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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 7,205 0.3 537 8.1 546 7.9 307 29.5

19年３月期 7,181 7.7 497 22.7 507 21.5 237 21.6

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 49 74 ― ― 8.7 7.6 7.5

19年３月期 38 62 38 45 6.9 7.2 6.9

（参考）持分法投資損益 20年３月期 1,504 千円 19年３月期 1,352 千円

(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

百万円 百万円 ％ 円 銭

20年３月期 7,246 3,603 49.7 581 92

19年３月期 7,174 3,498 48.8 566 73

（参考）自己資本 20年３月期 3,603 百万円 19年３月期 3,498 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 583 △402 △81 587

19年３月期 240 △92 △62 488

２．配当の状況

１株あたり配当金 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 0 00 15 00 15 00 92 38.8 2.6

20年３月期 0 00 15 00 15 00 92 30.2 2.6

21年３月期（予想） 0 00 15 00 15 00 － 29.0 －

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 3,500 1.3 200 △7.8 200 △11.9 115 △17.9 18 57

通　期 7,300 1.3 555 3.4 550 0.7 320 4.2 51 68
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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、21ページ「重要な会計方針の変更」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 6,440,450 株 19年３月期 6,440,450 株

②　期末自己株式数 20年３月期 247,930 株 19年３月期 267,930 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

　上記に記載した業績予想につきましては、本資料の発表日において入手可能な情報に基づき判断したものであり、

実際の業績は今後の様々な要因によって予測数値と異なる可能性があります。

　なお、上記予想に関する事項は添付書類の４ページを参照してください。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

①　経営成績

  当事業年度のわが国経済は、輸出の増加に支えられ景気は高い水準を維持しておりましたが、年度後半以降は、

米国のサブプライムローン問題の深刻化による株式市場の下落、急激な為替変動、原油価格の高騰などの影響に

より先行き不透明感が高まり、これまでの景気回復一辺倒の流れから、業界ごとに好不況が分かれ産業全般とし

ては、まだら模様の展開となりました。

　このような状況のもと、当社を取り巻く受注環境も、市場別では水処理・環境分野が、改正建築基準法の影響

でビルの空調・ボイラー関係で伸び悩むとともに、環境装置メーカー向け受注も厳しく推移しました。一方、

ファインケミカル分野や食品分野では、引き続き「ファクトリーソリューション営業部」を中心に新規ユーザー

の開拓に注力しその落ち込みを埋めることが出来ました。

　製品別では、中小型汎用定量ポンプは減少しましたが、スムーズフローを中心とした付加価値のある装置類が

売上を伸ばしました。

　また、当社は近年「ポンプ道場（移動型ポンプ研修施設）」や東京支社内のショールーム・セミナールーム等

を活用して「スムーズフローポンプ（無脈動定量ポンプ）」の認知活動を続けてきました。その成果として当社

生産本部へもたくさんのユーザーが来られるようになり、ハイレベルな試験・検査の機会が増えております。当

事業年度には、生産本部内にもショールーム及び立会い検査室を新設し、より多くのニーズにこたえる体制を整

備し、今後の販売拡充の支えとします。

  以上の結果、当事業年度の売上高は72億５百万円（前期比0.3%増）と微増ながら、利益面におきましては、s

新市場向け高付加価値商品の増加や値上げの効果等から粗利率がアップし、営業利益５億37百万円（前期比8.1%

増）、経常利益５億46百万円（前期比7.9%増）となり、特別損失の減少も相まって当期純利益３億７百万円（前

期比29.5%増）と増益を遂げました。

 

　部門別の概況は次のとおりであります。 

 【定量ポンプ部門】 

  定量ポンプ部門では、景気の減速に伴う設備投資の手控えがプラントメーカーからの受注減につながり、改正

建築基準法の影響で中小型汎用ポンプが伸び悩みました。また、環境装置メーカー向けや上水道の滅菌等をはじ

めとした官庁需要も低迷しました。

  一方、コア商品である高精密ポンプのスムーズフローシリーズは、ＩＴ関連産業向けシステムの納入をはじめ

としてファインケミカル分野や食品分野などに用途が広がりましたが、汎用ポンプの落ち込みをカバーするには

到りませんでした。しかしながら、インケム東京(化学プラントショー)への出展や、「ポンプ道場（移動型ポン

プ研修施設）」による積極的な販売促進活動と、数年来のユーザーダイレクト営業により、スムーズフローポン

プが幅広い市場で着実に認知されつつあります。

  以上の結果、定量ポンプ部門の売上高は、33億20百万円（前期比2.6%減）となりました。

 

   【ケミカル移送ポンプ部門】

　ケミカル移送ポンプ部門では、エアー駆動式ダイヤフラムポンプが、化学・環境装置用を中心に堅調に推移し

ました。また、高耐蝕ポンプ（ムンシュポンプ）につきましても鉄鋼、非鉄、化学業界向けに、前期以上の実績

を上げる事が出来ました。以上のポンプは消耗部品のリピートが見込め、実績の蓄積に伴い部品の売上も増加し

ました。

　以上の結果、ケミカル移送ポンプ部門の売上高は、７億67百万円（前期比6.1％増）となりました。 

 

