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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）

（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
　　 ②　①以外の変更
　　 （注）詳細は、14、15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」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） 株 株
　　 ②　期末自己株式数 株 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、27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

（％表示は対前期増減率）
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　により実際の業績が異なる可能性があります。
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㈱シンニッタン（6319） 平成２０年３月期決算短信 

定性的情報・財務諸表等 

１. 経営成績  

 （１）経営成績に関する分析 

当連結会計年度のわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発する金融収縮により米国経

済が減速傾向を示し、世界経済や国際金融市場への影響が出てきておりますが、一方では新興国を中心

とした旺盛な経済発展に支えられ、全体としては減速しつつも成長は続きました。 

国内においても、円高ドル安による輸出産業の業績の低下や原油・原材料等の価格高騰による企業収

益の圧迫から、景気の下振れ傾向が顕在化し、不透明感が高まりました。 

  当社とその連結企業（以下「当社グループ」といいます。）におきましては、主要得意先が、世界的に

伸展している自動車産業や建設機械産業であるために、根強い需要に支えられて堅調な受注を得ること

ができました。 

この結果、当期の連結ベースでの業績は、売上高で前年比９．３％増の２０９億９４百万円、経常利

益 は前年比１９．７％増の３１億６９百万円を計上することができました。当期純利益につきまして

は、役員退職慰労引当金の計上により、前年比５．９％減の１７億１0百万円となりました。 

  事業部別の状況は次の通りであります。 

   先ず主力部門であります鍛造部門では、売上高は前年比１４．４％増の１７１億６７百万円、その内で

もタイ国におけるサイアム・メタル・テクロノジー社（以下ＳＭＴ社）は２４．０％の伸びを示し、６

３億２９百万円を計上、国内の愛知県新城市所在の中部鍛工㈱、茨城県高萩市所在の高萩工場ともにそ

れぞれ増収、増益を計上することができました。営業利益は３１．５％増の２４億２百万円を計上いた

しました。しかしながら、何れも主力材料である特殊鋼ならびに副資材の値上がりも大きく価格転嫁が

おくれる傾向にあり、更に原料の大幅な上昇が見込まれることから、これらが中間素形材産業では経営

上の大きな圧迫要因となっております。 

一方、設備投資は根強い需要に対応するため、ＳＭＴ社は、本年７月には、３，０００Ｔフォージン

グプレス（ＦＰ）１基の新規稼働を予定しており、既存分とあわせて合計４基のＦＰラインが稼働いた

します。また、他の２工場もそれぞれ設備の新設や更新の計画をすすめております。何れも自己資金で

調達を予定しております。 

  他部門の内、建設用仮設機材事業部門では、前半は前年からのマンション需要の好調に支えられてき

ましたが、後半は平成１９年６月の建築基準法改正に伴う建築確認申請手続厳格化の影響による工事停

滞の影響をもろに受け、売上高・営業利益ともに前年ほぼ横ばいの売上高２１億４４百万円、営業利益

は２億９１百万円となりました。 

  また、物流機器の製造・販売部門では、主力得意先の自動車メーカーからの受注量の減少や競争激化

により、売上高は前年比１９．８％減の１６億８１百万円、営業利益は１億６５百万円となりました。 

  今後の見通しにつきましては、わが国経済は米国経済の減速と世界経済への影響、原油・原材料等の

価格の上昇、為替・株式市場の動向不安定であることなど引続き懸念材料を抱えており、今後とも景気

の状況を見極めながら、慎重に対応していく必要があります。 

 当社グループとしましては、主要原材料の特殊鋼始め鋼材の大幅な値上げや燃料に使用する重油価格

の高止まり等が予想されており、収益の圧迫要因に囲まれておりますが、引続き得意先に対しまして製

品への価格転嫁交渉を行うとともに、設備増強による得意先への安定供給を実施してまいります。 

 

 

（２）財務状態に関する分析 

 ①資産、負債及び純資産の状況 

（イ） 資産 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて、２．９％減少し、１９０億８２百万円となりました。これ

は主として自己株式の取得による現金及び預金が１３億５９百万円減少したことによります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて、６．１％増加し、１５２億３１百万円となりました。 

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて、０．９％増加し、３４３億１４百万円となりまし

た。 

 
３



㈱シンニッタン（6319） 平成２０年３月期決算短信 

（ロ） 負債 

 流動負債は、前連結会計年度末に比べて、１２．５％増加し、７７億７９百万円となりました。これ

は主として支払手形及び買掛金が６億４１百万円増加したことなどによります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて、１．３％減少し、３２億７６百万円となりました。 

この結果、負債合計は、８．０％増加し、１１０億５６百万円となりました。 

（ハ） 純資産 

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べて、２．１％減少し、２３２億５７百万円となりました。な

