
平成20年３月期　決算短信 平成20年４月25日

上場会社名 倉敷機械株式会社 上場取引所 東証二部・大証二部

コード番号 6211 ＵＲＬ　http://www.kuraki.co.jp/

代表者　　　　　（役職名）取締役社長 （氏名）藤川　明夫

問合せ先責任者　（役職名）総務部長 （氏名）田中　時雄 ＴＥＬ　（0258）35－3040

定時株主総会開催予定日 平成20年６月13日 配当支払開始予定日 平成20年６月16日

有価証券報告書提出予定日 平成20年６月13日

（百万円未満切捨て）

１．20年３月期の連結業績（平成19年３月21日～平成20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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期 7,392 6.7 1,352 △3.1 1,219 △5.9 692 △22.2

19年３月期 6,926 △0.4 1,394 4.3 1,295 2.6 889 20.8

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 43 44 －  18.5 12.0 18.3

19年３月期 55 78 －  29.6 14.3 20.1

（参考）持分法投資損益 20年３月期 －百万円 19年３月期 －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

百万円 百万円 ％ 円 銭

20年３月期 10,945 4,024 36.8 252 58

19年３月期 9,324 3,451 37.0 216 45

（参考）自己資本 20年３月期 4,024百万円 19年３月期 3,451百万円

(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

百万円 百万円 百万円 百万円

20年３月期 778 △703 652 1,870

19年３月期 615 △315 △391 1,150

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
（連結）

純資産
配当率
（連結）（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 0 00 5 00 5 00 79 9.0 2.7
20年３月期 0 00 5 00 5 00 79 11.5 2.1
21年３月期
（予想） 0 00 5 00 5 00 － 15.6 －

３．21年３月期の連結業績予想（平成20年３月21日～平成21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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 3,750 △5.3 460 △45.0 430 △45.2 250 △46.0 15 69

通　期 8,100 9.6 1,000 △26.0 900 △26.2 510 △26.3 32 01
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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16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） 20年３月期 16,000,000株 19年３月期 16,000,000株

②　期末自己株式数 20年３月期 65,249株 19年３月期 54,269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、26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

１．20年３月期の個別業績（平成19年３月21日～平成20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 ％

20年３月期 6,880 2.3 1,120 △15.5 1,010 △18.1 567 △33.4

19年３月期 6,726 △0.8 1,326 1.5 1,233 0.2 852 21.7

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

20年３月期 35 63 ―  

19年３月期 53 46 ―  

(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

20年３月期 10,682 3,792 35.5 238 02

19年３月期 9,140 3,310 36.2 207 64

（参考）自己資本 20年３月期 3,792百万円 19年３月期 3,310百万円

２．21年３月期の個別業績予想（平成20年３月21日～平成21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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 3,700 4.4 450 △32.9 420 △32.8 240 △34.7 15 06

通　期 7,900 14.8 930 △17.0 860 △14.9 490 △13.7 30 75

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々

な要因によって予想値と異なる場合があります。

なお、上記業績予想に関する事項は、３ページをご覧ください。
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１．経営成績
（1）経営成績に関する分析

当連結会計年度におけるわが国経済は、期後半にかけてのサブプライムローン問題に端を発した世界的な金融不

安などにより景気の先行きに不透明感が増すものの、総じて景気は底堅く、設備投資も好調に推移いたしまし

た。

　工作機械業界におきましては、内需は鈍化傾向が見られるものの一般機械、建設機械や造船を中心とした重厚長

大産業向けが好調に推移いたしました。外需は北米向け、中国を含めたアジア向けの好調に欧州向けの回復が加わ

り、順調に推移いたしました。

　このような情勢の中、当社グループは一般機械事業における主力の横中ぐりフライス盤が当社及び米国のクラキ

アメリカコーポレーションとも好調に推移し、売上高は７３億９千２百万円（前連結会計年度比６.７％増）とな

りました。

　また、当連結会計年度におきまして、大型部品加工への対応及び生産の効率化のための生産設備の増設・更新、

増産対応のための組立工場建設など１１億５千万円の設備投資を実施いたしました。これに加え減価償却方法を定

額法から定率法へ変更したことにより、減価償却費が前連結会計年度に比べ、１億４千５百万円増加したことなど

により、経常利益は１２億１千９百万円（同５．９％減）となりました。

　なお、特別損失に確定拠出年金移行時差異４千４百万円を計上し、また税金費用の増加もあり、当期純利益は６

億９千２百万円（同２２．２％減）と前連結会計年度に比べ１億９千７百万円の減益となりました。

 

事業のセグメントの業績は、次のとおりであります。

[一般機械事業]

　横中ぐりフライス盤が、国内では一般機械、建設機械、造船向けに高水準の売上を維持し、また、米国のクラキ

アメリカコーポレーションがエネルギー関連向けを中心に好調に推移したことにより、売上高は７０億２百万円

(前連結会計年度比７．２％増）となりました。営業利益は費用の増加により１３億７千１百万円（同７．３％減）

となりました。 

[情報機器事業]

　ＣＡＤ／ＣＡＭの売上高は、ほぼ前連結会計年度並みの３億８千９百万円(同１．６％減）となりましたが、営

業利益は費用の増加により９千万円（同１５．２％減）となりました。

 

所在地別のセグメントの業績は、次のとおりです。

[日本]

　国内は、主力の横中ぐりフライス盤が好調であったため、売上高は５８億２千１百万円(前連結会計年度比１．

２％増）と前連結会計年度に比べ６千７百万円の増収となりました。営業利益は費用の増加により１３億３千６百

万円と前連結会計年度に比べ１億７千５百万円（同１１．６％減）の減益となりました。

[米国]

　米国は、エネルギー関連を中心に好調に推移し、売上高は１５億７千万円（同３３．９％増）となり、営業利益

は１億２千６百万円と前連結会計年度に比べ５千１百万円（同６８．９％増）の増益となりました。

 

次期の見通しにつきましては、世界的な金融不安や米国経済の減速、エネルギー・原材料価格高及び急激な円高

など景気の先行きについて不透明な要素が残るものの、堅調な輸出に支えられ、穏やかな景気回復が続くと期待さ

れております。

　工作機械業界におきましては、内需においては、世界的な金融の混乱による将来見通しの不安から投資マインド

の減退が懸念されますが、外需においては、エネルギー関連を軸に中国を中心したアジア及び欧州が引き続き好調

を持続するものと見込まれます。

　次期の連結業績見通しにつきましては、約１年分の受注残高を抱えていること、さらに昨年10月に完工しました

組立工場が本格稼動することから、売上高は９.６％増収の８１億円を見込んでおります。為替レートは１米ドル

１００円を前提としております。利益面では、原材料費の高騰、減価償却費の増加等による費用増などにより営業

利益１０億円、経常利益９億円、当期純利益５億１千万円と減益になる見込みであります。

　なお、平成20年４月23日より、九州地区の業務拡充とサ－ビスの向上を図るため、福岡県北九州市に北九州出張

所を開設いたしました。

　また、欧州での販売基盤を強化するため、今年度下期開設を目標に、平成14年に閉鎖いたしましたドイツ駐在員

事務所再開に向け準備を進めております。

　上記予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予想であり、実際の業績は今後様々な要因によっ

て、大きく異なる場合があることをご承知おきください。　
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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