 　【計測機器・装置部門】

  計測機器・装置部門では、ポンプと周辺機器を組み合わせた薬品供給システムの内、ボイラー用ＰＨ中和装置

は設備投資低迷の影響を受けて伸び悩みましたが、スムーズフローポンプを搭載したシステムは先端産業などで

の評価が高く、リピート案件が増えました。

　また、5月には「FOOMA（国際食品展）」で新型殺菌装置「サラファイン」がデビュー。従来の食品市場での殺

菌をはじめ、新しい業界への足がかりもできつつあり、次期以降の業績貢献に大いに期待できます。

　以上の結果、計測機器・装置部門の売上高は、16億36百万円（前期比7.2％増）となりました。
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 　【流体機器部門】

　流体機器部門につきましては、プラント案件の低迷で攪拌装置は減少しましたが、ＩＴ関連産業向け液体供給

システムやポリマー用熱交換器等大口物件が売上に寄与しました。

　以上の結果、流体機器部門の売上高は、５億68百万円（前期比1.0％増）となりました。 

 

 　【ケミカルタンク部門】

 　　　ケミカルタンク部門につきましては、大型ポリエチレンタンクの売上が増加しました。

　　　 以上の結果、ケミカルタンク部門の売上高は、６億円（前期比3.6%増）となりました。

 

   【その他】

  その他には、ウェルネス事業部の売上と立会調整費やメンテナンスの売上が含まれますが、前期にウェルネス

事業部の学校向け備品の特需があったため、当期は減収となりました。その結果、その他の売上高は、３億12百

万円（前期比18.1％減）となりました。

 

 　②　次期の見通し

　平成21年３月期につきましては、米国経済の減速による世界経済に与える影響が懸念されていることに加え、

円高や原材料価格の上昇等の懸念材料もあり、景気は先行き不透明な状況にあります。

　こういったなか、当社を取り巻く環境は、水処理・環境分野では汎用定量ポンプの受注回復には未だ時間がか

かるものと予想されます。一方、ファインケミカル分野や食品分野は引き続き底堅い受注が期待できます。ス

ムーズフローポンプ及びシステムの専門特化した用途開発を進めるとともに、ユーザーダイレクト営業を強化し

販売にあたってまいります。

　以上により、次期の業績につきましては、売上高73億円、営業利益５億55百万円、経常利益５億50百万円、当

期純利益３億20百万円を見込んでおります。

 

(2）財政状態に関する分析

  当事業年度末の総資産は、前事業年度末に比べて72百万円増加し、72億46百万円となりました。主な増減内訳

は、現金及び預金の増加87百万円、投資有価証券の増加41百万円及び繰延税金資産(長期）の増加89百万円と受

取手形及び売掛金の減少１億90百万円であります。

　負債につきましては、前事業年度末に比べて32百万円減少し、36億43百万円になりました。主な増減内訳は、

未払法人税等の増加54百万円と買掛金の減少52百万円及び未払金の減少42百万円であります。

　また、純資産は、１億５百万円増加し、36億３百万円となりました。主な増減内訳は、利益の増加を反映して

株主資本が２億25百万円増加したのに対し、その他有価証券の時価の下落によるその他有価証券評価差額金が１

億20百万円減少したことによるものであります。

 　　

　当事業年度におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

 

　当事業年度末における現金及び現金同等物は、前事業年度末にくらべて99百万円収入が増加し、５億87百万円

となりました。

　各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

 

　営業活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度と比べて３億43百万円収入が増加し、５億83百万円の収入

となりました。これは主に、税引前当期純利益５億13百万円、減価償却費１億76百万円及び売上債権の減少１億

90百万円の収入と、棚卸資産の増加67百万円、仕入債務の減少52百万円及び法人税等の納付額１億63百万円の支

出によるものであります。

 

　投資活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度と比べて３億９百万円支出が増加し、４億２百万円の支出

となりました。これは主に、有形固定資産の取得１億58百万円及び投資有価証券の取得２億43百万円の支出によ

るものであります。

 

　財務活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度と比べて19百万円支出が増加し、81百万円の支出となりま

した。これは主に、配当金の支払91百万円によるものであります。
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 　　また、当社のキャッシュ・フローの指標は次のとおりです。

 

　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  49.0％  48.8％  49.7％

時価ベースの自己資本比率  50.1％  48.3％  38.9％

キャッシュ・フロー対有利子負債比率  1.5年  2.5年  1.0年

インタレスト・カバレッジ・レシオ 33.6  16.8  37.3

 　・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／利息の支払額

（注１）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。

（注２）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。

（注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

います。

 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　当社は株主各位への利益還元を経営の最重要課題と位置づけており、常にこの方針のもとに企業経営を行