お自己株式の取得により、自己株式が１６億７９百万円増加（純資産は減少）しております。 

 

②キャッシュフローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末より１３

億６１百万円減少（前年は１０億４４百万円の増加）し、当連結会計年度末には、５９億２４百万円

となりました。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、３１億７４百万円（前年比９．３％の減少）

となりました。これは、主に税金等調整前当期純利益２３億８２百万円計上したことによるものであ

ります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  当連結会計年度における投資活動による資金の減少は２４億４４百万円（前年は１７億７２百万円の

減少）となりました。これは、有形固定資産の取得等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） 

  当連結会計年度における財務活動による資金の減少は２１億４３百万円（前年は６億８８百万円の減

少）となりました。これは、自己株式の取得による支出等によるものであります。 

  

 （参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 

 平成１６年3月期 平成１７年3月期 平成１８年3月期 平成１９年3月期 平成２０年3月期

自己資本比率（％） ７４．２ ６８．６ ６８．８ ６９．７ ６７．５

時価ﾍﾞｰｽの自己資本比率

(％) 
４８．１ ３９．８ ６３．４ ６４．６ ４４．７

  

 自己資本比率：自己資本／総資産 

 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

 ＊いずれも連結ベースの財務数値より計算しています。 

 ＊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。 

 ＊キャッシュ・フロー対有利子負債比率ならびにインタレストカバレッジレシオは、実質借入ゼロにて 

省略しています。 

 

（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、現在の株主の皆様への配当を充実するとともに、収益力ならびに内部留保の状況等を勘案し、

安定的かつ継続的に行うことを基本としておりますが、配当政策として業績連動の観点も加え、連結配

当性向３０％を目指してまいります。 

当期の配当金につきましては、前期比８円増額し、１株につき２０円を予定しております。 

 

 

 
４
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(４)事業等のリスク 

  当社グループの事業等のリスクとして、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、

以下のようなものがあります。 

 

 ①為替レートの変動による要因 

    当社グループの事業には、アジア地域等における製品の生産及び販売が含まれています。各地域に

おける収益・費用・資産等において、現地通貨で計上している項目は、連結財務諸表の作成のため円

換算されています。 

換算時の為替レートの変動は、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

 

 

 ②海外進出に対する要因 

物流部門の生産拠点につきましては、当社グループの合理化対策の一貫として中国へシフトをすす

めておりますが政治・経済状況の変化、或いは法規・税制環境の変化による社会的混乱で事業の遂行

に問題が生じる可能性もあります。これらの事象は、業績と財務状況に影響を与える可能性がありま

す。 

 

 

 ５



㈱シンニッタン（６３１９）平成２０年３月期決算短信

２.企業集団の状況

　当社及び当社の関係会社は、当社及び当社の連結子会社 8社で構成され、自動車・建設機械部品の鍛造品、並びに建設・土木工事用の

建設用機材及び物流機器の製造販売、さらに保険代理業務等のその他の事業活動を行っております。

　なお、次の3部門は次のとおりであり、事業の種類別ｾｸﾞﾒﾝﾄ情報の区分と同一であります。

鍛造事業

 　自動車・建設機械部品……当社が鍛造品の製造･販売するほか､子会社つくば工機株式会社は､当社より鍛工品の機械加工を受託しており

ます。子会社中部鍛工株式会社は、鍛造品の製造・販売及び、鍛工品の機械加工を行っております。子会社であるｻｲｱﾑ･ﾒﾀﾙ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社は、

