主要な費用及び金額は

次のとおりであります。

運賃 182,629千円

役員報酬 120,146千円

従業員給与 275,881千円

役員退職慰労引当金繰入額 9,816千円

退職給付費用 21,604千円

厚生費 52,578千円

顧問料 26,061千円

旅費交通費 34,177千円

賃借料 9,970千円

研究開発費 233,106千円

減価償却費 24,009千円

運賃 189,869千円

役員報酬 128,642千円

従業員給与 313,854千円

役員退職慰労引当金繰入額 15,269千円

退職給付費用 21,673千円

厚生費 48,347千円

顧問料 31,741千円

旅費交通費 33,690千円

賃借料 9,196千円

研究開発費 196,264千円

減価償却費 32,312千円

※３　研究開発費の総額

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

※３　研究開発費の総額

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

研究開発費の総額 332,411千円

研究開発受託品の売却収入 99,304千円

差引 233,106千円

研究開発費の総額     326,916千円

研究開発受託品の売却収入     130,652千円

差引     196,264千円

※４　固定資産売却益の内訳 ※４　固定資産売却益の内訳

機械及び装置 777千円 車両運搬具    124千円

※５　固定資産除却損の内訳 ※５　固定資産除却損の内訳

建物 9,790千円

解体撤去費用 6,300千円

機械及び装置 4,797千円

その他 496千円

機械及び装置      3,061千円

解体撤去費用      2,281千円

建物      1,153千円

その他    925千円
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式
数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

発行済株式     

普通株式　（注） 1,336,267 368,000 － 1,704,267

合計 1,336,267 368,000 － 1,704,267

自己株式     

普通株式 － － － －

合計 － － － －

 （注）　普通株式の発行済株式総数の増加368,000株は、公募増資による増加320,000株、オーバーアロットメントによる

売出しに関連した第三者割当増資による増加48,000株であります。

 

２．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
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月28日

定時株主総会
普通株式 61,468  46.00 平成18年３月31日 平成18年６月28日

平成18年11月14日

取締役会
普通株式 49,441  37.00 平成18年９月30日 平成18年12月19日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月27日

定時株主総会
普通株式 52,832  利益剰余金  31.00 平成19年３月31日 平成19年６月28日
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当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式
数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

発行済株式     

普通株式 1,704,267 － － 1,704,267

合計 1,704,267 － － 1,704,267

自己株式     

普通株式　（注） － 68 － 68

合計 － 68 － 68

 （注）　普通株式の自己株式の株式数の増加68株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

 

２．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
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月27日

定時株主総会
普通株式 52,832 31.00 平成19年３月31日 平成19年６月28日

平成19年10月29日

取締役会
普通株式 68,170 40.00 平成19年９月30日 平成19年12月５日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年６月17日

定時株主総会
普通株式 78,393  利益剰余金 46.00 平成20年３月31日 平成20年６月18日

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係

（平成19年３月31日現在） （平成20年３月31日現在）

現金及び預金勘定 288,433千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 －

現金及び現金同等物 288,433千円

現金及び預金勘定     284,296千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 －

現金及び現金同等物 284,296千円
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．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（借主側）

１．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（借主側）

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

 
取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

機械及び装置 154,450 114,760 39,689

工具、器具及
び備品

50,532 19,701 30,830

車両運搬具 2,669 1,334 1,334

ソフトウエア 6,590 4,063 2,526

合計 214,241 139,860 74,381

 
取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

機械及び装置 60,950 44,010 16,939

工具、器具及
び備品

65,932 31,318 34,614

車両運搬具 2,669 1,868 800

ソフトウエア 6,590 5,381 1,208

合計 136,141 82,579 53,562

(2）未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

(2）未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

１年内 36,979千円

１年超 38,783千円

合計 75,763千円

１年内      27,822千円

１年超      26,568千円

合計      54,390千円

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 63,159千円

減価償却費相当額 60,097千円

支払利息相当額 1,712千円

支払リース料      41,783千円

減価償却費相当額      39,818千円

支払利息相当額      1,150千円

(4）減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。

(5）利息相当額の算定方法

同左

２．オペレーティング・リース取引

　　未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

　　未経過リース料

１年内 2,446千円

１年超 3,426千円

合計 5,872千円

１年内      2,523千円

１年超      4,156千円

合計      6,679千円

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はありません。

（減損損失について）

同左
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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