い、収益力の向上、財務体質の強化をはかりながら継続的、安定的な配当を実施してまいりたいと考えてお

ります。

　当社は期末配当と中間配当の年２回の剰余金の配当を行なうことを基本方針としており、これらの剰余金の

配当の決定機関は、期末配当につきましては株主総会、中間配当につきましては取締役会であります。

　当事業年度の配当につきましては、１株当たり15円の期末配当を株主総会に付議する予定にしております。

また、次期の配当につきましても同様に１株当たり15円を予定しております。

(4）事業等のリスク

 ①　品質保証

　当社は品質システムISO9001の認証をいち早く取得し、日ごろから品質保証には細心の注意を払っており

ます。しかしながら万が一製品に欠陥が発生した場合には、当社の業績、財務状況及び社会的評価等に悪影

響を及ぼす可能性があります。

② 　材料価格の変動

　当社の製品は、鋼材及び樹脂製品からなる部分が少なからずあり、その仕入価格は市場価格の変動の影響

を受けることがあります。需給関係の動向等が原材料価格の上昇を引き起こし販売価格への転嫁がうまく進

まない場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

③　貸倒れリスク

　取引先の信用不安により予期せぬ貸倒れリスクが顕在化し、追加的な損失や引当の計上が必要となる場合

には、当社の業績及び財務状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

④ 退職給付債務

　退職年金資産運用の結果が前提条件と異なる場合、その影響額(数理計算上の差異)はその発生の事業年度

から10年間で均等償却することとしています。年金資産の運用利回りの悪化や超低金利の長期化による割引

率の低下等が、当社の翌事業年度以降の業績及び財務状態に悪影響を与える可能性があります。また、退職

給付制度の変更により過去勤務債務が発生する可能性があります。

⑤ 為替変動のリスク

　当社は製品及び材料仕入の一部を外貨建で輸入しております。為替変動のリスクに対して為替予約による

リスクヘッジ等を行っておりますが、過度の円安が業績及び財務状況に影響を及ぼす恐れがあります。
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⑥ 天災によるリスク

　当社製品の生産工場は第１、第２、第３工場とも兵庫県朝来市にあり地震等で被害を受けた場合には、当

社の業績に大きな影響を及ぼす可能性があります。

 

⑦ システム関連のリスク

　業務を円滑に行うため、ハードウェア・ソフトウェアの障害防止、コンピュータウイルス等による障害防

止のために万全を期しております。

しかし、システム・サーバーダウン、コンピュータハッカーの侵入、ウイルス等による破壊的な影響を受け

る場合が有り得ます。システムに重大なトラブルが発生した場合には、受注・生産活動に支障が起こり当社

の業績に悪影響を及ぼすと同時に社会的評価も低下させる可能性があります。

株式会社タクミナ（６３２２）平成 20 年 3 月期決算短信(非連結）

－ 6 －



２．企業集団の状況
  

  当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（株式会社タクミナ）及び関連会社１社により構成さ

れており、定量ポンプ、ケミカル移送ポンプ、流体機器、計測機器・装置、ケミカルタンクの製造及び販売

を行っており、水処理、滅菌、食品、化学、半導体および環境保全などの分野で使用されております。

　当事業年度末における、当社グループの事業内容及び当社と関連会社の当該事業に係る位置付けは次のと

おりであります。

 

 

 

（一般顧客等） 

生産本部 
（製造部門） 

営業本部 
（支店・営業所） 

加工、組立、 
塗装等 

 
販売部門 

ウェルネス事業部 
(ホテル、アスレチック) 

定量ポンプ部門 
ケミカル移送ポンプ部門 
計測機器部門 
流体機器部門 
ケミカルタンク部門 
その他部門（保守・メンテナンス） 

（部  門） 

当社 （株式会社タクミナ） 

（国内ユーザー）       （海外ユーザー） 

タクミナエンジニアリング 
株式会社 

保守・メンテナンス 

関連会社 

メンテナンス 

製品の販売及び保守等 輸出 

(注）前事業年度末に非連結子会社であった　Tacmina(Thailand)Co.,LTD　は平成20年2月15日をもって清算

いたしました。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

  当社は、＜企業理念＞で『常にお客様の立場で物事を考え、個性豊かな人間と、独創的な技術で世界に役立

つ』と顧客第一の立場を鮮明にし、また＜タクミナの使命＞として、あらゆる産業の液体を高精度・高効率に送

るポンプのメーカーであること、殺菌をはじめとするポンプの応用技術で水と環境の分野に安全と安心を提供す

ることなど、「事業領域」をより明確に打ち出しております。

  この方針のもと、お客様の満足度の高い製品・サービスが提供できる企業を実現し、ポンプのメーカーとして

サステナブルな（持続性のある）社会にとってなくてはならない企業として世界貢献を果たし、ステークホル

ダーとの共存共栄を続けられる企業を目指しております。

 

(2）目標とする経営指標

  当社は、主な経営指標としてＲＯＥ（株主資本純利益率）及びＲＯＡ（総資産経常利益率）を活用しており

ます。収益構造の改革、コストダウン、資産の効率的運用などによりその改善をはかり、企業価値の一層の向

上を目指していきます。

 

(3）中長期的な会社の経営戦略

 「お客様のニーズの重視」との考えに基づき、以下の３項目を経営戦略としています。

①　顧客対応力の強化

  商品・サービス・社内体制などの改革を通じて、提案力・情報提供力・スピードの向上をはかり、より複

雑化する顧客ニーズへの対応と顧客満足度の向上を目指しております。具体的には引き続き＜ポンプ道場

（ポンプ研修施設）＞・＜動くポンプ道場（トラックを利用した移動型ポンプ研修施設）＞＜ショールーム

＞を活用した商品知識トレーニングにより社員のスキルアップや顧客への啓蒙活動を行い、営業面において

は生産工場への提案営業部隊であるファクトリーソリューション営業部を拡充し、製品単品ばかりでなく、

組み合わせ商品・装置などとの「新しい出会い（新規市場・新規顧客・新用途）」を増やす活動をさらに強

化します。

②　海外事業基盤の増強

  広範囲の市場が見込める世界トップレベルの製品を柱に、海外市場・海外規格対応品の開発など積極的に

展開中であり、業界でも他に例を見ないユニークな製品を活用してブランド浸透及びブランド確立の実現を

目指しております。また、販売ネットワークの整備（新拠点・新代理店の設置と駐在員によるサポート強

化）を通じて、海外事業基盤の強化をはかります。

③　研究開発力の強化

  コアコンピタンス（競争力のあるコア技術）における要素技術研究の充実と開発のスピードアップをはか

り、有力企業や大学などの研究機関との連携を更に強化し、国内はもとより世界の中でのオンリーワン製品

づくりを目指します。

 