タイ国で自動車部品の鍛造品の製造・販売を営んでおります。

　なお、子会社中部鍛工株式会社は、平成１９年１０月１日を合併期日として子会社東海ﾃｸﾆｶﾙｾﾝﾀｰを吸収合併しております。

建機事業

 　建設・土木工事用の建設用機材……当社が販売及びﾘｰｽを行い､子会社株式会社ｴﾇｹｰｹｰは､当社に建設用機材を製造・販売しております。

物流事業

 　物流機器……当社が販売を行い、子会社株式会社ｴﾇｹｰｹｰ及び上海日鍛金属有限公司は、当社に物流機器を製造・販売しております。

その他

 　　　　　　　　　　子会社株式会社ｴｽｴﾇﾃｲﾋﾞﾙは､賃貸ﾋﾞﾙの管理業務を行い､ｼｰｴｽｴﾇ株式会社は､当社の関係会社と金融業務を行い､

 　　　　　　　　 子会社株式会社ｼﾞｴｲ･ｴﾑ・ﾃｨは、これらの会社の保険代理業務、補助作業の受託その他業務を営んでおります。

事業の系統図は次のとおりであります。

製
品

製
品

製
品

製
品

機
械
加
工

製
品

製
品

製
品

不
動
産
管
理

金
融
業
務

補
助
作
業

の
受
託

連結子会社
（鍛造事業）
ｻｲｱﾑ･ﾒﾀﾙ･
ﾃｸﾉﾛｼﾞ-社

㈱ｴｽｴﾇﾃｨﾋﾞﾙ ｼｰｴｽｴﾇ㈱ ㈱ｼﾞｪｲ・ｴﾑ・ﾃｨ
有限公司

中部鍛工㈱ つくば工機㈱ ㈱エヌケーケー
上海日鍛金属

連結子会社 連結子会社 連結子会社
（鍛造事業） （鍛造事業） （建機事業、物流事業） （物流事業）
連結子会社 連結子会社 連結子会社 連結子会社

得　　　　　意　　　　　先

当　　　　　　　　　　社

鍛造事業 　　建機事業 物流事業 そ　の　他
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３. 経営方針 

 (１)会社の経営の基本方針 

 当社は経営理念として「常にあふれる情熱をもって、新しい価値を創造することにより、社会に貢献する」を

不変の理念として掲げ、全社員に意識の共有化をはかっております。激動する環境の変化、個人の価値観の変化、

技術開発のスピード化等に機敏に対応、挑戦するため、当社の経営方針として 

①人的資源の充実のため、能力開発の研修強化をすすめ、自己責任、目標管理を強化し、その成果を評価して

いく体制をすすめてまいります。 

②経営全般にわたって過去の系列意識からの脱却、品質、納期、コストの企業の原点に立脚した意識改革の徹

底をすすめてまいります。 

③技術開発、商品開発等の開発に注力致します。 

④海外展開を拡充致します。即ち現状のタイ鍛造工場、中国の鍛造、同建設資材、同物流工場の強化をすすめ

てまいります。 

⑤総資産の圧縮、即ち不要不急の資産の圧縮をすすめてまいります。 

 

 (２)目標とする経営指標 

  ＲＯＥ ５％以上、ＲＯＡ ５％以上は企業の一般的指標と考えております。何れも達成しております。次の目

標は、中長期戦略の中で投資収益の改善に努め、随時目標設定を検討していくこととします。 

  

 (３)中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題 

  近年内外の先進国では、バランス・シートの有形資産偏重の経営の行きづまりが露見してきております。技術

進歩や環境変化の加速、また、個人の価値観の変化は、明らかに企業に対する価値観、即ち、有形資産から無形

資産、知的資産経営への変化の主張であります。知的資産経営を安定維持発展させる根元は人的資産の充実にあ

ります。そのため当社の中長期経営戦略として次の通りとしております。 

  ① 人的資産の充実のため、人事採用と能力開発の研修強化をすすめてまいります。 

② 生産・販売システムの最適条件への追求と実行、そして国の内外拠点を含めて戦略部門の強化をすすめて 
  まいります。 

  ③ 技術職の採用と強化に注力致します。 

  ④ 当面の取り組み課題として、新商品、差別化商品の開発、更に生産性向上への取り組みとして、具体的に 

    新鍛造工法（ニアネットシェイブ化、バリレス化、設備のコンパクト化）をすすめてまいります。 

 

 

 

 

  

 

 

  



４．連結財務諸表等
（１）連 結 貸 借 対 照 表

注記 構成比 構成比

番号 （％） （％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

　１　現金及び預金 *1 7,308,357 5,949,080

　２　受取手形及び売掛金 *2 4,846,314 5,315,202

　３　有価証券 201,506 202,344

　４　たな卸資産 4,090,575 4,211,768

　５　繰延税金資産 67,780 133,353

　６　短期貸付金 2,933,905 2,794,248

　７　その他 211,245 492,997

　　　貸倒引当金 △ 13,959 △ 16,175

　　　流動資産合計 19,645,725 57.8 19,082,818 55.6

Ⅱ　固定資産

　１　有形固定資産 *1

　　（１）建物及び構築物 6,818,464 7,471,046

　　　　 減価償却累計額 △ 4,356,193 2,462,270 △ 4,542,531 2,928,515

　　（２）機械装置及び運搬具 15,770,189 17,049,741

　　　　 減価償却累計額 △ 13,744,556 2,025,632 △ 14,248,562 2,801,178

　　（３）土地 4,335,199 4,518,402

　　（４）建設仮勘定 1,094,234 194,696

　　（５）その他 1,112,066 1,265,440

　　　　 減価償却累計額 △ 672,716 439,350 △ 717,803 547,636

　　　有形固定資産合計 10,356,687 30.5 10,990,430 32.0

　２　無形固定資産 46,858 0.1 47,523 0.2

　３　投資その他の資産

　　（１）投資有価証券 3,556,810 3,669,883

　　（２）繰延税金資産 - 142,154

　　（３）その他 407,862 397,934

　　　　 貸倒引当金 △ 14,051 △ 16,528

　　　投資その他の資産合計 3,950,621 11.6 4,193,444 12.2

　　　固定資産合計 14,354,167 42.2 15,231,397 44.4

　　　資産合計 33,999,892 100.0 34,314,216 100.0

㈱ｼﾝﾆｯﾀﾝ(6319)　平成20年3月期決算短信
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注記 構成比 構成比

