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                   (財)財務会計基準機構会員    
 

 

平成20年３月期 決算短信（非連結）   
平成20年５月８日 

                                          
上 場 会 社 名 株式会社かわでん        上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ 
コ ー ド 番 号 ６６４８            ＵＲＬ http://www.kawaden.co.jp/ 
代  表  者（役職名）代表取締役社長（氏名）西谷 賢 
問合せ先責任者（役職名）取締役常務執行役員経営管理本部長（氏名）光藤 淳一 ＴＥＬ (03)5714―4301 
定時株主総会開催予定日   平成20年６月27日     配当支払開始予定日  平成20年６月30日 
有価証券報告書提出予定日  平成20年６月30日 
 

（百万円未満切捨て） 

１．20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 

 
20年３月期 
19年３月期 

百万円   ％
15,824    11.0 
14,255     7.2 

百万円   ％
1,186    24.4 

954    33.5 

百万円   ％ 
1,153    27.6  

903    32.5  

百万円   ％
975    75.7 
555   △41.5 

 
 

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 

 
20年３月期 
19年３月期 

円 銭 
30,504 90  
17,143 67  

円 銭
30,340 75 
17,043 14 

％
14.1
8.4

％ 
9.7 
8.2 

％
7.5
6.7

（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）財政状態 
 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 
20年３月期 
19年３月期 

百万円
12,476   
11,307   

百万円
7,277   
6,517   

％ 
58.3  
57.6  

円 銭
227,589 09 
203,905 66 

(参考) 自己資本  20年３月期 7,277百万円  19年３月期 6,517百万円 

 
（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  

 
20年３月期 
19年３月期 

百万円
1,559   
2,405   

百万円
△567   
△735   

百万円 
△330    
△697    

百万円
2,609   
1,948   

 
 
２．配当の状況 
 １株当たり配当金 

（基準日） 第１ 

四半期末 
中間期末 

第３ 

四半期末
期末 年間 

配当金総額 

（年間） 
配当性向 

純資産 

配当率 

 
19年３月期 
20年３月期 

円 銭 

－   

－   

円 銭 

2,500 00 

2,500 00 

円 銭

－  

－  

円 銭

2,500 00

2,500 00

円 銭

5,000 00

5,000 00

百万円 

162   

159   

％ 

29.2 

16.4 

％

2.5

2.3

21年３月期（予想） －   2,500 00 －  2,500 00 5,000 00  24.6  

 
 
３．21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 8,000  6.7  600  5.7 575  4.5 345  11.1  10,788 67

通 期 16,000  1.1  1,200  1.1 1,150 △0.3 690 △29.3  21,577 33
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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        有 

（注）詳細は、16ページ（会計方針の変更）、27ページ（追加情報）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 41,920株  19年３月期 41,920株 

② 期末自己株式数          20年３月期  9,942株  19年３月期  9,958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、28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 

（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。当該予想数値の修正に関する事項、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。 
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１．経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

・当期の経営成績 

 当事業年度におけるわが国経済は、設備投資の増加や雇用環境の改善などにより景気は回復基調を続け

ておりましたが、年度後半はエネルギー・原材料価格高等の影響から景気の減速感が強まって推移いたし

ました。 

当業界におきましては、公共投資は減少基調が続いている状況に加え、民間設備投資の増加スピードが緩

やかになるなど変化し始めました。一方、鉄板･銅をはじめとした素材価格の高騰が長期化していることに

加え、企業間の受注・価格競争も続いており、当社を取り巻く環境は依然厳しい状態で推移しております。 

 このような厳しい状況下で、当社は全社員一丸となり、更なる品質の向上と納期厳守、及び緊急連絡体

制の充実も含め、顧客満足を 優先に全力を傾注し営業活動を展開してまいりました。この結果、売上高

は15,824百万円（前年同期比11.0%増）となりました。 

 利益につきましては、原材料価格の上昇が継続しているものの、売上高が前年同期比1,568百万円上昇し

たことと、徹底したコスト低減と経費節減を行い、合理化を推し進めた結果、営業利益は1,186百万円（前

年同期比24.4%増）、経常利益は1,153百万円（前年同期比27.6%増）となりました。減損損失等による特別

損失の計上などがあったものの、税金費用の減少等により当期純利益は975百万円（前年同期比75.7%増）

となりました。 

・次期の見通し 

 わが国経済は、当面減速が続くことが予想され、民間設備投資も慎重になるものと思われます。公共投

資も減少基調が続いていること、素材価格の更なる上昇が予想されること、企業間の受注・価格競争が一

層激しくなっていることから、配電制御設備業界では厳しい状況が続くものと予想されます。 

その中で当社は 

●効率的生産技術を進展させ、品質、納期への対応の面で他社に比べて競争優位性を増大させる。 

●顧客満足度120％達成を経営目標とし、お客様中心主義を徹底する。 

●生産コストの低減、生産効率の向上を目指し全部門で平準化を目指す。 

 以上のことに傾注してまいります。 

 次期の業績見通しにつきましては当社の優位性を一層強化し営業展開することから、売上高予想を160

億円といたしました。利益効率につきましては、当期以上の厳しい状況になるものと予想されますが、平

準化による生産コスト削減、経費削減等を図ることから、営業利益1,200百万円、経常利益1,150百万円を

予想しております。当期純利益は税金費用の発生から690百万円を見込んでおります。 

 