(4）会社の対処すべき課題

  ポンプのメーカーとして、お客様の立場に立った独創性のある製品を提供し続けるため、以下のことを主

な課題と考えております。

①　ＣＳ活動の強化と「わかりやすい」情報発信

  お客様との接点を豊かにし、活動のすべてを「お客様の立場に立って考える」という観点から見直し、変

革します。特に「わかりやすい」情報発信（メールニュース・ホームページ・カタログ・取扱説明書・広告

宣伝など）に注力します。

②　ポンプ及びポンプ応用製品の拡充

  化学をはじめ医薬品・食品など、あらゆる産業で求められている液体の精密充填・精密混合ニーズなどに

対応して、環境に配慮したエコデザインの特定用途向けポンプ及びポンプ応用製品を拡充し、従来市場はも

ちろん新用途・新市場への展開をはかります。
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③　コアコンピタンス(競争力のあるコア技術)の追求と認知度の向上

  水の安全・安心を提供し、あらゆる産業で、高付加価値液体の理想的な移送システムを実現するため、滅

菌殺菌テクノロジーの追求から生まれるユニークな製品・装置に加え、「スムーズフロー」ブランドに代表

されるダイヤフラム（隔膜）方式ポンプの利点（液漏れゼロ・液質を変化させない・超高精度など）につい

て、認知度の向上をはかり、その特長をさらに追求します。
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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 586,317 674,167 87,850

２．受取手形 ＊３ 1,434,794 1,327,819 △106,974

３．売掛金 1,935,701 1,852,190 △83,510

４．商品 6,251 7,416 1,165

５．製品 49,572 60,640 11,067

６．原材料 460,165 502,762 42,596

７．仕掛品 1,554 6,652 5,098

８．貯蔵品 27,571 35,016 7,445

９．前渡金 257 ― △257

10．前払費用 18,668 21,516 2,847

11．繰延税金資産 96,182 99,782 3,599

12．その他 13,190 24,024 10,833

貸倒引当金 △2,598 △3,321 △723

流動資産合計 4,627,628 64.5 4,608,667 63.6 △18,960

Ⅱ　固定資産

(1）有形固定資産 ＊１

１．建物 521,117 535,363 14,245

２．構築物 12,357 11,992 △365

３．機械及び装置 105,950 102,073 △3,877

４．車両運搬具 11,288 8,375 △2,912

５．工具器具備品 130,820 144,906 14,086

６．土地 ＊２ 481,427 481,427 ―

７．建設仮勘定 14,362 ― △14,362

有形固定資産合計 1,277,324 17.8 1,284,138 17.7 6,814
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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）

(2）無形固定資産

１．ソフトウエア 58,424 49,336 △9,087

２．電話加入権 9,051 9,051 ―

無形固定資産合計 67,475 0.9 58,388 0.8 △9,087

(3）投資その他の資産

１．投資有価証券 545,030 586,584 41,553

２．関係会社株式 46,530 3,000 △43,530

３．出資金 650 600 △50

４．関係会社長期貸付
金

5,505 ― △5,505

５．従業員長期貸付金 9,178 7,323 △1,855

６．破産更生債権等 8,529 2,636 △5,892

７．長期前払費用 9,000 11,566 2,565

８．繰延税金資産 180,392 269,805 89,413

９．差入保証金 98,721 103,459 4,737

10．保険積立金 77,921 85,581 7,660

11．長期性預金 200,000 200,000 ―

12. その他 28,766 27,766 △1,000

貸倒引当金 △8,539 △2,642 5,897

投資その他の資産合
計

1,201,686 16.8 1,295,681 17.9 93,995

固定資産合計 2,546,486 35.5 2,638,209 36.4 91,722

資産合計 7,174,114 100.0 7,246,876 100.0 72,761
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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．支払手形 1,108,684 1,109,129 445

２．買掛金 515,287 462,750 △52,537

３．短期借入金 204,000 203,500 △500

４．１年以内返済予定長
期借入金

― 270,000 270,000

５．未払金 152,168 109,352 △42,816

６．未払費用 68,794 68,159 △635

７．未払法人税等 82,515 137,145 54,630

８．前受金 1,082 3,649 2,566

９．預り金 23,106 22,322 △783

10．賞与引当金 178,514 181,800 3,286

11. 役員賞与引当金 20,000 ― △20,000

12．その他 27,925 28,334 409

流動負債合計 2,382,079 33.2 2,596,142 35.8 214,063

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 400,000 130,000 △270,000

２．再評価に係る繰延税
金負債

43,024 43,024 ―

３．退職給付引当金 670,328 684,181 13,853

４．役員退職慰労引当金 180,517 189,992 9,474

固定負債合計 1,293,869 18.0 1,047,197 14.5 △246,671

負債合計 3,675,949 51.2 3,643,340 50.3 △32,608
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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   892,998 12.5  892,998 12.3 ―