  当連結会計年度末の資産につきましては、前連結会計年度末に比べ現金及び預金が７億１千９百万円増加、有形

固定資産が８億９千２百万円増加したことなどにより、１６億２千１百万円増加いたしました。

  負債につきましては、前連結会計年度末に比べ、設備支払手形が６億１千６百万円増加（前連結会計年度末の設

備支払手形は「支払手形及び買掛金」に２千万円含む）、短期及び長期借入金が合計で７億３千３百万円増加した

ことなどにより１０億４千７百万円の増加となりました。

  純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ、為替換算調整勘定が減少したものの、利益剰余金が増加した

ため、５億７千３百万円の増加となりました。自己資本比率は、負債の増加により３６．８％と、０．２ポイント

減となっております。
 

②キャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」）は、営業活動による収入及び設備投

資資金調達のための長期借入による収入の増加等により、当連結会計年度末の資金残高は前連結会計年度末に比べ、

７億１千９百万円増加し、１８億７千万円となりました。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動により得られた資金は７億７千８百万円（前連結会計年度比１億６千２百万円増）となりました。これ

は主に税金等調整前当期純利益の計上によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動により支出した資金は７億３百万円（同３億８千８百万円増）となりました。これは主に有形・無形固

定資産を取得したことによるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動により得られた資金は、６億５千２百万円（前連結会計年度は３億９千１百万円の支出）となりました。

これは主に設備投資資金調達のための長期借入による収入が増加したためです。

②キャッシュ・フロー関連指標の推移

 平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期

 自己資本比率（％） 23.5 29.3 37.0 36.8

 時価ベースの

 自己資本比率（％）
64.1 91.5 53.4 29.4

 キャッシュ・フロー対有利

 子負債比率(年）
3.1 2.9 3.4 3.7

 インタレスト・

 カバレッジ・レシオ（倍）
10.9 13.2 12.4 17.3

（注）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

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：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算出しております。

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)により算出しております。

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すべての負

債を対象としております。利払いは、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。
 
(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

当社グループは株主の皆様に対する利益還元を経営上の重要課題と認識し、将来の事業展開に備えた経営基盤の

強化を図りつつ、業績の向上に努めることを基本方針としております。

　配当決定に際しましては、「中長期的経営戦略」のもと、収益状況、企業体質、配当性向等を総合的に勘案し、

決定していく方針であります。

　また、内部留保資金につきましては、生産・販売体制の整備及び強化等への投資に備えると共に、財務体質の改

善に努める所存であります。

　なお、当期の配当金につきましては、株主の皆様の御支援にお応えするため、１株当たり５円とする議案を本年

６月13日開催の定時株主総会に付議する予定であります。

　次期の配当につきましても、当期と同じく１株当たり期末配当金５円を予定しております。 
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２．企業集団の状況
最近の有価証券報告書（平成19年６月15日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状況」か

ら重要な変更がないため開示を省略しております。

 

３．経営方針
 (1)会社の経営の基本方針、(2)目標とする経営指標、(3)中長期的な会社の経営戦略

  平成19年３月期決算短信(平成19年４月25日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略

しております。

 当該決算短信は、次のURLからご覧いただくことができます。

 （当社ホームページ）

 　　 http://www.kuraki.co.jp/

     （東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）

 　　 http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html

 

 (4)会社の対処すべき課題

  わが国の経済情勢につきましては、サブプライムローン問題に端を発した世界的な金融不安や米国経済の減速、エ

ネルギー・原材料価格高及び急激な円高など景気の先行きについて不透明感が増しており、経営を取り巻く環境は予

断を許さない状況にあります。

  このような情勢の中、当社グループは一般機械事業、情報機器事業において、それぞれ幅広いお客様のニーズに対

応した高い機能・性能を有する製品と信頼性のある技術を提供するとともに、海外子会社のクラキアメリカコーポ

レーションと上海倉機商貿有限公司との連携を強化し、業容の拡大、収益力の向上並びに財務体質の改善に努めてま

いります。
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

前連結会計年度
（平成19年３月20日）

当連結会計年度
（平成20年３月20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 1,150,931 1,870,447 719,516

２．受取手形及び売掛金 ※６ 2,129,406 2,129,397 △9

３．棚卸資産 1,617,688 1,600,970 △16,718

４．繰延税金資産 179,766 151,342 △28,424

５．その他 17,135 39,137 22,002

６．貸倒引当金 △4,123 △3,084 1,039

流動資産合計 5,090,804 54.6 5,788,212 52.9 697,408

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※1,2

(1) 建物及び構築物 997,967 1,460,877 462,910

(2) 機械装置及び運搬具 315,072 796,226 481,154

(3) 土地 ※３ 2,471,014 2,471,014 －

(4) その他 171,593 119,532 △52,061

有形固定資産合計 3,955,647 4,847,650 892,003

２．無形固定資産 15,334 15,202 △132

３．投資その他の資産 ※４   

(1) 繰延税金資産 179,684 206,891 27,207

(2) その他 82,799 87,360 4,561

投資その他の資産合計 262,484 294,252 31,768

固定資産合計 4,233,466 45.4 5,157,105 47.1 923,639

資産合計 9,324,271 100.0 10,945,318 100.0 1,621,047

－ 6 －
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前連結会計年度
（平成19年３月20日）

当連結会計年度
（平成20年３月20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．支払手形及び買掛金 1,356,554 1,235,005 △121,549

２．設備支払手形 － 637,671 637,671

３．短期借入金 1,057,480 1,173,620 116,140

４．未払法人税等 295,631 219,186 △76,445

５．前受金 438,224 452,110 13,886

６．賞与引当金 128,443 115,777 △12,666

７．製品保証引当金 42,580 41,311 △1,269

８．その他 514,991 361,304 △153,687

流動負債合計 3,833,905 41.1 4,235,986 38.7 402,081

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 1,060,560 1,677,876 617,316

２．再評価に係る繰延税金
負債

※３ 597,897 597,897 －

３．退職給付引当金 380,485 408,708 28,223

固定負債合計 2,038,942 21.9 2,684,481 24.5 645,539

負債合計 5,872,848 63.0 6,920,468 63.2 1,047,620

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   954,000 10.2  954,000 8.7 －

２．利益剰余金   1,631,033 17.5  2,243,706 20.5 612,673

３．自己株式   △10,526 △0.1  △13,795 △0.1 △3,269

　　株主資本合計   2,574,506 27.6  3,183,911 29.1 609,405

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  6,902 0.1  3,766 0.0 △3,136