番号 （％） （％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

　１　支払手形及び買掛金 *2 4,914,159 5,555,334

　２　短期借入金 *1 1,024,685 1,035,174

　３　未払法人税等 368,116 573,252

　４　賞与引当金 93,228 95,177

　５　その他 *1 516,424 520,773

　　　流動負債合計 6,916,613 20.3 7,779,713 22.7

Ⅱ　固定負債

　１　長期借入金 *1 2,540,330 2,415,155

　２　繰延税金負債 469,181 - 

　３　退職給付引当金 146,777 196,617

　４　役員退職慰労引当金 - 463,820

　５　負ののれん 130,571 100,921

　６　その他 32,791 100,143

　　　固定負債合計 3,319,653 9.8 3,276,658 9.5

　　　負債合計 10,236,266 30.1 11,056,371 32.2

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

　１　資本金 7,256,723 21.4 7,256,723 21.1

　２　資本剰余金 6,872,998 20.2 6,873,019 20.0

　３　利益剰余金 9,057,141 26.6 10,423,596 30.4

　４　自己株式 △ 144,260 △ 0.4 △ 1,824,164 △ 5.3

　　　株主資本合計 23,042,602 67.8 22,729,175 66.2

Ⅱ　評価・換算差額等

　１　その他有価証券

　　　評価差額金 840,868 2.5 246,584 0.7

　２　為替換算調整勘定 △ 185,281 △ 0.6 190,468 0.6

　　　評価・換算差額等合計 655,586 1.9 437,053 1.3

Ⅲ　少数株主持分 65,436 0.2 91,615 0.3

　　　純資産合計 23,763,626 69.9 23,257,844 67.8

　　　負債・純資産合計 33,999,892 100.0 34,314,216 100.0

㈱ｼﾝﾆｯﾀﾝ(6319)　平成20年3月期決算短信
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（２）連　結  損  益  計  算  書

注記 百分比 百分比

番号 （％） （％）

Ⅰ　売上高 19,208,149 100.0 20,994,323 100.0

Ⅱ　売上原価 15,979,413 83.2 17,291,727 82.4

　　　　売上総利益 3,228,735 16.8 3,702,596 17.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費 *1 1,329,000 6.9 1,470,763 7.0

　　　　営業利益 1,899,735 9.9 2,231,833 10.6

Ⅳ　営業外収益

　　１　受取利息 349,251 342,815

　　２　作業屑等売却益 344,490 584,680

　　３　その他 238,655 932,398 4.9 287,883 1,215,379 5.8

Ⅴ　営業外費用

　　１　支払利息 46,676 106,109

　　２　退職給付費用 69,458 69,458

　　３　金型廃却費用 50,157 96,732

　　４　その他 18,481 184,773 1.0 5,908 278,209 1.3

　　　　経常利益 2,647,359 13.8 3,169,003 15.1

Ⅵ　特別利益

　　１　前期損益修正益 *2 24,492                 -

　　２　固定資産売却益 *3 176,821 18,130

　　３　投資有価証券売却益 46,772 248,086 1.3                 - 18,130 0.1

Ⅶ　特別損失

　　１　固定資産処分損 *4 353,091 350,455

　　２　投資有価証券売却損 12,277                 -

　　３　投資有価証券評価損                 - 15,038

　　４　役員退職慰労引当金繰入損                 - 433,610

　　５　出資金償還損 15,645 5,100

　　６　関係会社株式売却損 16,993 398,007 2.1                 - 804,204 3.8
　　　　税金等調整前
　　　　当期純利益 2,497,438 13.0 2,382,929 11.4
　　　　法人税、住民税
　　　　及び事業税 652,323 923,300

　　　　法人税等調整額 △ 50,414 601,909 3.1 △ 274,073 649,227 3.1

　　　　少数株主利益 77,955 0.4 22,739 0.1

　　　　当期純利益 1,817,573 9.5 1,710,963 8.2

㈱ｼﾝﾆｯﾀﾝ(6319)　平成20年3月期決算短信
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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４月１日　至　平成１９年３月３１日）