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  730,598   730,598    

(2）その他資本剰余金         

    自己株式処分差益  646   1,060    

資本剰余金合計   731,245 10.2  731,659 10.1 414

３．利益剰余金         

(1）利益準備金  91,989   91,989    

(2）その他利益剰余金         

配当平均積立金  90,000   90,000    

別途積立金  1,200,000   1,200,000    

繰越利益剰余金  417,141   632,374    

利益剰余金合計   1,799,130 25.1  2,014,363 27.8 215,232

４．自己株式   △133,774 △1.9  △123,788 △1.7 9,985

株主資本合計   3,289,599 45.9  3,515,232 48.5 225,632

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価
差額金

  202,925 2.8  82,827 1.1 △120,098

２．繰延ヘッジ損益   916 0.0  751 0.0 △164

３．土地再評価差額金 ＊２  4,724 0.1  4,724 0.1 ―

評価・換算差額等合計   208,565 2.9  88,302 1.2 △120,263

純資産合計   3,498,165 48.8  3,603,535 49.7 105,369

負債純資産合計   7,174,114 100.0  7,246,876 100.0 72,761
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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  7,181,571 100.0  7,205,516 100.0 23,944

Ⅱ　売上原価  4,448,447 61.9  4,395,253 61.0 △53,193

売上総利益 2,733,124 38.1 2,810,262 39.0 77,138

Ⅲ　販売費及び一般管理費  2,235,722 31.2  2,272,583 31.6 36,861

営業利益 497,402 6.9 537,678 7.4 40,276

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息及び配当金 10,231 13,460

２．その他 15,514 25,746 0.4 12,907 26,368 0.4 621

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 14,105 15,635

２．その他 1,924 16,030 0.2 1,461 17,097 0.2 1,066

経常利益 507,118 7.1 546,949 7.6 39,831

Ⅵ　特別利益

１．固定資産売却益  10 ―

２．貸倒引当金戻入益  7,774 7,785 0.1 ― ― ― △7,785

Ⅶ　特別損失

１．固定資産除売却損  4,027 7,205

２．50周年記念行事費用 51,721   ―    

３．子会社清算損 ― 55,748 0.8 26,286 33,491 0.5 △22,256

税引前当期純利益 459,155 6.4 513,458 7.1 54,303

法人税、住民税及び事
業税

172,467 217,468

法人税等調整額 49,021 221,488 3.1 △11,830 205,637 2.8 △15,851

当期純利益 237,666 3.3 307,820 4.3 70,154
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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

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他資本
剰余金

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
合計配当平均積

立金
別途積立金

繰越利益剰
余金

平成18年３月31日　残高
（千円）

892,998 730,598 84 730,683 91,989 90,000 1,200,000 273,234 1,655,223

事業年度中の変動額

剰余金の配当　(注）        △73,759 △73,759

役員賞与　(注）        △20,000 △20,000

当期純利益        237,666 237,666

自己株式の取得          

自己株式の処分   561 561      

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）

― ― 561 561 ― ― ― 143,907 143,907

平成19年３月31日　残高
（千円）

892,998 730,598 646 731,245 91,989 90,000 1,200,000 417,141 1,799,130

株主資本  評価・換算差額等

純資産合計
 自己株式

株主資本
合計

その他有価
証券評価差
額金 

繰延ヘッジ
損益

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高
（千円）

△146,598 3,132,307 298,379 ― 4,724 303,104 3,435,411

事業年度中の変動額

剰余金の配当　(注）  △73,759     △73,759

役員賞与　(注）  △20,000     △20,000

当期純利益  237,666     237,666

自己株式の取得 △654 △654     △654

自己株式の処分 13,478 14,040     14,040

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

  △95,454 916 ― △94,538 △94,538

事業年度中の変動額合計
（千円）

12,823 157,292 △95,454 916 ― △94,538 62,754

平成19年３月31日　残高
（千円）

△133,774 3,289,599 202,925 916 4,724 208,565 3,498,165

 　　(注）平成18年６月23日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

資本準備金
その他資本
剰余金

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
合計配当平均積

立金
別途積立金

繰越利益剰
余金

平成19年３月31日　残高
（千円）

892,998 730,598 646 731,245 91,989 90,000 1,200,000 417,141 1,799,130

事業年度中の変動額

剰余金の配当　        △92,587 △92,587

当期純利益        307,820 307,820

自己株式の処分   414 414      

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）

― ― 414 414 ― ― ― 215,232 215,232

平成20年３月31日　残高
（千円）

892,998 730,598 1,060 731,659 91,989 90,000 1,200,000 632,374 2,014,363

株主資本  評価・換算差額等

純資産合計
 自己株式

株主資本
合計

その他有価
証券評価差
額金 

繰延ヘッジ
損益

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日　残高
（千円）

△133,774 3,289,599 202,925 916 4,724 208,565 3,498,165

事業年度中の変動額

剰余金の配当　  △92,587     △92,587

当期純利益  307,820     307,820

自己株式の処分 9,985 10,400     10,400

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

  △120,098 △164 ― △120,263 △120,263

事業年度中の変動額合計
（千円）

9,985 225,632 △120,098 △164 ― △120,263 105,369

平成20年３月31日　残高
（千円）

△123,788 3,515,232 82,827 751 4,724 88,302 3,603,535
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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 459,155 513,458 54,303