(2) 財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

（流動資産） 

 売上高の増加に伴い、現金及び預金661百万円の増加、売掛金290百万円の増加及び繰延税金資産255百万

円の増加等により、流動資産合計は前事業年度末比875百万円（11.0％）増加し、8,822百万円となりまし

た。 

 

（固定資産） 

 九州工場板金工場棟建設などにより有形固定資産61百万円増加に加え、繰延税金資産290百万円の計上な

どによる投資その他の資産245百万円増加などにより、固定資産合計は前事業年度末比293百万円（8.7%）

増加し、3,653百万円となりました。 

 

（流動負債） 

 未払金585百万円の増加などにより前事業年度末比489百万円（13.0%）増加し、4,251百万円となりまし

た。 

 

（固定負債） 

 退職給付引当金15百万円増加したものの、長期借入金の一年以内返済分振替による減少86百万円及び繰

延税金負債10百万円減少により前事業年度末比81百万円（7.9%）減少し、947百万円となりました。 

 

（純資産） 

 配当金の支払により利益剰余金が159百万円減少したものの、当期純利益975百万円の計上などにより前

事業年度末比760百万円（11.7%）増加し、7,277百万円となりました。 
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②キャッシュ・フローの状況 

 当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、投資活動によるキャッシュ・フロ

ーで567百万円、財務活動によるキャッシュ・フローで330百万円の資金の減少があったものの営業活動に

よるキャッシュ・フローで1,559百万円の資金の増加があり、前事業年度末に比べ661百万円（34.0%）増加

し、当事業年度末には2,609百万円となりました。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当事業年度における営業活動による資金の増加は1,559百万円となりました。これは税引前当期純利益

865百万円、固定資産に対する減価償却費249百万円及び減損損失283百万円など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） 

 当事業年度における投資活動による資金の減少は567百万円となりました。これは九州工場板金棟建設に

伴う有形固定資産の取得による支出529百万円など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） 

 当事業年度における財務活動による資金の減少は330百万円となりました。これは長期借入金の借入によ

る収入300百万円があったものの、短期借入金の減少額200百万円、長期借入金の返済による支出273百万円

及び配当金の支払額158百万円などによるものであります。 

なお、当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 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（％） 71.8 61.3 57.6 58.3

時価ベースの自己資本比率

（％） 
75.6 59.0 46.9 32.8

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（年） 
3.0 2.4 0.5 0.8

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍） 
6.6 18.7 53.2 26.8

※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／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

１．株式時価総額は自己株式を除く発行済株式総数をベースに計算しております。 

２．キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

３．有利子負債は、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 

 当社は株主への利益還元を重要な経営課題の一つに掲げており、将来の事業展開と経営体質の強化のた

めに必要な内部留保を確保しつつ、利益に応じた配当を実施していくことを基本方針としていく所存であ

ります。 

 当期の配当につきましては、中間配当として１株当たり2,500円を実施し、期末配当は１株当たり2,500

円として年間5,000円を予定しております。 

 また、次期につきましても当期と同じく第２四半期末配当2,500円、期末配当2,500円の年間配当5,000

円を予定しております。 

 

(4) 事業等のリスク 

 近の有価証券報告書（平成19年６月29日提出）における「事業等のリスク」から重要な変更がないた

め開示を省略しております。 
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２．企業集団の状況 

 近の有価証券報告書（平成19年６月29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、(4) 会社の対処

すべき課題 

 平成19年３月期決算短信（平成19年５月９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からご覧頂くことができます。 

 （当社ホームページ） 

 http://www.kawaden.co.jp/ 

 （ジャスダック証券取引所ホームページ（「ＪＤＳ」検索ページ）） 

 http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/ 

 

(5) 内部管理体制の整備・運用状況 

 当該事項につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基

本的な考え方及びその整備状況」に記載しております。 
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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 ※1 2,048,000 2,709,714  