２．土地再評価差額金 ※３  874,755 9.4  874,755 8.0 －

３．為替換算調整勘定   △4,742 △0.1  △37,583 △0.3 △32,841

　　評価・換算差額等合計   876,916 9.4  840,938 7.7 △35,978

純資産合計   3,451,423 37.0  4,024,849 36.8 573,426

負債純資産合計   9,324,271 100.0  10,945,318 100.0 1,621,047
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(2）連結損益計算書

前連結会計年度
（自　平成18年３月21日
至　平成19年３月20日）

当連結会計年度
（自　平成19年３月21日
至　平成20年３月20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 6,926,532 100.0 7,392,031 100.0 465,499

Ⅱ　売上原価 4,504,182 65.0 4,961,379 67.1 457,197

売上総利益 2,422,350 35.0 2,430,652 32.9 8,302

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,2 1,027,664 14.9 1,078,532 14.6 50,868

営業利益 1,394,685 20.1 1,352,119 18.3 △42,566

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息及び配当金 1,212 3,314

２．為替差益 5,490 －

３．高効率空調機導入支援
事業補助金

－ 2,327

４．受取保険金 2,024 －

５．その他 7,116 15,843 0.2 9,360 15,002 0.2 △841

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 51,661 47,215

２．為替差損 － 30,617

３．退職給付会計基準変更
時差異償却額

45,923 45,923

４．その他 17,426 115,011 1.6 24,323 148,079 2.0 33,068

経常利益 1,295,518 18.7 1,219,042 16.5 △76,476

Ⅵ　特別利益

１．災害損失引当金戻入額 7,427 7,427 0.1 － － － △7,427

Ⅶ　特別損失

　１．確定拠出年金移行時　
　差異

－ 44,984  

２．固定資産撤去損  54,379 54,379 0.8 － 44,984 0.6 △9,395

税金等調整前当期純利
益

1,248,566 18.0 1,174,057 15.9 △74,509

法人税、住民税及び事
業税

499,358 478,295

法人税等追徴額 79,464 －

法人税等調整額 △219,906 358,915 5.2 3,360 481,655 6.5 122,740

当期純利益 889,650 12.8 692,401 9.4 △197,249

－ 8 －
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(3）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（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  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（千円） 954,000 798,708 △7,595 1,745,113

連結会計年度中の変動額

当期純利益  889,650  889,650

自己株式の取得   △2,931 △2,931

評価差額取崩しによる利益剰余金
減少額 

 △57,325  △57,325

株主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(千円） － 832,324 △2,931 829,393

平成19年３月20日　残高（千円） 954,000 1,631,033 △10,526 2,574,506

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

土地再評価差額金 為替換算調整勘定
評価・換算
差額等合計

平成18年３月20日　残高（千円） 8,164 817,430 △8,542 817,052 2,562,165

連結会計年度中の変動額

当期純利益     889,650

自己株式の取得     △2,931

評価差額取崩しによる利益剰余金
減少額 

 57,325  57,325 －

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額） △1,261 － 3,799 2,538 2,538

連結会計年度中の変動額合計(千円） △1,261 57,325 3,799 59,863 889,257

平成19年３月20日　残高（千円） 6,902 874,755 △4,742 876,916 3,451,423
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当連結会計年度（自　平成19年３月21日　至　平成20年３月20日）

株主資本

資本金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月20日　残高（千円） 954,000 1,631,033 △10,526 2,574,506

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当  △79,728  △79,728

当期純利益  692,401  692,401

自己株式の取得   △3,268 △3,268

株主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(千円） － 612,673 △3,268 609,404

平成20年３月20日　残高（千円） 954,000 2,243,706 △13,795 3,183,911

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

土地再評価差額金 為替換算調整勘定
評価・換算
差額等合計

平成19年３月20日　残高（千円） 6,902 874,755 △4,742 876,916 3,451,423

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当 △79,728

当期純利益     692,401

自己株式の取得     △3,268

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額） △3,136 － △32,841 △35,977 △35,977

連結会計年度中の変動額合計(千円） △3,136 － △32,841 △35,977 573,426

平成20年３月20日　残高（千円） 3,766 874,755 △37,583 840,938 4,024,849

－ 10 －
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

前連結会計年度
（自　平成18年３月21日
至　平成19年３月20日）

当連結会計年度
（自　平成19年３月21日
至　平成20年３月20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

税金等調整前当期純利益 1,248,566 1,174,057 △74,509

減価償却費 105,159 251,041 145,882

退職給付引当金の増減額（△
＝減）

29,158 28,222 △936

貸倒引当金の増減額　　　　
（△＝減）

924 △1,039 △1,963

災害損失引当金の増減額（△
＝減）

△13,337 － 13,337

受取利息及び受取配当金 △1,212 △3,314 △2,102

支払利息 51,661 47,215 △4,446

有形固定資産売却損益 （△
＝益）

△171 △15 156

有形固定資産廃棄損 50,177 7,944 △42,233

売上債権の増減額
（△＝増）

107,973 △32,261 △140,234

棚卸資産の増減額
（△＝増）

△273,276 11,307 284,583

仕入債務の増減額
（△＝減）

△96,100 △91,296 4,804

その他（純額） 217,625 △19,901 △237,526

小計 1,427,147 1,371,959 △55,188

利息及び配当金の受取額 1,212 3,314 2,102

利息の支払額 △49,662 △45,113 4,549

法人税等の支払額 △762,713 △551,221 211,492

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

615,984 778,938 162,954

－ 11 －
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前連結会計年度
（自　平成18年３月21日
至　平成19年３月20日）

当連結会計年度
（自　平成19年３月21日
至　平成20年３月20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

定期預金の預入れによる支出 △9 － 9

定期預金の払戻による収入 30,404 － △30,404

有形・無形固定資産の取得に
よる支出

△346,018 △709,506 △363,488

有形固定資産の売却による収
入

199 6,712 6,513

その他（純額） － △1,100 △1,100

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

△315,423 △703,894 △388,471

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　　
（△＝減）

△100,000 － 100,000

長期借入れによる収入 400,000 1,050,000 650,000

長期借入金の返済による支出 △688,880 △316,544 372,336

自己株式の取得による支出 △2,931 △3,268 △337

配当金の支払額 － △77,875 △77,875

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

△391,811 652,311 1,044,122

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算
差額

1,144 △7,840 △8,984

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額
（△＝減）

△90,106 719,516 809,622

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 1,241,037 1,150,931 △90,106

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ※1 1,150,931 1,870,447 719,516
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(5）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　平成18年３月21日
至　平成19年３月20日）