減価償却費 155,199 176,047 20,848

退職給付引当金の増減額（△は減少
額）

△145 13,853 13,998

役員退職慰労引当金の増減額（△は
減少額）

△5,246 9,474 14,720

貸倒引当金の減少額 △101,695 △5,174 96,521

賞与引当金の増加額 20,714 3,286 △17,428

役員賞与引当金の増減額 （△は減少
額）

20,000 △20,000 △40,000

受取利息及び配当金 △10,231 △13,460 △3,229

支払利息 14,105 15,635 1,530

為替差損益(△は差益） 437 △264 △701

固定資産除売却損益 4,016 7,205 3,189

投資有価証券売却益 △1,269 0 1,269

 子会社清算損 ― 26,286 26,286

売上債権の増減額 （△は増加額） △207,074 190,771 397,845

たな卸資産の増加額 △24,450 △67,372 △42,922

仕入債務の増減額（△は減少額） 81,034 △52,092 △133,126

未払消費税等の増減額（△は減少額） 25,592 △30,564 △56,156

その他資産の増減額（△は増加額） 41,312 △7,589 △48,901

その他負債の増減額（△は減少額） 27,816 △11,521 △39,337

役員賞与の支払額 △20,000 ― 20,000

その他 ― 1,078 1,078

小計 479,270 749,056 269,786

利息及び配当金の受取額 9,061 13,812 4,751

利息の支払額 △14,278 △15,645 △1,367

法人税等の納付額 △233,263 △163,365 69,898

営業活動によるキャッシュ・フロー 240,788 583,857 343,069
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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

定期預金の預入による支出 △174,000 △107,300 66,700

定期預金の払戻による収入 162,000 119,300 △42,700

有形固定資産の取得による支出 △88,327 △158,397 △70,070

有形固定資産の売却による収入 364 ― △364

有形固定資産の除却による支出 ― △967 △967

無形固定資産の取得による支出 △13,667 △18,927 △5,260

投資有価証券の取得による支出 △57,077 △243,802 △186,725

投資有価証券の売却による収入 79,011 1 △79,010

貸付けによる支出 △4,065 ― 4,065

関係会社貸付金の回収による収入 ― 5,505 5,505

貸付金の回収による収入 3,215 2,296 △919

投資活動によるキャッシュ・フロー △92,546 △402,291 △309,745

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 850,000 740,000 △110,000

短期借入金の返済による支出 △852,000 △740,500 111,500

長期借入れによる収入 400,000 ― △400,000

長期借入金の返済による支出 △400,000 ― 400,000

自己株式の取得による支出 △654 ― 654

自己株式の売却による収入 14,040 10,400 △3,640

配当金の支払額 △73,554 △91,879 △18,325

財務活動によるキャッシュ・フロー △62,168 △81,979 △19,811

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,412 264 1,676

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額 84,661 99,850 15,189

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 403,356 488,017 84,661

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ＊ 488,017 587,867 99,850
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(5) 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

(1) 子会社株式及び関連会社株式

　移動平均法による原価法

(1）関連会社株式

同左

(2）その他有価証券

時価のあるもの

　決算期末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）

(2）その他有価証券

時価のあるもの

同左

時価のないもの

　移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

２．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法

デリバティブ

　時価法

デリバティブ

同左

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

　総平均法による原価法 同左

４．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法

　なお、主な資産の耐用年数は以下のと

おりであります。

建物　　　　　　　　　　10～50年

機械及び装置　　　　　　５～14年

工具器具備品　　　　　　２～15年

(1）有形固定資産

同左

(2）無形固定資産

　定額法

　ソフトウエア（自社利用）については、

社内における利用可能期間（５年）に基

づく定額法を採用しております。

(2）無形固定資産

同左

(3）長期前払費用

　定額法

(3）長期前払費用

同左

５．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、決算期末日の直

物為替相場により円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しております。

同左

６．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）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に充てるため、当

事業年度に負担すべき支給見込額を計上

しております。

(2）賞与引当金

同左

(3）役員賞与引当金 

　取締役の賞与の支給に充てるため、当

事業年度に負担すべき支給見込額を計上

しております。 

(3）　　　　　　　－
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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）

 (4）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき、計上しておりま

す。

　なお、数理計算上の差異は、その発生

時の従業員の平均残存勤務期間以内の一

定年数（10年）による定額法により按分

した額をそれぞれ発生の翌事業年度から

費用処理することとしております。

(4）退職給付引当金

同左

(5）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備えるため、

当社内規に基づく期末退職慰労金要支給

額を計上しております。

(5）役員退職慰労引当金

同左

７．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。

同左

８．ヘッジ会計の方法 ①　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用しております。

また、為替変動リスクのヘッジについて

振当処理の要件を充たしている場合には

振当処理を、金利スワップについて特例

処理の条件を充たしている場合には特例

処理を採用しております。

①　ヘッジ会計の方法

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

　金利スワップ、為替予約

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

同左

ヘッジ対象

　借入金、外貨建売上債権・仕入債務

及び外貨建予定取引

ヘッジ対象

同左

③　ヘッジ方針

　借入金の金利変動リスク及び外貨建債

権債務の為替変動リスクを回避するため、

対象債権債務の範囲内でヘッジを行って

おります。

③　ヘッジ方針

同左

④　ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象の相場変動又はキャッ

シュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の

相場変動又はキャッシュ・フロー変動の

累計を比較し、その変動額の比率によっ

て有効性を評価しております。

　ただし、特例処理によっているスワッ

プについては、有効性の評価を省略して

おります。

④　ヘッジ有効性評価の方法

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）

９．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

投資からなっています。

同左

10．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

(1）消費税等の会計処理

　税抜方式を採用しております。

(1）消費税等の会計処理

同左

(6) 重要な会計方針の変更

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）

 ―   (固定資産の減価償却方法の変更）

 