２ 受取手形  1,322,756 1,177,192  

３ 売掛金  2,500,223 2,790,957  

４ 製品  1,449,246 1,227,876  

５ 原材料  147,489 148,908  

６ 仕掛品  232,970 262,292  

７ 前払費用  17,199 15,024  

８ 繰延税金資産  218,000 473,000  

９ その他  12,978 19,157  

貸倒引当金  △1,265 △1,315  

流動資産合計  7,947,598 70.3 8,822,809 70.7 875,210

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※1   

(1) 建物  4,159,743 3,795,103   

減価償却累計額  2,920,121 1,239,622 2,527,690 1,267,413  

(2) 構築物  412,417 423,992   

減価償却累計額  357,466 54,951 365,114 58,878  

(3) 機械及び装置  673,582 911,984   

減価償却累計額  153,300 520,281 213,169 698,814  

(4) 車輌運搬具  32,711 35,205   

減価償却累計額  25,324 7,387 26,781 8,423  

(5) 工具器具及び備品  536,189 554,164   

減価償却累計額  353,423 182,766 380,122 174,042  

(6) 土地  645,886 619,657  

(7) 建設仮勘定  120,300 5,523  

有形固定資産合計  2,771,194 24.5 2,832,753 22.7 61,558

２ 無形固定資産    

(1) 借地権  8,960 8,960  

(2) 電話加入権  12,726 12,726  

(3) ソフトウェア  137,058 123,704  

無形固定資産合計  158,745 1.4 145,390 1.2 △13,354
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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）

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  255,596 208,799  

(2) 出資金  359 509  

(3) 破産更生債権等  110 80  

(4) 長期前払費用  215 84  

(5) 差入保証金  74,747 73,501  

(6) 会員権  52,870 48,650  

(7) 繰延税金資産  － 290,000  

(8) その他  49,719 57,082  

貸倒引当金  △3,460 △3,330  

投資その他の資産合計  430,158 3.8 675,377 5.4 245,218

固定資産合計  3,360,098 29.7 3,653,521 29.3 293,422

資産合計  11,307,697 100.0 12,476,330 100.0 1,168,633
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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  1,496,727 1,375,084  

２ 短期借入金 ※1 700,000 500,000  

３ １年以内に返済予定の 
長期借入金 

※1 273,218 386,520  

４ 未払金  417,864 1,003,184  

５ 未払法人税等  294,564 264,781  

６ 未払消費税等  86,105 124,073  

７ 未払費用  77,800 197,672  

８ 前受金  100,619 50,238  

９ 預り金  72,017 92,550  

10 賞与引当金  242,400 257,300  

11 デリバティブ債務  512 －  

流動負債合計  3,761,831 33.3 4,251,405 34.1 489,573

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金 ※1 388,480 301,960  

２ 繰延税金負債  10,434 －  

３ 退職給付引当金  629,718 645,121  

固定負債合計  1,028,632 9.1 947,081 7.6 △81,551

負債合計  4,790,464 42.4 5,198,486 41.7 408,022
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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）

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金  2,124,550 18.8 2,124,550 17.0 －

２ 資本剰余金    

(1)資本準備金  531,587 531,587   

(2)その他資本剰余金  950,948 949,694   

資本剰余金合計  1,482,535 13.1 1,481,282 11.9 △1,253

３ 利益剰余金    

(1)その他利益剰余金    

繰越利益剰余金  4,769,298 5,584,937   

利益剰余金合計  4,769,298 42.2 5,584,937 44.8 815,639

４ 自己株式  △1,875,352 △16.6 △1,872,339 △15.0 3,013

５ 自己株式申込証拠金  550 0.0 － － △550

株主資本合計  6,501,581 57.5 7,318,430 58.7 816,849

Ⅱ 評価・換算差額等    

１．その他有価証券評価差
額金 

 15,651 △40,586   

評価・換算差額等合計  15,651 0.1 △40,586 △0.3 △56,238

純資産合計  6,517,232 57.6 7,277,843 58.3 760,611

負債純資産合計  11,307,697 100.0 12,476,330 100.0 1,168,633
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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  14,255,666 100.0 15,824,274 100.0 1,568,608

Ⅱ 売上原価    

１ 製品期首たな卸高  1,205,581 1,449,246   

２ 当期製品製造原価 ※2 10,710,950 11,151,963   

合計  11,916,532 12,601,209   

３ 製品期末たな卸高  1,449,246 10,467,286 73.4 1,227,876 11,373,333 71.9 906,047

売上総利益  3,788,380 26.6 4,450,941 28.1 662,561

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1,2 2,834,287 19.9 3,264,352 20.6 430,064

営業利益  954,092 6.7 1,186,588 7.5 232,496

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  1,167 4,364   

２ 受取配当金  1,716 3,620   

３ 受取賃貸料  11,307 11,357   

４ 受取保険金  1,534 215   

５ 保険配当金  7,292 11,353   

６ デリバティブ評価益  885 －   

７ 投資有価証券売却益  － 6,650   

８ その他  8,961 32,864 0.2 10,914 48,476 0.3 15,611

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  45,611 56,640   

２ 売上割引  13,543 7,616   

３ 閉鎖工場等関連費用  19,666 17,199   

４ 株式交付費  1,514 233   

５ その他  2,629 82,965 0.6 253 81,943 0.5 △1,021

経常利益  903,991 6.3 1,153,122 7.3 249,130
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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） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