当連結会計年度
（自　平成19年３月21日
至　平成20年３月20日）

１．連結の範囲に関す

る事項

連結子会社　１社

　クラキアメリカコーポレーション

非連結子会社 １社

　上海倉機商貿有限公司

(連結の範囲から除いた理由）

 上記の非連結子会社は、小規模であり、総資

産、売上高、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）等は、いずれ

も連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていない

ためであります。

同左

２．持分法の適用に関

する事項

持分法適用の非連結子会社及び関連会社はあり

ません。

また、持分法を適用していない非連結子会社

（上海倉機商貿有限公司）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）等からみて、連結財務諸表に重要な影響を

及ぼしていないため、持分法の適用から除外し

ております。

同左

３．連結子会社の事業

年度等に関する事

項

連結子会社の決算日は２月末日であり、同日で

終了する事業年度の財務諸表を基礎として連結

財務諸表を作成しております。

なお、同社の決算日後連結決算日までの間に発

生し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

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

ａ．有価証券

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）

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

ａ．有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　　　同左

時価のないもの

移動平均法に基づく原価法

時価のないもの

同左

ｂ．デリバティブ

時価法

ｂ．デリバティブ

同左

ｃ．棚卸資産

原材料……移動平均法に基づく原価法

製品・仕掛品……個別法に基づく原価法

ｃ．棚卸資産

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年３月21日
至　平成19年３月20日）

当連結会計年度
（自　平成19年３月21日
至　平成20年３月20日）

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

ａ．有形固定資産

定額法

 

 

 

　なお、主な耐用年数は、以下のとおりで

あります。

建物及び構築物　　　７～38年

機械装置及び運搬具　　　10年

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

ａ．有形固定資産

定率法（ただし、建物(建物附属設備を

除く）は定額法）

海外連結子会社は定額法によっており

ます。

　なお、主な耐用年数は、以下のとおり

であります。

建物及び構築物　　　７～38年

機械装置及び運搬具　４～10年

ｂ．無形固定資産

定額法

　なお、自社利用のソフトウェアは社内に

おける利用可能期間（５年）に基づく定

額法、販売目的のものは３年間の見込販

売数量に基づく償却額（残存有効期間均

等配分額以上）を計上する方法によって

おります。

ｂ．無形固定資産

同左

(3）重要な引当金の計上基準

ａ．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

別に回収可能性を検討し、回収不能見込

額を計上しております。

(3）重要な引当金の計上基準

ａ．貸倒引当金

同左

ｂ．賞与引当金

　従業員賞与の支給に充てるため、支給見

込額に基づき、当連結会計年度負担額を

計上しております。

ｂ．賞与引当金

同左

ｃ．製品保証引当金

　製品納入後の保証期間におけるアフター

サービス費等に備えるため、過年度の実

績を勘案した発生見積額を計上しており

ます。

ｃ．製品保証引当金

同左

d．退職給付引当金

　従業員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459,237千円

については、10年による按分額を費用処

理しております。

d．退職給付引当金

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年３月21日
至　平成19年３月20日）

当連結会計年度
（自　平成19年３月21日
至　平成20年３月20日）

 

 

 

 (追加情報）

当社は確定拠出年金法の施行に伴い、平成20

年３月１日付けで適格退職年金制度の全額に

ついて確定拠出年金制度に移行しました。当

該会計処理については、「退職給付制度間の

移行等に関する会計処理」（企業会計基準適

用指針第１号）を適用しております。 

本移行に伴い、特別損失（確定拠出年金移行

時差異）として44,984千円計上し、税金等調

整前当期純利益が同額減少しております。

 

(4）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。

(4）重要なリース取引の処理方法

同左

(5）重要なヘッジ会計の方法

ａ．ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっております。

　なお、為替予約については振当処理の要

件を満たしている場合は振当処理を、金

利スワップについては特例処理の要件を

満たしている場合は特例処理を採用して

おります。

(5）重要なヘッジ会計の方法

ａ．ヘッジ会計の方法

同左

ｂ．ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

　　為替予約

　　金利スワップ

ヘッジ対象

　　外貨建金銭債権・債務

　　借入金

ｂ．ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

ｃ．ヘッジ方針

　社内管理規程に基づき、為替相場や金利

の市場変動によるリスクを回避するため

にデリバティブ取引を利用しており、投

機的なものはありません。

ｃ．ヘッジ方針

同左

ｄ．ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ手段及びヘッジ対象に関する重要

な条件が同一であり、かつ、ヘッジ開始

時及びその後も継続して相場変動又は

キャッシュ・フロー変動を完全に相殺す

るものと想定することができるため、

ヘッジ有効性の判定は省略しております。

ｄ．ヘッジ有効性評価の方法

同左

(6）その他連結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

抜き方式によっております。

(6）その他連結財務諸表作成のための重要な

事項

消費税等の会計処理

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年３月21日
至　平成19年３月20日）

当連結会計年度
（自　平成19年３月21日
至　平成20年３月20日）

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については、

全面時価評価法を採用しております。

同左

６．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、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ヵ月以内

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

(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

前連結会計年度
（自　平成18年３月21日
至　平成19年３月20日）

当連結会計年度
（自　平成19年３月21日
至　平成20年３月20日）

（固定資産の減損に係る会計基準） ――――

当連結会計年度より、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

準適用指針第６号　平成15年10月31日）を適用しており

ます。

該当する固定資産がないため、損益に与える影響はあり

ません。

 

（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。

従来の「資本の部」の合計に相当する金額は3,451,423

千円であります。

なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度

における連結貸借対照表の純資産の部については、改正

後の連結財務諸表規則により作成しております。

 （重要な減価償却資産の減価償却方法）

建物(建物附属設備を除く）を除く有形固定資産の減価償

却方法については、従来は旧定額法を採用しておりまし

たが、当連結会計年度より平成19年３月31日までの取得

分については旧定率法を、平成19年４月１日以降の取得

分については、新定率法によっております。

この変更は、当社グループの主力製品である工作機械の

需要増により生産高の増加が顕著となり稼働率が高まっ

ていることから、費用の期間配分の適正化を図ること及

び法人税法等の改正（(所得税法等の一部を改正する法律

　平成19年３月30日　法律第6号）及び（法人税法施行令

の一部を改正する法令　平成19年３月30日　政令第83号))

に伴うものであります。

この変更により、従来の方法によった場合に比べ、平成

19年３月31日までの取得分の減価償却費は20,899千円増

加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益

はそれぞれ15,805千円減少しております。
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前連結会計年度
（自　平成18年３月21日
至　平成19年３月20日）

当連結会計年度
（自　平成19年３月21日
至　平成20年３月20日）

 また、平成19年４月１日以降取得分の減価償却費は73,166

千円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期

純利益はそれぞれ50,801千円減少しております。　

また、建物（建物附属設備を除く）の減価償却方法につ

いては、従来は旧定額法を採用しておりましたが、平成

19年４月１日以降の取得分については、法人税法の改正

（同上）に伴い、新定額法に変更しております。

この変更により、従来の方法によった場合に比べ、平成

19年４月１日以降取得分の減価償却費の増加が、営業利

益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響

は軽微であります。

なお、これらの変更によるセグメントに与える影響は、

ほとんどが一般機械事業に係るもので、情報機器事業に

与える影響は軽微であります。

(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
（平成19年３月20日）

当連結会計年度
（平成20年３月20日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額 4,711,560千円 ※１　有形固定資産の減価償却累計額   4,833,104千円