  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

法人税法に基づく定率法に変更しております。

　これにより営業利益、経常利益及び当期純利益は、そ

れぞれ8,520千円減少しております。

 (貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等） ―

　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。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は、3,497,249千円

であります。

　なお、財務諸表等規則の改正により、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、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

計基準第4号　平成17年11月29日）の適用に伴い、役員賞与

を発生した期間の費用として会計処理しております。

　これにより、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益

は、従来の方法によった場合と比較してそれぞれ20,000千

円減少しております。
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追加情報

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）

― （有形固定資産の減価償却方法）

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

益は、それぞれ8,153千円減少しております。

(7) 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　減価償却累計額 2,190,420千円 ＊１　減価償却累計額     2,239,080千円

＊２　土地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、

土地再評価差額金を純資産の部に計上しております。

＊２　土地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、

土地再評価差額金を純資産の部に計上しております。

(1）再評価の方法 (1）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４号に定める「当

該事業用土地について地価税法第16条に規定する地

価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価格を算

定するために国税庁長官が定めて公表した方法によ

り算出した価額に合理的な調査を行って算出する方

法」を採用しております。

　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４号に定める「当

該事業用土地について地価税法第16条に規定する地

価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価格を算

定するために国税庁長官が定めて公表した方法によ

り算出した価額に合理的な調査を行って算出する方

法」を採用しております。

(2)再評価を行った年月日　　　平成14年３月31日 (2)再評価を行った年月日　　　平成14年３月31日

(3)再評価を行った土地の期末にお

ける時価と再評価後の帳簿価額

との差額

    △50,158千円

(3)再評価を行った土地の期末にお

ける時価と再評価後の帳簿価額

との差額

    △52,296千円

＊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、当事業年

度の末日は金融機関の休日であったため、受取手形

残高に126,871千円期末日満期手形が含まれており

ます。 

＊３　　　　　　　　　　―
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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 6,440,450 ― ― 6,440,450

合計 6,440,450 ― ― 6,440,450

自己株式

普通株式 293,830 1,100 27,000 267,930

合計 293,830 1,100 27,000 267,930

 　(注）１．自己株式の株式数の増加1,100株は、単元未満株式の買取によるものであります。

        ２．自己株式の株式数の減少27,000株は、ストックオプションの権利行使に伴う処分によるものであります。

 

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18年６月23日

定時株主総会
普通株式 73,759 12.00 平成18年３月31日 平成18年６月23日

 (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力日が翌事業年度となるもの

（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22日

定時株主総会
普通株式 92,587 利益剰余金 15.00 平成19年３月31日 平成19年６月25日

 　(注）創業50周年の記念配当３円を含んでおります。
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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）

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 6,440,450 ― ― 6,440,450

合計 6,440,450 ― ― 6,440,450

自己株式

普通株式 267,930 ― 20,000 247,930

合計 267,930 ― 20,000 247,930

 　(注） 自己株式の株式数の減少20,000株は、ストックオプションの権利行使に伴う処分によるものであります。

        

 

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22日

定時株主総会
普通株式 92,587 15.00 平成19年３月31日 平成19年６月25日

     (注）創業50周年の記念配当３円を含んでおります。

 

 (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力日が翌事業年度となるもの

（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20日

定時株主総会
普通株式 92,887 利益剰余金 15.00 平成20年３月31日 平成20年６月23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

現金及び預金勘定     586,317千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △98,300

現金及び現金同等物 488,017

現金及び預金勘定    674,167千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △86,300

現金及び現金同等物 587,867

 

（リース取引関係）

     決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため、開示を省略しております。
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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 163,872 503,802 339,930 165,536 329,309 163,772

(2）債券 ― ― ― ― ― ―

(3）その他 ― ― ― ― ― ―

小計 163,872 503,802 339,930 165,536 329,309 163,772

貸借対照表計上額

が取得原価を超え

ないもの

(1）株式 250 228 △22 39,987 37,756 △2,231

(2）債券 ― ― ― 100,000 77,198 △22,802

(3）その他 ― ― ― ― ― ―

小計 250 228 △22 139,987 114,954 △25,033

合計 164,122 504,030 339,908 305,524 444,263 138,738

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

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）

貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 41,000 43,400

投資事業有限責任組合への出資 ― 98,921

３．その他有価証券の売却額

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）

売却額 (千円) 53,411 1

売却益の合計額 (千円) 1,269 0

（デリバティブ取引関係）

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

 

（持分法投資損益等）

　前事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

関連会社に対する投資の金額（千円） 3,000

持分法を適用した場合の投資の金額（千円） 13,592

持分法を適用した場合の投資利益の金額（千円） 1,352

　当事業年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

関連会社に対する投資の金額（千円） 3,000

持分法を適用した場合の投資の金額（千円） 15,097

持分法を適用した場合の投資利益の金額（千円） 1,504
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（関連当事者との取引）

 　　　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。

 

 

（税効果会計関係）

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．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