 種類

前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

取得原価
（千円）

貸借対照表計
上額（千円）

差額
（千円）

取得原価
（千円）

貸借対照表計
上額（千円）

差額
（千円）

貸借対照表計上額

が取得原価を超え

るもの

(1）株式 20,388 33,650 13,262 11,898 17,067 5,168

(2）債券       

①　国債・地方債等 － － －    

②　社債 － － －    

③　その他 － － －    

(3）その他 6,082 12,927 6,844 6,082 6,127 44

小計 26,470 46,577 20,106 17,980 23,194 5,213

貸借対照表計上額

が取得原価を超え

ないもの

(1）株式 － － － 9,694 5,735 △3,959

(2）債券       

①　国債・地方債等 － － － － － －

②　社債 － － － － － －

③　その他 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 － － － 9,694 5,735 △3,959

合計 26,470 46,577 20,106 27,675 28,929 1,254

２．前事業年度及び当事業年度中に売却したその他の有価証券

　該当事項はありません。

（デリバティブ取引関係）

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　当社は、デリバティブ取引を利用しておりませんので、該当事項はありません。

当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

　当社は、デリバティブ取引を利用しておりませんので、該当事項はありません。
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（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社は、従業員の退職給付に関し、退職金規程に基づく退職一時金制度及び確定拠出年金制度を設けている

ほか、西日本電線厚生年金基金及び大阪鍍金工業厚生年金基金に加入しております。

　当該厚生年金基金制度は、複数の事業主が共同して一つの企業年金制度を設立する総合設立型の厚生年金基

金であり、退職給付会計実務指針第33項に基づく当事業年度末の年金資産残高は1,269,776千円（前事業年度末

は1,440,240千円）であります。

２．退職給付債務に関する事項

 （単位：千円）

 
前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20年３月31日）

(1）退職給付債務 150,415 179,093

(2）年金資産 － －

(3）退職給付引当金（1)－(2） 150,415 179,093

　（注）　退職給付債務の算定に当たり、「退職給付会計に関する実務指針（中間報告）（日本公認会計士協会　平成11

年９月14日）」の簡便法を採用し、退職一時金制度については期末自己都合要支給額を退職給付債務としており

ます。

３．退職給付費用に関する事項

 （単位：千円）

 
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

退職給付費用 80,888 87,297

(1）勤務費用 80,888 87,297

　（注）　勤務費用には、厚生年金基金に対する掛金拠出額を含めて記載しております。

４．退職給付債務等の計算基礎に関する事項

　簡便法を採用しているため基礎率等については記載しておりません。
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（税効果会計関係）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31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

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） (千円)

減価償却費損金算入限度超過額 37,283

退職給付引当金損金算入限度超過額 60,166

役員退職慰労引当金損金算入限度超

過額
50,502

投資有価証券評価損 1,603

研究開発費 5,681

未払事業税 10,233

その他 17,688

繰延税金資産小計 183,158

評価性引当金 △10,569

繰延税金資産合計 172,589

（繰延税金負債）  

特別償却準備金 △1,376

その他有価証券評価差額金 △8,042

繰延税金負債合計 △9,418

繰延税金資産の純額 163,170

（繰延税金資産） (千円)