増減 
（千円）

Ⅵ 特別利益    

１ 投資有価証券売却益  － 1,397   

２ 固定資産売却益 ※3 5,559 2,631   

３ 貸倒引当金戻入益  6,431 79   

４ 会員権処分益  － 11,990 0.1 167 4,275 0.0 △7,715

Ⅶ 特別損失    

１ 固定資産除却損 ※4 18,230 8,609   

２ 投資有価証券評価損  639 －   

３ 減損損失 ※5 － 18,870 0.1 283,393 292,003 1.8 273,132

税引前当期純利益  897,112 6.3 865,394 5.5 △31,717

法人税、住民税及び 
事業税 

 280,000 435,000   

法人税等調整額  62,000 342,000 2.4 △545,000 △110,000 △0.7 △452,000

当期純利益  555,112 3.9 975,394 6.2 420,282
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(3)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 

資本 

剰余金 

合計 
繰越利益 

剰余金 

利益 

剰余金 

合計 

平成18年3月31日 残高 

（千円） 
2,123,950 894,235 768,086 1,662,321 4,483,243 4,483,243

事業年度中の変動額   

新株の発行 600 600 600  

資本準備金の取崩  △363,247 363,247 －  

剰余金の配当  △250,057 △250,057

役員賞与（注）  △19,000 △19,000

当期純利益  555,112 555,112

自己株式の取得   

自己株式の処分  △180,386 △180,386  

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） 
600 △362,647 182,861 △179,786 286,054 286,054

平成19年3月31日 残高 

（千円） 
2,124,550 531,587 950,948 1,482,535 4,769,298 4,769,298

 

株主資本 評価・換算差額等  

 

 

 

 

 

自己株式 
自己株式 

申込証拠金

株主資本 

合計 

その他 

有価証券 

評価差額金

評価・換算 

差額等合計 

純資産合計

平成18年3月31日 残高 

（千円） 
△1,672,409 － 6,597,106 26,058 26,058 6,623,164

事業年度中の変動額   

新株の発行  1,200  1,200

資本準備金の取崩  －  －

剰余金の配当  △250,057  △250,057

役員賞与（注）  △19,000  △19,000

当期純利益  555,112  555,112

自己株式の取得 △1,008,120 △1,008,120  △1,008,120

自己株式の処分 805,176 550 625,340  625,340

株主資本以外の項目の 

事業年度中の変動額 

（純額） 

 △10,406 △10,406 △10,406

事業年度中の変動額合計 

（千円）
△202,943 550 △95,525 △10,406 △10,406 △105,931

平成19年3月31日 残高 

（千円） 
△1,875,352 550 6,501,581 15,651 15,651 6,517,232

（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 

資本 

剰余金 

合計 
繰越利益 

剰余金 

利益 

剰余金 

合計 

平成19年3月31日 残高 2,124,550 531,587 950,948 1,482,535 4,769,298 4,769,298

事業年度中の変動額   

剰余金の配当  △159,755 △159,755

当期純利益  975,394 975,394

自己株式の処分  △1,253 △1,253  

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 － － △1,253 △1,253 815,639 815,639

平成20年3月31日 残高 2,124,550 531,587 949,694 1,481,282 5,584,937 5,584,937

 

 

株主資本 評価・換算差額等  

 

 

 

 

 

自己株式 
自己株式 

申込証拠金

株主資本 

合計 

その他 

有価証券 

評価差額金

評価・換算 

差額等合計 

純資産合計

平成19年3月31日 残高 △1,875,352 550 6,501,581 15,651 15,651 6,517,232

事業年度中の変動額   

剰余金の配当  △159,755  △159,755

当期純利益  975,394  975,394

自己株式の処分 3,013 △550 1,210  1,210

株主資本以外の項目の 

事業年度中の変動額 

（純額） 

 △56,238 △56,238 △56,238

事業年度中の変動額合計 3,013 △550 816,849 △56,238 △56,238 760,611

平成20年3月31日 残高 △1,872,339 － 7,318,430 △40,586 △40,586 7,277,843
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(4)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 897,112 865,394  

減価償却費 204,268 249,949  

減損損失 － 283,393  

貸倒引当金の減少額 △47,278 △79  

退職給付引当金の増加額 18,431 15,403  

賞与引当金の増加額 142,400 14,900  

受取利息及び受取配当金 △2,883 △7,985  

受取保険金 △1,534 △215  

支払利息 45,611 56,640  

会員権処分益 － △167  

投資有価証券売却損益 － △8,047  

投資有価証券評価損 639 －  

固定資産除売却損益 12,671 5,978  

役員賞与支払額 △19,000 －  

売上債権の増減額（増加：△） 993,123 △145,170  

たな卸資産の増減額（増加：△） △114,928 190,627  

仕入債務の減少額 △100,468 △121,643  

未払消費税等の増加額 75,034 37,967  

その他資産の増減額（増加：△） 59,179 △499  

その他負債の増加額 318,051 635,532  

小計 2,480,429 2,071,980  

利息及び配当金の受取額 2,883 7,985  

保険金収入 1,534 215  

利息の支払額 △45,250 △58,088  

法人税等の支払額 △33,736 △462,639  

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,405,860 1,559,453 △846,407 
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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    