※２　担保資産 ※２　担保資産

(1）次の資産を短期借入金833,000千円及び長期借入金

（１年以内返済予定分を含む。）785,040千円の担

保として財団抵当に供しております。

(1）次の資産を短期借入金833,000千円及び長期借入金

（１年以内返済予定分を含む。）1,411,616千円の

担保として財団抵当に供しております。

建物及び構築物     978,948千円

機械装置      305,060千円

土地    2,232,580千円

　合計    3,516,588千円

建物及び構築物   1,407,597千円

機械装置      783,315千円

土地    2,232,580千円

　合計   4,423,492千円

(2）次の資産を長期借入金（１年以内返済予定分を含

む。）100,000千円の担保に供しております。

(2）次の資産を長期借入金（１年以内返済予定分を含

む。）606,880円の担保に供しております。

建物       11,014千円

土地     141,260千円

合計     152,274千円

建物       10,009千円

土地    238,434千円

合計     248,443千円

※３　土地の再評価に関する事項

　提出会社は、土地の再評価に関する法律（平成10年

３月31日公布法律第34号）に基づき事業用の土地の

再評価を行い、再評価差額金を純資産の部に計上し

ております。

※３　土地の再評価に関する事項

　提出会社は、土地の再評価に関する法律（平成10年

３月31日公布法律第34号）に基づき事業用の土地の

再評価を行い、再評価差額金を純資産の部に計上し

ております。

（再評価の方法）

　土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31

日公布政令第119号）第２条第２項に定める近隣の

国土利用計画法施行令（昭和49年政令第387号）第

７条第１項第１号イに規定する基準地について同令

第９条第１項の規定により判定された標準価格に、

時点修正による補正等合理的な調整を行って算出し

ております。

（再評価の方法）

　土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31

日公布政令第119号）第２条第２項に定める近隣の

国土利用計画法施行令（昭和49年政令第387号）第

７条第１項第１号イに規定する基準地について同令

第９条第１項の規定により判定された標準価格に、

時点修正による補正等合理的な調整を行って算出し

ております。

（再評価を行った年月日）　　　平成13年３月20日 （再評価を行った年月日）　　　平成13年３月20日

（再評価を行った事業用土地の期末における時価と再

評価後の帳簿価額との差額） △1,154,311千円

（再評価を行った事業用土地の期末における時価と再

評価後の帳簿価額との差額） △1,096,016千円
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前連結会計年度
（平成19年３月20日）

当連結会計年度
（平成20年３月20日）

※４　非連結子会社項目 

 非連結子会社に対するものは、次のとおりでありま

す。

 　投資有価証券（株式）　　　　　34,221千円　

　　　　　　

※４　非連結子会社項目 

 非連結子会社に対するものは、次のとおりでありま

す。

 　投資有価証券（株式）　　　　　34,221千円　

　　　　　　

　５　係争事件 　５　係争事件

当社は、平成17年10月に、日本国内の当社代理店１

社とともに、ドイツ国内における当社製品の販売代

理権を有するHOMA Werkseigmaschinen 

GmbH(旧社名 Gebr.Hoffmann Werkzeugmaschinen

GmbH）(以下ホーマ社（旧ホフマン社）といいま

す。）より、当社及び当該国内代理店が当社製品を

不当に供給しなかったことにより損害を被ったとし

て、国際商業会議所仲裁裁判所において、損害賠償

請求（請求額420千ユーロ（約66百万円）)に係る仲

裁手続きを提起されております。

本件につきましては、当社は反対請求として、ホー

マ社（旧ホフマン社）に対して、同社の代理店契約

の不履行により損害を被ったとして損害賠償請求

（約137百万円）を行っています。

現在のところ仲裁手続きが進行中ですが、最終的な

仲裁裁判が何時になるのかについては、未定です。

当社は、平成17年10月に、日本国内の当社代理店１

社とともに、ドイツ国内における当社製品の販売代

理権を有するHOMA Werkseigmaschinen 

GmbH(旧社名 Gebr.Hoffmann Werkzeugmaschinen

GmbH）(以下ホーマ社（旧ホフマン社）といいま

す。）より、当社及び当該国内代理店が当社製品を

不当に供給しなかったことにより損害を被ったとし

て、国際商業会議所仲裁裁判所において、損害賠償

請求（請求額420千ユーロ（約66百万円）)に係る仲

裁手続きを提起されております。

本件につきましては、当社は反対請求として、ホー

マ社（旧ホフマン社）に対して、同社の代理店契約

の不履行により損害を被ったとして損害賠償請求

（約137百万円)を行っておりましたが、早期解決を

図るため、平成19年12月に当社の損害賠償請求額を

396千ユーロ（約62百万円）に減額し、仲裁手続き

を進めております。

※６　　　　　　　────── ※６　連結会計年度末日満期手形　　　　　　　

  　 連結会計年度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をしております。なお、

当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、

次の会計年度末日満期手形が連結会計年度末残高に

含まれております。

 　　　　受取手形　　　105千円

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年３月21日
至　平成19年３月20日）

当連結会計年度
（自　平成19年３月21日
至　平成20年３月20日）

※１　販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次の

とおりであります。

※１　販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次の

とおりであります。

給料手当・賞与    366,256千円

退職給付費用     30,337千円

賃借料     40,113千円

研究開発費    81,021千円

減価償却費    7,712千円

販売手数料   117,659千円

給料手当・賞与   360,152千円

退職給付費用   47,293千円

※２　一般管理費に含まれる研究開発費の総額は

81,021千円であります。

※２　一般管理費に含まれる研究開発費の総額は

86,138千円であります。
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（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

前連結会計年度末
株式数
（千株）

当連結会計年度
増加株式数
（千株）

当連結会計年度
減少株式数
（千株）

当連結会計年度末
株式数
（千株）

発行済株式

普通株式 16,000 － － 16,000

合計 16,000 － － 16,000

自己株式

普通株式　(注） 45 8 － 54

合計 45 8 － 54

 (注）普通株式の自己株式の株式数の増加８千株は、単元未満株式の買取による増加であります。

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　　　該当する事項はありません。

 

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

該当する事項はありません。

 

(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15日

定時株主総会
普通株式 79,728 利益剰余金 5 平成19年３月20日 平成19年６月18日
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当連結会計年度（自　平成19年３月21日　至　平成20年３月20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

前連結会計年度末
株式数
（千株）

当連結会計年度
増加株式数
（千株）

当連結会計年度
減少株式数
（千株）

当連結会計年度末
株式数
（千株）

発行済株式

普通株式 16,000 － － 16,000

合計 16,000 － － 16,000

自己株式

普通株式　(注） 54 10 － 65

合計 54 10 － 65

 (注）普通株式の自己株式の株式数の増加10千株は、単元未満株式の買取による増加であります。

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　　　該当する事項はありません。

 