少数株主 純資産

資本 利益 自己 株主資本 その他有価証券 為替換算 評価・換算 持分 合計

剰余金 剰余金 株式 合計 評価差額金 調整勘定 差額等合計

平成18年3月31日残高

（千円）

連結会計年度中の変動額

　　剰余金の配当 △ 289,413 △ 289,413 △ 289,413

　　当期純利益 1,817,573 1,817,573 1,817,573

　　自己株式の取得 △ 132,057 △ 132,057 △ 132,057

　　自己株式の処分 9 44 54 54

　　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）

平成19年3月31日残高

（千円）

当連結会計年度（自　平成１９年４月１日　至　平成２０年３月３１日）

少数株主 純資産

資本 利益 自己 株主資本 その他有価証券 為替換算 評価・換算 持分 合計

剰余金 剰余金 株式 合計 評価差額金 調整勘定 差額等合計

平成19年3月31日残高

（千円）

連結会計年度中の変動額

　　剰余金の配当 △ 344,507 △ 344,507 △ 344,507

　　当期純利益 1,710,963 1,710,963 1,710,963

　　自己株式の取得 △ 1,679,948 △ 1,679,948 △ 1,679,948

　　自己株式の処分 21 44 66 66

　　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）

平成20年3月31日残高

（千円）
23,257,8447,256,723 6,873,019 10,423,596 △ 1,824,164 22,729,175 246,584 190,468 437,053 91,615

26,179 △ 505,781△ 313,427 △ 594,283 375,749 △ 218,533- 21 1,366,455 △ 1,679,904

26,179 △ 192,354△ 594,283 375,749 △ 218,533

65,436 23,763,62623,042,602 840,868 △ 185,281 655,5867,256,723 6,872,998 9,057,141 △ 144,260

資本金

株主資本 評価・換算差額等

23,763,6267,256,723 6,872,998 9,057,141 △ 144,260 23,042,602 840,868 △ 185,281 655,586 65,436

△ 458,576 1,097,8671,396,156 △ 200,677 360,963 160,286- 9 1,528,160 △ 132,012

△ 458,576 △ 298,289△ 200,677 360,963 160,286

524,013 22,665,75921,646,445 1,041,545 △ 546,245 495,3007,256,723 6,872,989 7,528,981 △ 12,247

資本金

㈱ｼﾝﾆｯﾀﾝ(6319)　平成20年3月期決算短信
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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 当連結会計年度
（自　平成１８年４月　１日 （自　平成１９年４月　１日
　 至　平成１９年３月３１日） 　 至　平成２０年３月３１日）

注記

番号

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 2,497,438 2,382,929

減価償却費 797,817 755,747

有価証券売却損益（益△） △ 34,494 -  

関係会社株式売却損益（益△） 16,993 -  

受取利息及び配当金 △ 389,917 △ 402,088

支払利息 46,676 106,109

賞与引当金の増減額（減少△） △ 5,643 1,949

退職給付引当金の増減額（減少△） 26,990 49,840

役員退職慰労引当金の増減額 -  463,820

売上債権の増減額（増加△） △ 391,113 △ 361,561

有形固定資産処分損 353,091 350,455

たな卸資産の増減額（増加△） 300,554 △ 16,070

仕入債務の増減額（減少△） 639,206 515,806

その他 △ 139,872 △ 250,538

小　　　　　計 3,717,726 3,596,398

利息及び配当金の受取額 389,917 402,088

利息の支払額 △ 46,676 △ 106,109

法人税等の支払額 △ 562,266 △ 718,094

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,498,700 3,174,282

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 △ 351,506 △ 202,344

有価証券の売却による収入 351,118 201,506

有形固定資産の取得による支出 △ 1,157,384 △ 1,487,634

投資有価証券の取得による支出 △ 1,424,225 △ 1,135,475

投資有価証券の売却による収入 733,474 10,244

短期貸付金の純増減額（増加△） 254,837 139,657

長期貸付けによる支出 △ 1,980 -  

長期貸付金の回収による収入 4,506 748

関係会社株式の売却による収入 39,241 -  

関係会社株式の取得による支出 △ 490,515 -  

その他 270,217 29,196

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,772,215 △ 2,444,101

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（減少△） △ 2,383,142 △ 30,000

長期借入による収入 2,150,000 -  

長期借入金の返済による支出 △ 33,792 △ 84,685

配当金の支払額 △ 289,413 △ 344,507

少数株主への配当金の支払額 -  △ 4,219

自己株式の取得による支出 △ 132,057 △ 1,679,948

自己株式の売却による収入 54 66

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 688,350 △ 2,143,294

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 6,771 51,129

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（減少△） 1,044,905 △ 1,361,984

Ⅵ　現金及び現金同等物期首残高 6,241,855 7,286,761

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 7,286,761 5,924,777

㈱ｼﾝﾆｯﾀﾝ(6319)　平成20年3月期決算短信
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㈱シンニッタン(6319) 平成20年3月期決算短信 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
前連結会計年度 