有形固定資産の取得による支出 △522,888 △529,955  

有形固定資産の売却による収入 5,646 9,650  

無形固定資産の取得による支出 △22,525 △24,201  

投資有価証券の取得による支出 △169,062 △37,800  

投資有価証券の売却による収入 － 7,900  

投資有価証券の払戻による収入 － 16,877  

差入保証金の支払 △50 △1,344  

差入保証金返還による収入 158 1,920  

会員権売却等による収入 － 1,325  

その他の支出 △27,073 △14,582  

その他の収入 － 3,000  

投資活動によるキャッシュ・フロー △735,795 △567,211 168,584 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の純減少額 △330,000 △200,000  

長期借入金の借入による収入 500,000 300,000  

長期借入金の返済による支出 △238,326 △273,218  

株式の発行による収入 1,200 －  

自己株式の取得による支出 △1,008,120 －  

自己株式の処分による収入 625,340 1,210  

配当金の支払額 △248,039 △158,520  

財務活動によるキャッシュ・フロー △697,945 △330,528 367,416 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 972,120 661,713 △310,406 

Ⅴ 現金及び現金同等物期首残高 975,880 1,948,000 972,120 

Ⅵ 現金及び現金同等物期末残高 1,948,000 2,609,714 661,713 
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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 その他有価証券 

 時価のあるもの 時価のあるもの 

 決算日の市場価格に基づく時価

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

均法により算定しております。）

同左 

 時価のないもの 時価のないもの 

 移動平均法による原価法 同左 

２．デリバティブの評価基準及び

評価方法 

デリバティブ 

時価法 

────── 

３．たな卸資産の評価基準及び評

価方法 

（1）製品及び仕掛品 

個別法による原価法 

（1）製品及び仕掛品 

同左 

 （2）原材料 

移動平均法による原価法 

（2）原材料 

同左 

（1）有形固定資産 （1）有形固定資産 ４．固定資産の減価償却の方法 

製造部門に属する建物（建物附属設

備を含む）、構築物及び機械装置は

定額法、それ以外は定率法でありま

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 ２～50年 

機械及び装置  ２～12年 

工具器具備品  ２～20年 

同左 

  （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9,233千円減少し

ております。 

  （追加情報） 

  平成19年度の法人税法改正に伴い、

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16,135千円減少

しております。 

 （2）無形固定資産 （2）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

基づく定額法を採用しております。

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） 

５．引当金の計上基準 （1）貸倒引当金 （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

検討し、回収不能見込額を計上して

おります。 

同左 

 （2）賞与引当金 （2）賞与引当金 

 従業員への賞与支給に備えるため

支給見込額に基づき計上しており

ます。 

同左 

 （3)退職給付引当金 （3）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み額に基づき、

計上しております。 

数理計算上の差異は、各事業年度の

発生時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（10年）

による定額法によりそれぞれ発生

の翌事業年度より費用処理してお

ります。 

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 

７．キャッシュ・フロー計算書に

おける資金の範囲 

キャッシュ・フロー計算書における

資金（現金及び現金同等物）は、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 

８．その他財務諸表作成のための

基本となる事項 

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

6,517,232千円であります。 

 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。 

────── 

（役員賞与に関する会計基準） 

 当事業年度より「役員賞与に関する会計基準」（企業

会計基準委員会 企業会計基準第４号 平成17年11月29

日）を適用しております。これにより、役員賞与につい

ては、従来、利益処分により株主総会決議を経て未処分

利益の減少として処理しておりましたが、当事業年度よ

り発生時に費用処理しております。 

 この結果、従来の方法と比べ、営業利益、経常利益及

び税引前当期純利益はそれぞれ20,000千円減少しており

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 担保資産及び担保付債務 ※１ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次の通りであります。 担保に供している資産は次の通りであります。 

 

定期預金 100,000千円 

建物 690,914千円（帳簿価額）

土地 364,327千円 

計 1,155,241千円 
 

 

定期預金 100,000千円 

建物 441,635千円（帳簿価額）

土地 364,327千円 

計 905,962千円 
 

担保付債務は次のとおりであります。 担保付債務は次のとおりであります。 

長期借入金 461,698千円

（うち1年以内返済予定額 206,698千円）

短期借入金 300,000千円
 

長期借入金 555,000千円

（うち1年以内返済予定額 320,000千円）

短期借入金 100,000千円
 

 ２ 保証債務  ２ 保証債務 

 ㈱カワデンは民事再生法に基づく別除権付債権があ

り、担保資産の処分により弁済できなかった金額の

0.95％を再生債権として弁済することになっておりま

す。 

 当該弁済額については、当社が支払保証することに

なっており、金額は確定しておりませんが、その限度

額は4,441千円であります。 

 ㈱カワデンは民事再生法に基づく別除権付債権があ

り、担保資産の処分により弁済できなかった金額の

0.95％を再生債権として弁済することになっておりま

す。 

 当該弁済額については、当社が支払保証することに

なっており、金額は確定しておりませんが、その限度

額は4,400千円であります。 
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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 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は、