３．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15日

定時株主総会
普通株式 79,728 5 平成19年３月20日 平成19年６月18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13日

定時株主総会
普通株式 79,673 利益剰余金 5 平成20年３月20日 平成20年６月16日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年３月21日
至　平成19年３月20日）

当連結会計年度
（自　平成19年３月21日
至　平成20年３月20日）

※１　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

（平成19年３月20日現在）

※１　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

（平成20年３月20日現在）

現金及び預金  1,150,931千円

預入期間が３ヵ月を超える定期預金        －千円

現金及び現金同等物  1,150,931千円

現金及び預金  1,870,447千円

預入期間が３ヵ月を超える定期預金        －千円

現金及び現金同等物  1,870,447千円

２　重要な非資金取引の内容

該当事項はありません。

２　重要な非資金取引の内容

同左

 （開示の省略）

 　リース取引、有価証券、デリバティブ取引に関する注記事項については、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ております。

 

（退職給付関係）

前連結会計年度
（自　平成18年３月21日
至　平成19年３月20日）

当連結会計年度
（自　平成19年３月21日
至　平成20年３月20日）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社グループは、確定給付制度として、適格退職年金

制度、厚生年金基金制度（総合設立型）及び退職一時

金制度を設けております。

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付制度として、厚生年金基金制度（総

合設立型）及び一時金制度を設けております。

なお、平成20年3月1日付けで適格退職年金制度の全額

を確定拠出型年金制度に移行いたしました。

連結子会社については、確定拠出型の制度を設けて　

おります。

２．退職給付債務に関する事項 ２．退職給付債務に関する事項

（千円）

(1）退職給付債務 693,941

(2）年金資産　　　　　　　　　（注）２ 129,760

(3）会計基準変更時差異の未処理額 183,694

(4）退職給付引当金 380,485

(1)－(2)－(3)

（千円）

(1）退職給付債務 501,494

(2）年金資産　　　　　　　　　（注）２ －

(3）会計基準変更時差異の未処理額 92,786

(4）退職給付引当金 408,708

(1)－(2)－(3)

（注）１．退職給付債務は、簡便法により算定しており

ます。

２．このほか、厚生年金基金制度（総合設立型）

の年金資産が544,639千円あります。

（注）１．　　　　　　同左

 

２．このほか、厚生年金基金制度（総合設立型）

の年金資産が488,889千円あります。

３．退職給付費用に関する事項 ３．退職給付費用に関する事項

（千円）

(1）勤務費用 107,518

(2）会計基準変更時差異の費用処理額 45,923

(3）退職給付費用 153,442

(1)＋(2)

（千円）

(1）勤務費用 177,460

(2）会計基準変更時差異の費用処理額 90,908

(3）退職給付費用 268,368

(1)＋(2)

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

　会計基準変更時差異の処理年数　10年

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

同左

 （開示の省略）

 ストック・オプション等に関する注記事項については、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

め開示を省略しております。
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
（平成19年３月20日）

当連結会計年度
（平成20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

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）

賞与引当金 52,147

製品保証引当金 17,287

棚卸資産 45,820

退職給付引当金 154,477

減価償却超過額 21,001

未払事業税 16,849

未実現利益 38,623

その他 18,123

繰延税金資産合計 364,330

（繰延税金負債）

その他有価証券評価差額金 △4,718

その他 △161

　　繰延税金負債合計 △4,879

繰延税金資産の純額 359,451

（再評価に係る繰延税金負債）

土地再評価差額金 △597,897

（繰延税金資産） （千円）

賞与引当金 47,005

製品保証引当金 16,772

棚卸資産 62,265

退職給付引当金 179,440

減価償却超過額 15,578

未払事業税 15,349

未実現利益 4,837

その他 19,620

繰延税金資産合計 360,869

（繰延税金負債）

その他有価証券評価差額金 △2,574

その他 △60

　　繰延税金負債合計 △2,635

繰延税金資産の純額 358,234

（再評価に係る繰延税金負債）

土地再評価差額金 △597,897

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

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 40.6

（調整）  

　交際費等永久に損金に参入されない項目 0.3

　受取配当金等永久に益金に参入されない項目 △1.9

　住民税均等割額 0.1

　評価性引当額の増減 △11.0

　その他 0.6

税効果会計適用後の法人税等の負担率 28.7

  

 　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100分の５以下で

あるため、注記を省略しております。
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（セグメント情報）

１．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成18年３月21日　至　平成19年３月20日）

項目
一般機械事業
（千円）

情報機器事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業利益

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 6,530,387 396,145 6,926,532 － 6,926,532

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

計 6,530,387 396,145 6,926,532 － 6,926,532

営業費用 5,051,334 289,073 5,340,408 191,438 5,531,846

営業利益 1,479,052 107,071 1,586,124 (191,438) 1,394,685

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的支

出

資産 7,971,814 71,572 8,043,387 1,280,883 9,324,271

減価償却費 100,666 1,237 101,904 3,254 105,159

資本的支出 382,613 1,555 384,169 98,982 483,151

　（注）１．事業区分は、内部管理上採用している売上集計区分によっております。

２．各事業区分に属する主要製品

(1) 一般機械事業……横中ぐりフライス盤、複合フライス盤、ガンドリルマシン、内径精密加工専用機、ノッ

チングマシン

(2) 情報機器事業……金型・一般機械用ＣＡＤ／ＣＡＭ、ＮＣ切削シミュレーション

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は184,813千円であり、その主なもの

は当社の管理部門に係る費用であります。

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は1,665,735千円であり、その主なものは当社での

余資運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。
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当連結会計年度（自　平成19年３月21日　至　平成20年３月20日）

項目
一般機械事業
（千円）

情報機器事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業利益

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 7,002,322 389,709 7,392,031 － 7,392,031

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

計 7,002,322 389,709 7,392,031 － 7,392,031

営業費用 5,630,560 298,904 5,929,464 110,447 6,039,912

営業利益 1,371,761 90,804 1,462,566 (110,447) 1,352,119

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的支

出

資産 8,543,214 83,561 8,626,776 2,318,541 10,945,318

減価償却費 240,382 2,046 242,429 8,612 251,041

資本的支出 1,104,710 1,070 1,105,780 52,595 1,158,376

　（注）１．事業区分は、内部管理上採用している売上集計区分によっております。

２．各事業区分に属する主要製品

(1) 一般機械事業……横中ぐりフライス盤、複合フライス盤、ガンドリルマシン、内径精密加工専用機、ノッ

チングマシン

(2) 情報機器事業……金型・一般機械用ＣＡＤ／ＣＡＭ、ＮＣ切削シミュレーション

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は216,032千円であり、その主なもの

は当社の管理部門に係る費用であります。

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は2,491,946千円であり、その主なものは当社での

余資運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。
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２．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成18年３月21日　至　平成19年３月20日）