（自 平成１８年４月 １日 
至 平成１９年３月３１日） 

当連結会計年度 
（自 平成１９年４月 １日 
至 平成２０年３月３１日） 

１ 連結の範囲に関する事項 
（１） 連結子会社の数９社 

中部鍛工㈱、サイアム・メタル・テクノロジー社、㈱エ

スエヌティビル、㈱東海テクニカルセンター、 
つくば工機㈱、シーエスエヌ㈱、㈱ジェイ・エム・ティ、

㈱エヌケーケー、上海日鍛金属有限公司 
 
 
 
 

（２） 主要な非連結子会社の名称等 
 
 

２ 持分法の適用に関する事項 
（１） 持分法を適用する会社数 

 
 
（２） 持分法を適用しない会社 

 
 
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が連結決算日と異なる会社は、次のとお

りであります。 
会社名          決算日 

サイアム・メタル・テクノロジー社 １２月３１日 
上海日鍛金属有限公司       １２月３１日 

   連結子会社の決算日現在の財務諸表を使用しております。 
   なお、連結決算日との間に生じた重要な取引については必 
   要な調整を行っております。 
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 

有価証券 
その他有価証券 
時価のあるもの 

 ･･･決算期末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 
        は主として移動平均法により算定しております。）

時価のないもの 
        移動平均法による原価法 
      たな卸資産 

 評価基準  原価法 
評価方法  原材料・金型は個別法、製品・半製 
品・仕掛品・貯蔵品は移動平均法、賃貸機器は総 
平均法による原価から定額法による減耗費を控

除した額。 

１ 連結の範囲に関する事項 
（１） 連結子会社の数８社 

中部鍛工㈱、サイアム・メタル・テクノロジー社、㈱エ

スエヌティビル、つくば工機㈱、シーエスエヌ㈱、㈱ジ

ェイ・エム・ティ、㈱エヌケーケー、上海日鍛金属有限

公司 
なお、「２．企業集団の状況」に記載のとおり子会社中

部鍛工㈱は、子会社㈱東海テクニカルセンターを吸収合

併しております。 
 
（２） 主要な非連結子会社の名称等 

 
 

２ 持分法の適用に関する事項 
（１） 持分法を適用する会社数 

 
 
（２） 持分法を適用しない会社 

 
 
３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

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 

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 

同左 
たな卸資産 

同左 
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前連結会計年度 
（自 平成１８年４月 １日 
至 平成１９年３月３１日） 

当連結会計年度 
（自 平成１９年４月 １日 
至 平成２０年３月３１日） 

（２） 重要な減価償却資産の減価償却の方法 
     有形固定資産  当社及び国内連結子会社は、定率 
             法（ただし、賃貸用建物及び平成 
             １０年４月１日以降取得した建物 
             （附属設備を除く）は定額法）を 
             採用し、在外連結子会社は、定額 
             法を採用しております。 
             なお、主な耐用年数は以下のとお 
             りであります。 
             建物及び構築物   ３～５０年 
             機械装置及び運搬具 ４～１３年 
 

 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３） 重要な引当金の計上基準 

貸倒引当金   債権の貸倒れによる損失に備える 
        ために、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。 
賞与引当金   従業員に対して支給する賞与の支出 
        に充てるため、将来の支給見込額の 
        うち当連結会計年度の負担額を計上 
        しております。 
退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当 
        連結会計年度末における退職給付 
        債務及び年金資産の見込額に基づ 
        き計上しております。 
        なお、会計基準変更時差異について 
        は、１５年による均等額を費用処理 

（２） 重要な減価償却資産の減価償却の方法 
     有形固定資産  当社及び国内連結子会社は、定率法 
             （ただし、賃貸用建物及び平成１０ 
             年4月１日以降取得した建物（附属 
             設備を除く）は定額法）を採用し、 
             在外連結子会社は、定額法を採用し 
             ております。 
             なお、主な耐用年数は以下のとおり 
             であります。 
             建物及び構築物    ３～５０年 
             機械装置及び運搬具  ４～１３年 
    （会計方針の変更） 
      当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、

      当連結会計年度より、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。  
      この変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。

    （追加情報） 
      当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、

      当連結会計年度から、平成１９年３月３１日以前に取

      得した有形固定資産については、償却可能限度額まで

      償却が終了した翌年から５年間で均等償却する方法に

      よっております。 
      当該変更により、営業利益、経常利益及び税金等調整

      前当期純利益がそれぞれ53,457千円減少しておりま 
      す。 
      なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記

      載しております。 
（３） 重要な引当金の計上基準 

貸倒引当金   同左 
 
 
 
 
 
賞与引当金   同左 
 
 
 
退職給付引当金 同左 
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前連結会計年度 
（自 平成１８年４月 １日 
至 平成１９年３月３１日） 