下記のとおりであります。 

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、おおむね60％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、

下記のとおりであります。 

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、おおむね58％であります。 

 

運搬費 299,124千円

旅費交通費 142,874千円

給料・賞与及び手当 1,353,216千円

法定福利費等 208,492千円

賃借料 156,980千円

減価償却費 46,295千円

賞与引当金繰入額 92,020千円

退職給付費用 31,584千円

  

 

運搬費 305,399千円

旅費交通費 141,818千円

給料・賞与及び手当 1,565,946千円

法定福利費等 263,190千円

賃借料 154,374千円

減価償却費 56,127千円

賞与引当金繰入額 97,037千円

退職給付費用 32,006千円

  

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれている研究

開発費は次のとおりであります。 

 43,844千円
 

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれている研究

開発費は次のとおりであります。 

 38,051千円
 

※３ 固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。

土地 5,559千円
 

※３ 固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。

建物 2,631千円
 

※４ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。

建物 13,494千円

機械装置 1,582千円

工具器具及び備品 2,662千円

その他 491千円

計 18,230千円
 

※４ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。

建物 774千円

機械装置 809千円

工具器具及び備品 6,842千円

その他 182千円

計 8,609千円
 

※５       ────── ※５ 減損損失 

 当事業年度において、当社は以下の資産グループにつ

いて減損損失を計上いたしました。 

場所 用途 種類 

九州工場 

（佐賀県佐賀市） 
社宅 建物及び土地 

九州工場 

（佐賀県佐賀市） 
厚生棟 建物 

 当社は管理会計上の区分に基づき事業用資産のグルー

ピングを行っており、遊休資産及び売却予定資産につい

ては個別資産ごとにグルーピングを行っております。 

 当事業年度において上記資産グループの利用計画が変

更になったため、帳簿価額を回収可能価額（正味売却価

額）まで減額し、当該減少額を減損損失（283,393千円）

として特別損失に計上いたしました。その内訳は建物

244,993千円、土地38,400千円であります。 
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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 41,905 15 － 41,920

合計 41,905 15 － 41,920

自己株式  

普通株式（注）2,3 8,501 5,620 4,163 9,958

合計 8,501 5,620 4,163 9,958

（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加 15 株は、新株予約権の行使によるものであります。 
２．普通株式の自己株式の株式数の増加 5,620 株は、自己株式の取得によるものであります。 
３．普通株式の自己株式の株式数の減少は、新株予約権の行使による減少 713 株、処分による減少

3,450 株であります。 
 
２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

新株予約権の内訳 

新株予約権の 

目的となる 

株式の種類 
前事業年度

末 

当事業年度

増加 

当事業年度

減少 

当事業年度

末 

当事業年度

末残高 

（百万円）

平成15年３月14日臨時株

主総会決議に基づく新株

予約権（注）1 

普通株式 585 － 585 － －

平成16年６月18日定時株

主総会決議に基づく新株

予約権（注）2 

普通株式 1,000 － 305 695 －

合計 － 1,585 － 890 695 －

（注）１．平成15年３月14日決議の新株予約権の減少は、新株予約権の権利行使による減少423株、失効に
よる減少162株であります。 

２．平成16年６月18日決議の新株予約権の減少は、新株予約権の権利行使によるものであります。 
 
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18年６月29日 

定時株主総会 
普通株式 167,020 5,000 平成18年３月31日 平成18年６月29日

平成18年11月８日 

取締役会 
普通株式 83,037 2,500 平成18年９月30日 平成18年12月11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 
次のとおり決議を予定しております。 

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28日 

定時株主総会 
普通株式 79,812 利益剰余金 2,500 平成19年３月31日 平成19年６月29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 41,920 － － 41,920

合計 41,920 － － 41,920

自己株式  

普通株式（注） 9,958 － 16 9,942

合計 9,958 － 16 9,942

（注）普通株式の自己株式の株式数の減少は、新株予約権の行使による減少であります。 
 
２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

新株予約権の内訳 

新株予約権の 

目的となる 

株式の種類 
前事業年度

末 

当事業年度

増加 

当事業年度

減少 

当事業年度

末 

当事業年度

末残高 

（百万円）

平成16年６月18日定時株

主総会決議に基づく新株

予約権（注） 

普通株式 695 － 16 679 －

合計 － 695 － 16 679 －

（注）新株予約権の減少は、権利行使によるものであります。 
 
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28日 

定時株主総会 
普通株式 79,812 2,500 平成19年３月31日 平成19年６月29日

平成19年11月７日 

取締役会 
普通株式 79,942 2,500 平成19年９月30日 平成19年12月10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 
次のとおり決議を予定しております。 

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27日 

定時株主総会 
普通株式 79,945 利益剰余金 2,500 平成20年３月31日 平成20年６月30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（平成19年３月31日現在）