賞与引当金      71,941千円

未払事業税 8,306

有形固定資産 33,754

貸倒引当金 1,702

退職給付引当金 270,142

役員退職慰労引当金 72,748

その他 20,989

繰延税金資産小計 479,585

評価性引当額 △65,409

　繰延税金資産合計 414,176

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △136,983

 繰延ヘッジ利益 △618

　繰延税金負債合計 △137,601

 繰延税金資産の純額 276,574

繰延税金資産

賞与引当金        73,265千円

未払事業税 11,962

有形固定資産 35,647

貸倒引当金 467

退職給付引当金 275,725

役員退職慰労引当金 76,566

その他 19,699

繰延税金資産小計 493,334

評価性引当額 △67,327

　繰延税金資産合計 426,006

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △55,911

 繰延ヘッジ利益 △507

　繰延税金負債合計 △56,418

 繰延税金資産の純額 369,588

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

との差異の主な原因別の内訳

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

との差異の主な原因別の内訳

法定実効税率 40.3％

（調 整）

交際費等損金不算入項目 1.0

受取配当金等益金不算入項目 △0.3

住民税均等割 2.8

研究開発費の税額控除 △5.6

  評価性引当額の増減 8.0

その他 2.0

税効果会計適用後の法人税等の負担率 48.2％

法定実効税率 40.3％

（調 整）

交際費等損金不算入項目 0.8

受取配当金等益金不算入項目 △0.3

住民税均等割 2.5

研究開発費等の税額控除 △3.6

  評価性引当額の増減 0.3

税効果会計適用後の法人税等の負担率 40.0％
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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、内規に基づく社内積立の退職一時金制度のほか確定給付企業年金制度に加入しております。

２．退職給付債務に関する事項

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）

(1) 退職給付債務（千円）

(2) 年金資産（千円）

(3) 未積立退職給付債務 (1)＋(2)（千円）

(4) 未認識数理計算上の差異（千円）

(5) 貸借対照表計上額純額 (3)＋(4) （千円）

(6）退職給付引当金（千円）

△839,496

139,113

△700,383

30,055

△670,328

△670,328

△842,210

121,206

△721,003

36,822

△684,181

△684,181

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）

(1) 勤務費用（千円）

(2) 利息費用（千円）

(3) 期待運用収益（減算）（千円）

(4) 数理計算上の差異の費用処理額（千円）

(5) 退職給付費用 計　　　　　　　(千円）

49,361

20,808

△2,839

4,830

72,160

50,813

20,987

△3,477

6,329

74,652

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
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

(1）割引率（％） 2.5 2.5

(2）期待運用収益率（％） 2.0 2.5

(3) 退職給付見込額の期間配分方法 　　期間定額基準 　　期間定額基準

(4）過去勤務債務の額の処理年数（年） 10 10

(5）数理計算上の差異の処理年数（年） 10 10
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（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。

 

 

（１株当たり情報）

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株当たり純資産額    566円73銭       581円92銭

１株当たり当期純利益   38円62銭  49円74銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   38円45銭  ―円―銭

（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)

１株当たり当期純利益金額

当期純利益（千円） 237,666 307,820

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） 237,666 307,820

期中平均株式数（株） 6,154,423 6,188,079

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

　当期純利益調整額（千円） ― ―

　普通株式増加数 26,519 ―

（うち自己株式取得方式によるストックオ

プション）
(26,519) ―

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

――――― ―――――
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(8) 部門別売上髙・受注髙

 

 　　１．売上高

(単位：百万円）

 部　　門

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

金額  構成比 金額 構成比 金額 増減率

  %   %   %

定量ポンプ部門 3,407 47.4 3,320 46.1 △87 △2.6

ケミカル移送ポンプ部門 723 10.1 767 10.7 43 6.1

計測機器・装置部門 1,526 21.3 1,636 22.7 109 7.2

流体機器部門 562 7.8 568 7.9 5 1.0

ケミカルタンク部門 579 8.1 600 8.3 20 3.6

その他 381 5.3 312 4.3 △69 △18.1

合　　計 7,181 100.0 7,205 100.0 23 0.3

 (うち輸出） (269) (3.7)  (298)  (4.1)  (29)  (10.9)

   (注）１．当社の取扱い品目は多種多様にわたり、数量表示が困難なため、記載を省略しております。

        ２．金額には、消費税は含まれておりません。

 

 　　２．受注髙及び受注残高

  (単位：百万円）

 部　　門

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

金額  構成比 金額 構成比 金額  増減率

受

注

額

   %   %    %

定量ポンプ部門  3,436 47.2 3,322 45.3 △114 △3.3

ケミカル移送ポンプ部門 754 10.4 764 10.4 9 1.3

計測機器・装置部門 1,569 21.5 1,656 22.6 87 5.6

流体機器部門  554 7.6 683 9.3 128 23.2

ケミカルタンク部門 582 8.0 591 8.1 8 1.4

その他 384 5.3 313 4.3 △71 △18.6

合　　計 7,282 100.0 7,330 100.0 48 0.7

 (うち輸出） (290) (4.0)  (294)  (4.0) (4) (1.7) 

受

注

残

高

 定量ポンプ部門 153 31.8 154 25.5 1 1.0

 ケミカル移送ポンプ部門 118 24.5 114 19.0 △3 △2.6

 計測機器・装置部門 105 21.8 124 20.5 19 18.6

流体機器部門   66 13.7 181 29.9 115 174.2

 ケミカルタンク部門 30 6.4 21 3.6 △9 △29.6

その他 8 1.8 9 1.5 0 7.6

合    計 481 100.0 606 100.0 124 25.9

（うち輸出） (28) (5.9)  (24)  (4.1) (△3)  (△12.9)

 　(注）１．当社の取扱い品目は多種多様にわたり、数量表示が困難なため、記載を省略しております。

　　　　２．金額には、消費税は含まれておりません。
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