項目
日本

（千円）
米国

（千円）
計

（千円）
消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業利益

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 5,753,262 1,173,270 6,926,532 － 6,926,532

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
972,876 5,335 978,212 (978,212) －

計 6,726,139 1,178,605 7,904,744 (978,212) 6,926,532

営業費用 5,214,720 1,103,899 6,318,620 (786,773) 5,531,846

営業利益 1,511,418 74,705 1,586,124 (191,438) 1,394,685

Ⅱ　資産 7,475,025 568,362 8,043,387 1,280,883 9,324,271

　（注）１．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は184,813千円であり、その主なもの

は当社の管理部門に係る費用であります。

２．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は1,665,735千円であり、その主なものは当社での

余資運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。

当連結会計年度（自　平成19年３月21日　至　平成20年３月20日）

項目
日本

（千円）
米国

（千円）
計

（千円）
消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業利益

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 5,821,230 1,570,800 7,392,031 － 7,392,031

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
1,059,036 10,161 1,069,197 (1,069,197) －

計 6,880,267 1,580,961 8,461,229 (1,069,197) 7,392,031

営業費用 5,543,908 1,454,753 6,998,662 (958,750) 6,039,912

営業利益 1,336,358 126,208 1,462,566 (110,447) 1,352,119

Ⅱ　資産 8,190,967 435,808 8,626,776 2,318,541 10,945,318

　（注）１．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は216,032千円であり、その主なもの

は当社の管理部門に係る費用であります。

２．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は2,491,946千円であり、その主なものは当社での

余資運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。
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３．海外売上高

前連結会計年度（自　平成18年３月21日　至　平成19年３月20日）

北米 欧州 アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 1,334,510 184,092 1,234,396 41,162 2,794,161

Ⅱ　連結売上高（千円） 6,926,532

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高

の割合（％）
19.2 2.7 17.8 0.6 40.3

当連結会計年度（自　平成19年３月21日　至　平成20年３月20日）

北米 欧州 アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 1,773,539 115,197 1,314,254 2,205 3,205,195

Ⅱ　連結売上高（千円） 7,392,031

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高

の割合（％）
24.0 1.6 17.8 0.0 43.4

　（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する地域の内訳は、次のとおりであります。

（1）北米 ……米国、カナダ　他

（2）欧州 ……イギリス、ロシア、ルーマニア、ドイツ　他 

 (3）アジア ……中国、韓国、タイ、インドネシア　他 

３．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。

 （開示の省略）

 関連当事者との取引に関する注記事項については、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

示を省略しております。

 

（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成18年３月21日
至　平成19年３月20日）

当連結会計年度
（自　平成19年３月21日
至　平成20年３月20日）

１株当たり純資産額 216.45 円

１株当たり当期純利益金額 55.78 円

１株当たり純資産額 　　　252.58 円

１株当たり当期純利益金額 　　43.44 円

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。

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。

前連結会計年度
 （自　平成18年３月21日
 至　平成19年３月20日）

当連結会計年度
 （自　平成19年３月21日
 至　平成20年３月20日）

当期純利益（千円） 889,650 692,401

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） 889,650 692,401

普通株式の期中平均株式数（株） 15,949,974 15,940,054

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

第８３期
（平成19年３月20日）

第８４期
（平成20年３月20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 1,066,341 1,818,607 752,266

２．受取手形 650,551 546,219 △104,332

３．売掛金  1,633,187 1,479,783 △153,404

４．仕掛品 1,386,204 1,482,601 96,397

５．前払費用 7,783 5,206 △2,577

６．未収入金 2,056 26,239 24,183

７．繰延税金資産 141,304 146,566 5,262

８．その他 5,254 4,388 △866

９．貸倒引当金 △4,520 △2,979 1,541

流動資産合計 4,888,163 53.5 5,506,635 51.6 618,472

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産  

(1) 建物 987,317 1,411,752 424,435

(2) 構築物 10,649 49,124 38,475

(3) 機械及び装置 305,060 783,315 478,255

(4) 車両及び運搬具 3,873 6,685 2,812

(5) 工具・器具及び備品 76,614 82,255 5,641

(6) 土地  2,471,014 2,471,014 －

(7) 建設仮勘定 94,978 37,277 △57,701

有形固定資産合計 3,949,509 4,841,424 891,915

２．無形固定資産

(1) ソフトウエア 14,205 14,073 △132

(2) 電話加入権 1,129 1,129 －

無形固定資産合計 15,334 15,202 △132

３．投資その他の資産

(1) 投資有価証券 29,238 23,828 △5,410

(2) 関係会社株式 60,455 60,455 －

(3) 繰延税金資産 179,684 206,891 27,207

(4) その他 18,374 28,474 10,100

投資その他の資産合計 287,753 319,650 31,897

固定資産合計 4,252,597 46.5 5,176,278 48.4 923,681

資産合計 9,140,760 100.0 10,682,914 100.0 1,542,154
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第８３期
（平成19年３月20日）

第８４期
（平成20年３月20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．支払手形 1,051,468 887,015 △164,453

２．設備支払手形 － 637,671 637,671

３．買掛金 304,799 346,053 41,254

４．短期借入金 833,000 833,000 －

５．一年以内に返済予定の長
期借入金

224,480 340,620 116,140

６．未払金 227,249 85,600 △141,649

７．未払費用 162,507 213,717 51,210

８．未払法人税等 295,631 200,044 △95,587

９．前受金 438,224 441,048 2,824

10．賞与引当金 128,443 115,777 △12,666

11．製品保証引当金 42,580 41,311 △1,269

12．その他 82,436 63,740 △18,696

流動負債合計 3,790,819 41.5 4,205,599 39.4 414,780

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 591,700 1,275,996 684,296

２．関係会社長期借入金 468,860 401,880 △66,980

３．再評価に係る繰延税金負
債

 597,897 597,897 －

４．退職給付引当金 380,485 408,708 28,223

固定負債合計 2,038,942 22.3 2,684,481 25.1 645,539

負債合計 5,829,762 63.8 6,890,080 64.5 1,060,318
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第８３期
（平成19年３月20日）

第８４期
（平成20年３月20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）

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   954,000 10.4  954,000 8.9 －

２．利益剰余金         

 (1)利益準備金  －   7,972   7,972

 (2)その他利益剰余金        

 　 繰越利益剰余金  1,485,866   1,966,133   480,267

   利益剰余金合計   1,485,866 16.8  1,974,106 18.5 488,240

３．自己株式   △10,526 △0.1  △13,795 △0.1 △3,269

株主資本合計   2,429,339 26.6  2,914,311 27.3 484,972

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価
差額金

  6,902 0.1  3,766 0.0 △3,136

２．土地再評価差額金   874,755 9.5  874,755 8.2 －

評価・換算差額等合計   881,658 9.6  878,522 8.2 △3,136

純資産合計   3,310,998 36.2  3,792,833 35.5 481,835

負債純資産合計   9,140,760 100.0  10,682,914 100.0 1,542,154
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(2）損益計算書