当連結会計年度 
（自 平成１９年４月 １日 
至 平成２０年３月３１日） 

                しております。 
役員退職慰労引当金 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（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。 
（５） 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方法 
       消費税等は税抜方式を採用しております。 
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。 
６ のれん及び負ののれんの償却に関する事項 
  のれん及び負ののれんは、５年間で均等償却しております。 
７ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 
  連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金 
  同等物）は、手許資金、随時引き出し可能な預金及び容易に 
  換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクし 
 か負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期 
 投資からなっております。  
                              

 
役員退職慰労引当金 
当社の役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基

づく期末要支給額を計上しております。 
     （会計方針の変更） 
      当社の役員退職慰労金は、従来、支出時の費用としてお
      りましたが、当連結会計年度より、「租税特別措置法上

    の準備金及び特別法上の引当金又は準備金並びに役員 
退職慰労引当金等に関する監査上の取扱い」（日本公認

会計士協会監査・保証実務委員会報告第４２号）を適用

し、期末要支給額を役員退職慰労引当金として計上する

方法に変更しております。 
      この変更により、当連結会計年度の発生額30,210千円
      は販売費及び一般管理費へ、過年度相当分433,610千円
      は特別損失に計上しております。 
      この結果、従来と同一の方法を採用した場合と比べ、営
      業利益及び経常利益は30,210千円、税金等調整前当期
      純利益は463,820千円減少しております。 
      なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載
      しております。 
（４） 重要なリース取引の処理方法 

同左 
 
 
 

（５） 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方法 

同左 
５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

同左 
 
６ のれん及び負ののれんの償却に関する事項 
              同左 
７ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

同左 
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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４月 １日 
至 平成１９年３月３１日） 

当連結会計年度 
（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等） 
 当連結会計年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準」（企業会計基準委員会 平成１７年１２月９日 企業会計基

準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準委員会 平成１７年１２月９日 企業

会計基準適用指針第８号）を適用しております。 
 従来の「資本の部」の合計に相当する金額は23,698,189千円であ
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。 
（企業結合に係る会計基準等） 
 当連結会計年度から「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会

平成１５年１０月３１日）及び「事業分離等に関する会計基準」（企

業会計基準委員会 平成１７年１２月２７日 企業会計基準第７

号）並びに ｢企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適
用指針｣（企業会計基準委員会 最終改正平成１８年１２月２２日

企業会計基準適用指針第１０号）を適用しております。 
 連結財務諸表規則の改正による連結財務諸表の表示に関する変更

は以下のとおりであります。 
 （連結貸借対照表） 
  ｢連結調整勘定｣は、当連結会計年度から｢負ののれん｣として 
表示しております。  
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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３１日） 

当連結会計年度 
（平成２０年３月３１日） 

＊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とおりであります。 
   定期預金                21,595千円 
   建物                  118,316 
   土地                 2,301,820  
    工場財団 
   建物及び構築物             157,107 
   機械装置                787,962 
   土地                  59,906   
   合計                 3,446,708 
   上記に対応する債務  
   短期借入金               574,285千円 
   未払費用                16,148     

   長期借入金              2,453,330   
   合計                 3,043,764 
＊２ 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、当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、

次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。 
   受取手形                144,879千円 
   支払手形                72,128 
３         

＊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とおりであります。 
   定期預金                  24,302千円 
   建物                   639,260 
   土地                  2,379,278 
    工場財団 
   建物及び構築物              151,182  
   機械装置                704,482  
   土地                  57,597      
  合計                3,956,103  
   上記に対応する債務  
   短期借入金              765,174千円 
   未払費用                20,641      

   長期借入金                 2,415,155      
   合計                 3,200,972 
  
  
              
 
 
 
３   当社は、運転資金の効率的な調達を行うため株式会社りそな
   銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結して

   おります。 
   当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメ

   ントに係わる借入未実行残高等は次のとおりであります。 
   当座貸越極度額及び 
   貸出コミットメントの総額            1,000,000千円 
   借入実行残高                              －      
   差引額                              1,000,000 
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 （連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成１８年４月 １日 
至 平成１９年３月３１日） 

当連結会計年度 
（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な費用及び金額は次のとおりであ

ります。 
   従業員給与              203,155千円   

   減価償却費               61,016 
   賞与引当金繰入額            7,290 
   退職給付費用              13,665 
   運送費                388,107 
 
 
＊２ 前期損益修正益は、過年度のたな卸資産修正益19,295千円他

であります。 
＊３ 固定資産売却益は、土地売却益148,155千円他であります。
＊４ 固定資産処分損は、工具器具備品除却損252,634千円及び機

械装置除却損56,761千円他であります。    
    

＊１ 販売費及び一般管理費の主な費用及び金額は次のとおりであ

ります。 
   従業員給与              196,160千円   

   減価償却費               69,726 
   賞与引当金繰入額            9,116 
   退職給付費用              30,740 
   役員退職慰労引当金繰入額        30,210 
   運送費                374,482 
   指導料                192,500 
  