 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20年３月31日現在）

現金及び預金勘定 2,048,000千円

預入期間が３ヶ月を超える定期

預金 

△100,000千円

現金及び現金同等物 1,948,000千円
 

現金及び預金勘定 2,709,714千円

預入期間が３ヶ月を超える定期

預金 

△100,000千円

現金及び現金同等物 2,609,714千円
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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） 

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 

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 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

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

額及び期末残高相当額 

 

  
取得価額

相当額 
 

減価償却

累計額相

当額 

期末残高

相当額 

  (千円) (千円) (千円)

機械及び装置  5,880  3,332 2,548

工具・器具及び備品  23,838  18,161 5,676

その他  12,072  10,462 1,609

合計  41,790  31,955 9,834

  

 

 
取得価額

相当額 
 

減価償却

累計額相

当額 

 
期末残高

相当額 

 (千円) (千円) (千円)

機械及び装置 5,880  4,508  1,372

工具・器具及び備品 9,552  8,756  796

合計 15,432  13,264  2,168

  

（注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形

固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定しております。 

同左 

② 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 

 

 （千円）

１年内 7,311

１年超 2,523

合計 9,834

  

 

 （千円）

１年内 1,972

１年超 196

合計 2,168

  

（注）未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法により算定しておりま

す。 

同左 

③ 支払リース料及び減価償却費相当額 ③ 支払リース料及び減価償却費相当額 

  

 （千円）

支払リース料 8,465

減価償却費相当額 8,465

  

  

 （千円）

支払リース料 7,133

減価償却費相当額 7,133

  

④ 減価償却費相当額の算定方法 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。 

同左 

（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） 

前事業年度（平成 19 年３月 31 日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 種類 
取得原価 
（千円） 

貸借対照表計上額 
（千円） 

差額（千円） 

株式 35,392 64,875 29,482 貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの 小計 35,392 64,875 29,482 

株式 131,057 127,661 △3,395 貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの

小計 131,057 127,661 △3,395 

合計 166,450 192,536 26,086 

 

２．時価のない主な有価証券の内容 

 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 63,060 

 

当事業年度（平成 20 年３月 31 日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 種類 
取得原価 
（千円） 

貸借対照表計上額 
（千円） 

差額（千円） 

株式 5,300 25,025 19,725 貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの 小計 5,300 25,025 19,725 

株式 161,149 101,443 △59,706 

その他 70,841 70,235 △605 
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの

小計 231,991 171,679 △60,312 

合計 237,291 196,704 △40,586 

 

２．時価のない主な有価証券の内容 

 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 12,094 
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（デリバティブ取引関係） 
１．取引の状況に関する事項 

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)取引の内容 

 金利関連の金利スワップ取引のみを行っております。

(1)取引の内容 

同左 

(2)取引に対する取組方針 

 将来の金利の変動によるリスク回避を目的としてお

り、投機的な取引は行わない方針であります。 

(2)取引に対する取組方針 

同左 

(3)取引の利用目的 

 借入金利の将来の金利市場における利率上昇による変

動リスクを回避する目的で利用しております。 

(3)取引の利用目的 

同左 

(4)取引に係るリスクの内容 

 当社が利用している金利スワップ取引は、市場金利の

変動リスクを有しております。取引先については、信用

度の高い大手金融機関でありますので、信用リスクはほ

とんど無いと判断しております。 

(4)取引に係るリスクの内容 

同左 

(5)取引に係るリスク管理体制 

 上記取組方針の基に、取締役会において承認されたも

のについて、経営管理本部が管理しております。また、

多額の借入金は取締役会の専決事項であり、それに伴う

金利スワップ取引は取締役会の承認を受けております。

 非定型的かつ限定的な取引で、リスクも小さいと判断

されるため、規定、マニュアルの整備は行っておりませ

ん。 

(5)取引に係るリスク管理体制 

同左 

 
２．取引の時価等に関する事項 

  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） 

区分 取引の種類 
契約額等 
（千円） 

うち１年超
（千円）

時価 
（千円）

評価損益
（千円）

契約額等
（千円）

うち１年超 
（千円） 

時価 
（千円）

評価損益
（千円）

金利スワップ取引   市場取
引以外
の取引 支払固定・受取変動 80,000 － △512 △512 － － － －

合計 80,000 － △512 △512 － － － －

（注）１．時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づいて算定しております。 

２．上記金利スワップ契約における契約額等（想定元本額）は、この金額自体がデリバティブ取引

に係わる市場リスク量を示すものではありません。 
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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、確定給付型の制度として適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けております。 
 なお、退職一時金制度については、昭和 39 年から適格退職金制度への移行を段階的に行なっており、
現在の移行割合は 50％となっております。 
 