第８３期
（自　平成18年３月21日
至　平成19年３月20日）

第８４期
（自　平成19年３月21日
至　平成20年３月20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 6,726,139 100.0 6,880,267 100.0 154,128

Ⅱ　売上原価

１．当期製造原価 4,294,610 4,598,063

２．他勘定への振替高  33,531 18,047

３．直接発送諸掛  209,404 4,470,482 66.5 208,019 4,788,035 69.6 317,553

売上総利益 2,255,656 33.5 2,092,231 30.4 △163,425

Ⅲ　販売費及び一般管理費  

１．販売手数料 94,005 115,183

２．広告宣伝費 36,760 21,522

３．役員報酬 36,724 39,012

４．給料及び手当 229,696 223,382

５．従業員賞与 90,610 80,060

６．退職給付費用 30,337 47,293

７．福利厚生費 55,680 53,960

８．賃借料 32,624 43,325

９．旅費交通費 65,593 66,705

10．減価償却費 6,208 13,084

11．研究開発費 81,021 86,138

12．その他 169,787 929,051 13.8 182,236 971,905 14.1 42,854

営業利益 1,326,605 19.7 1,120,326 16.3 △206,279

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 813 2,902

２．受取配当金 398 411

３．為替差益 11,567 －

４．高効率空調機導入
支援事業補助金

－ 2,327

５．その他 8,837 21,616 0.3 9,701 15,343 0.2 △6,273

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 51,661 47,215

２．退職給付会計基準
変更時差異償却額

45,923 45,923

３．その他 17,426 115,011 1.7 32,502 125,641 1.8 10,630

経常利益 1,233,210 18.3 1,010,028 14.7 △223,182
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第８３期
（自　平成18年３月21日
至　平成19年３月20日）

第８４期
（自　平成19年３月21日
至　平成20年３月20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）

Ⅵ　特別利益      

１．災害損失引当金戻入額 7,427 7,427 0.1 － － － △7,427

Ⅶ　特別損失

　１．確定拠出年金移行時
　差異

－ 44,984

２．固定資産撤去損  54,379 54,379 0.8 － 44,984 0.7 △9,395

税引前当期純利益 1,186,259 17.6 965,043 14.0 △221,216

法人税、住民税及び
事業税

468,800 427,400

法人税等追徴額 79,464 －

法人税等調整額 △214,749 333,514 4.9 △30,325 397,074 5.7 63,560

当期純利益 852,744 12.7 567,968 8.3 △284,776
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(3）株主資本等変動計算書

第８３期（自　平成18年３月21日　至　平成19年３月20日）

株主資本

資本金

利益剰余金

自己株式 株主資本合計その他利益剰余金

繰越利益剰余金

平成18年３月20日　残高(千円） 954,000 690,447 △7,595 1,636,852

事業年度中の変動額

当期純利益  852,744  852,744

自己株式の取得   △2,931 △2,931

評価差額取崩しによる利益剰余
金減少額  △57,325  △57,325

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） － 795,419 △2,931 792,487

平成19年３月20日　残高(千円） 954,000 1,485,866 △10,526 2,429,339

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

土地再評価差額金
評価・換算
差額等合計

平成18年３月20日　残高(千円） 8,164 817,430 825,594 2,462,446

事業年度中の変動額

当期純利益    852,744

自己株式の取得    △2,931

評価差額取崩しによる利益剰余
金減少額 

 57,325 57,325 －

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額） △1,261  △1,261 △1,261

事業年度中の変動額合計(千円） △1,261 57,325 56,063 848,551

平成19年３月20日　残高(千円） 6,902 874,755 881,658 3,310,998
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第８４期（自　平成19年３月21日　至　平成20年３月20日）

株主資本

資本金

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金 
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

平成19年３月20日　残高(千円） 954,000 － 1,485,866 1,485,866 △10,526 2,429,339

事業年度中の変動額

 剰余金の配当 7,972 △87,701 △79,728 △79,728

当期純利益   567,968 567,968  567,968

自己株式の取得     △3,268 △3,268

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） － 7,972 480,267 488,240 △3,268 484,971

平成20年３月20日　残高(千円） 954,000 7,972 1,966,133 1,974,106 △13,795 2,914,311

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

土地再評価差額金
評価・換算
差額等合計

平成19年３月20日　残高(千円） 6,902 874,755 881,658 3,310,998

事業年度中の変動額     

 剰余金の配当    △79,728

当期純利益    567,968

自己株式の取得    △3,268

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額） △3,136 － △3,136 △3,136

事業年度中の変動額合計(千円） △3,136 － △3,136 481,835

平成20年３月20日　残高(千円） 3,766 874,755 878,522 3,792,833
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６．その他
(1)役員の異動

①代表取締役の異動　　　　　

　　該当事項はありません。　　　　　　　　　　　　

　　　

 　 ②その他の役員の異動

　ア．新任取締役候補者

　　　　　　　　　　　竹　下　善　廣

 

　　　　　　　　　　　(略　歴）

　　　　　　　　　　　　　昭和24年４月25日生

　　　　　　　　　　　　　昭和59年10月　　入社

　　　　　　　　　　　　　平成16年３月　　工機営業部長

　　　　　　　　　　　　　平成18年９月　　工機営業本部長補佐兼海外営業部長

　　　　　　　　　　　　　平成19年10月　　理事　工機営業本部長補佐兼海外営業部長（現任）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　イ．退任予定取締役・監査役

　　該当事項はありません。

 

 　　 ウ. 役職の異動

 　　　 該当事項はありません。

 

 　 ③就任予定日

　　　　平成20年６月13日
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(2)生産、受注及び販売の状況

　　①生産実績

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

区　　　分 金　　　額 前連結会計年度比（％）

 一般機械事業 4,467,140 106.8

 情報機器事業 143,000 108.0

 合　　　計 4,610,141 106.9

 （注）金額は製造原価によっており、消費税等抜きで表示しております。

 

 　②受注状況

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

 

 区　　　分
受　注　高 受　注　残　高

 金　額  前連結会計年度比(%）  金　額  前連結会計年度比(%）

 一般機械事業 8,778,615 113.6 8,285,311 127.8

 情報機器事業 366,493 93.0 30,468 56.8

 合　　　計 9,145,108 112.6 8,315,779 127.2

 （注）金額は消費税等抜きで表示しております。

 

 　③販売実績

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

区　　　分 金　　　額 前連結会計年度比（％）

 一般機械事業 7,002,322 107.2

 情報機器事業 389,709 98.4

 合　　　計 7,392,031 106.7

 （注）金額は消費税等抜きで表示しております。
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