減価償却費損金算入限度超過額 34,289

退職給付引当金損金算入限度超過額 71,637

役員退職慰労引当金損金算入限度超

過額
51,350

投資有価証券評価損 1,603

研究開発費 5,015

未払事業税 19,204

その他 18,362

繰延税金資産小計 201,463

評価性引当金 △10,569

繰延税金資産合計 190,893

（繰延税金負債）  

特別償却準備金 △1,032

その他有価証券評価差額金 △501

その他 △4,793

繰延税金負債合計 △6,327

繰延税金資産の純額 184,566

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等負担率と

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

　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異が法定実効税率の百分の五以下であるため

注記を省略しております。

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等負担率と

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

同左

（持分法損益等）

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　該当事項はありません。

当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

　該当事項はありません。
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（関連当事者との取引）

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

(1）親会社及び法人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又は
出資金
（千円）

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合
（％）

関係内容

取引の内
容

取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社

古河電気

工業株式

会社

東京都

千代田区
69,358,859

電線、非鉄

金属製品及

びその他製

品の製造販

売

(被所有)

直接

56.1

４名

商品製

品の販

売及び

原材料

商品の

仕入

商品製品

の販売
2,310,917  売掛金 275,238

原材料商

品の仕入
16,057,007  買掛金 3,448,966

　（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．当社製品の販売については、価格その他の取引条件は提出会社と関連を有しない当事者と同様の条件によっ

ております。

３．材料等の購入については、市場価格等を参考にして価格交渉の上一般取引条件と同様に決定しております。

４．古河電気工業株式会社の従業員４名が、当社の役員を兼任しております。

当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

(1）親会社及び法人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又は
出資金
（千円）

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合
（％）

関係内容

取引の内
容

取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社

古河電気

工業株式

会社

東京都

千代田区
69,373,383

電線、非鉄

金属製品及

びその他製

品の製造販

売

(被所有)

直接

55.2

３名

商品製

品の販

売及び

原材料

商品の

仕入

商品製品

の販売
3,232,624  売掛金 154,093

原材料商

品の仕入
16,734,888  買掛金 3,609,451

　（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．当社製品の販売については、価格その他の取引条件は提出会社と関連を有しない当事者と同様の条件によっ

ております。

３．材料等の購入については、市場価格等を参考にして価格交渉の上一般取引条件と同様に決定しております。

４．古河電気工業株式会社の従業員３名が、当社の役員を兼任しております。
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 1,547.35円

１株当たり当期純利益金額 225.78円

１株当たり純資産額       1,754.04円

１株当たり当期純利益金額      284.42円

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

　（注）　１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当期純利益（千円） 308,377 484,714

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 308,377 484,714

期中平均株式数（株） 1,365,856 1,704,250

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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５．その他
代表取締役の異動

１． 異動の内容

（１） 退任代表取締役

　　　　小原　登　（現　代表取締役社長）

（２） 新任代表取締役

　　　　市居　律雄　（現　取締役副社長経営企画室長）

２． 異動の理由

　代表取締役社長 小原 登は、平成６年に代表取締役就任時を第二の創業と位置づけ「企業は社会の公器である」

を基本思想とした経営理念を制定し、企業文化の醸成と共に、その具現化のひとつとして株式上場可能な体質・体

制作りを目指して経営改革を実施してまいりました。

　株式上場一年を経過するに当たり、経営体制の更なる強化と永続的な発展を期するため、副社長の市居 律雄と交

代することが最良の選択であると判断したからであります。

　なお、現代表取締役社長 小原 登は取締役相談役に就任予定であります。

３． 新任代表取締役の氏名及び略歴

　新役職名　代表取締役社長

　氏名　市居　律雄

　生年月日　昭和26年10月31日

　出身地　大阪府

　最終学歴　関西学院大学経済学部卒業

　略歴　昭和49年４月　古河電気工業㈱入社

　　　　平成17年１月　古河電気工業㈱執行役員

　　　　　　　　　　　関西支社長兼中国支社長兼アジア地区販売統括

　　　　平成19年６月　当社　取締役副社長経営企画室長（現任）

　４． 就任予定日

　　平成20年６月17日
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