２．退職給付債務に関する事項 

 
前事業年度末 

（平成19年３月31日現在） 
当事業年度末 

（平成20年３月31日現在） 

 （単位：千円） （単位：千円） 

イ．退職給付債務（注） △1,232,254 △1,298,198 

ロ．年金資産 575,087 551,824 

ハ．未積立退職給付債務（イ＋ロ） △657,167 △746,374 

ニ．未認識数理計算上の差異 27,450 101,252 

ホ．退職給付引当金（ハ＋ニ） △629,718 △645,121 

（注） 適格退職年金の従業員拠出分を含めて記載しております。 
 
３．退職給付費用に関する事項 

 
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） 

 （単位：千円） （単位：千円） 

イ．勤務費用（注） 62,013 62,270 

ロ．利息費用 23,588 24,645 

ハ．期待運用収益 △10,231 △11,502 

ニ．数理計算上の差異の費用処理額 10,988 9,176 

ホ．退職給付費用（イ＋ロ＋ハ＋ニ） 86,358 84,589 

（注） 適格退職年金に係る従業員拠出額を控除しております。 
 
４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 
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） 

イ．退職給付見込み額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準 

ロ．割引率 2.0％ 2.0％ 

ハ．期待運用収益率 2.0％ 2.0％ 

ニ．数理計算上の差異の処理年数 10年 10年 
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（税効果会計関係） 

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 
  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） 

 繰延税金資産        

 退職給付引当金  252,863 千円   258,048 千円 

 貸倒引当金  1,890    1,858  

 賞与引当金  96,960    102,920  

 固定資産評価損  371,999    －  

 減損損失  －    113,357  

 投資有価証券評価損  18,498    18,498  

 会員権評価損  34,695    32,666  

 未払事業税  23,200    19,200  

 その他  96,943    350,746  

 繰延税金資産小計  897,050    897,296  

 評価性引当額  △679,050    △134,296  

 繰延税金資産合計  218,000    763,000  

 繰延税金負債       

  その他有価証券評価差額金  △10,434    －  

 繰延税金負債合計  △10,434    －  

 繰延税金資産（△負債）の純額  207,566    763,000  

 
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 
  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） 

 法定実効税率  40.0 ％

 （調整）   

 交際費等永久に損金算入されない項目  1.7  

 住民税均等割等  2.8  

 評価性引当額の増減等  △62.9  

 その他  5.7

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 

 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。 

 △12.7
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（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）及び当事業年度（自平成 19 年４月１日 至
平成 20 年３月 31 日）ともに関連会社はなく該当事項はありません。 
 
（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） 

 関連当事者との取引については、重要性が乏しいため、注記を省略しております。 
 
 当事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

 関連当事者との取引については、重要性が乏しいため、注記を省略しております。 
（追加情報） 
 当事業年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年10月17
日）及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号 平成18
年10月17日）を早期適用しております。 

 
（ストックオプション等関係） 
 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ております。 
 

（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 203,905円66銭 

１株当たり当期純利益 17,143円67銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 17,043円14銭 
 

１株当たり純資産額 227,589円09銭 

１株当たり当期純利益 30,504円90銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 30,340円75銭 
 

（注）１．１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、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）

１株当たり当期純利益   

当期純利益（千円） 555,112 975,394 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) 

普通株式に係る当期純利益（千円） 555,112 975,394 

普通株式の期中平均株式数（株） 32,380 31,975 

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

当期純利益調整額 － － 

普通株式増加数（株） 191 173 

（うち新株予約権） (191) (173) 

 
２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前事業年度末 

（平成19年３月31日） 

当事業年度末 

（平成20年３月31日） 

純資産の部の合計額（千円） 6,517,232 7,277,843 

純資産の部の合計額から控除する金額 

（千円） 
－ － 

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 6,517,232 7,277,843 

１株当たり純資産額の算定に用いられた期

末の普通株式の数（株） 
31,962 31,978 

 
 
（重要な後発事象） 
該当事項はありません。 
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５．生産、受注及び販売の状況 
(1)生産実績 

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）

増減 
区分 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 増減率（％）

配電制御設備 14,580,077 15,491,698 911,620 6.3 

計 14,580,077 15,491,698 911,620 6.3 

（注）表示金額は、販売価格によっており、消費税等は含んでおりません。 
 
(2)受注状況 

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）

増減 

区分 

受注高 

（千円） 

受注残高 

（千円） 

受注高 

（千円） 

受注残高 

（千円） 

受注高 

（千円） 

受注残高 

（千円） 

配電制御設備 14,051,097 7,062,113 16,713,457 7,951,296 2,662,359 889,182

計 14,051,097 7,062,113 16,713,457 7,951,296 2,662,359 889,182

（注）表示金額は、消費税等は含んでおりません。 
 
(3)販売実績 

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）

増減 
区分 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 増減率（％）

配電制御設備 14,255,666 15,824,274 1,568,608 11.0 

計 14,255,666 15,824,274 1,568,608 11.0 

（注）１．表示金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は、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） 

販売先 金額（千円） 割合（％） 販売先 金額（千円） 割合（％）

㈱きんでん 3,140,165 22.0 ㈱きんでん 2,984,161 18.9

㈱関電工 1,867,249 13.1 ㈱関電工 2,203,121 13.9

 
６．役員の異動 
（１）代表者の異動 
 該当事項はありません。 

 
（２）その他の役員の異動 

 該当事項はありません。 