 
＊３ 固定資産売却益は、土地売却益であります。 
＊４ 固定資産処分損は、工具器具備品除却損346,264千円及び機

械装置除却損4,190千円であります。    
    

 
 

（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４月１日 至 平成１９年３月３１日） 
１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 
普通株式（株） 28,998,691 － － 28,998,691
  
２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 
普通株式（株） 57,368 232,437 100 289,705
  （変動事由の概要） 
  増加数の主な内訳は、次の通りであります。 
   単元未満株式の買取りによる増加                     237 株 
   会社法第１６５条第２項の規定に基づく自己株式の取得による増加   232,200 株 
  
 減少数の主な内訳は、次の通りであります。 
   単元未満株式の買増請求による減少                   100 株 
   
３ 新株予約権等に関する事項 
   該当事項はありません。 
 
４ 配当に関する事項 
 （１）配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額  

（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 289,413 10円00銭 平成18年3月31日 平成18年6月29日 
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（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 

決議予定 株式の種類 配当の原資 
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 利益剰余金 344,507 12円00銭 平成19年3月31日 平成19年6月29日 

 
当連結会計年度（自 平成１９年４月１日 至 平成２０年３月３１日） 
１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 
普通株式（株） 28,998,691 － － 28,998,691
  
２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 
普通株式（株） 289,705 2,500,280 90 2,789,895
  （変動事由の概要） 
  増加数の主な内訳は、次の通りであります。 
   単元未満株式の買取りによる増加                      280 株 
   会社法第１６５条第２項の規定に基づく自己株式の取得による増加     2,500,000 株 
  
 減少数の主な内訳は、次の通りであります。 
   単元未満株式の買増請求による減少                     90 株 
   
３ 新株予約権等に関する事項 
   該当事項はありません。 
 
４ 配当に関する事項 
 （１）配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額  

（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 344,507 12円00銭 平成19年3月31日 平成19年6月29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 

決議予定 株式の種類 配当の原資 
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２０年６月２７日

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金 524,175 20円00銭 平成20年3月31日 平成20年6月30日 

 
（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４月 １日 
至 平成１９年３月３１日） 

当連結会計年度 
（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連結貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係 
    現金及び預金勘定         7,308,357千円 
    預入期間が３ヶ月を 
    超える定期預金           △21,595   
    現金及び現金同等物        7,286,761 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係 
    現金及び預金勘定         5,949,080千円 
    預入期間が３ヶ月を 
    超える定期預金           △24,302     
    現金及び現金同等物        5,924,777 



（セグメント情報）

１．事業の種類別ｾｸﾞﾒﾝﾄ情報

前連結会計年度（自　平成１８年４月１日　至　平成１９年３月３１日）

Ⅰ．売上高及び営業損益

売　上　高

(1)外部顧客に対する売上高

(２)ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上高

　　又は振替高

　　　営業費用

　　　営業利益

Ⅱ．資産、減価償却費及び

　　 資本的支出

　　　資　　　　産

　　　減価償却費

　　　資本的支出

当連結会計年度（自　平成１９年４月１日　至　平成２０年３月３１日）

Ⅰ．売上高及び営業損益

売　上　高

(1)外部顧客に対する売上高

(２)ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上高

　　又は振替高

　　　営業費用

　　　営業利益

Ⅱ．資産、減価償却費及び

　　 資本的支出

　　　資　　　　産

　　　減価償却費

　　　資本的支出

注 １．事業区分の方法

　　　　事業区分の方法は、当社売上集計区分及び製造方法を勘案して自動車部品、建設機械部品等の製造販売を業とする

　　　　鍛造事業と、建設用機材の製造販売（建設用機材のﾘｰｽを含む）を業とする建機事業及び物流機器の製造販売を業とす

　　　　る物流事業とにセグメンテーションしております。

　　２．各事業区分の主要製品

ｼｬﾌﾄ、ﾋﾟﾆｵﾝ、ﾁｭ-ﾌﾞ、ﾅｯｸﾙ

枠組足場、鋼製踏板、鋼製足場板、

建設用機材全般

各種パレット

　　３．前連結会計年度及び当連結会計年度における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そ

れぞれ445,624千円及び627,771千円であり、当社本社部門の総務部門、管理部門に係る費用であります。

　　４．前連結会計年度及び当連結会計年度における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それぞれ 

20,524,647千円及び18,907,495千円であり、その主なものは、当社での余資運用資金（現金及び有価証券）、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。

　　５．資本的支出には、長期前払費用が含まれております。

　　６．「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項　追加情報」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、当連結会計

　　　　年度より減価償却の方法を変更しております。当該変更により、従来の方法によった場合と比べ、営業費用は「鍛造事業」で

　　　　50,387千円、「建機事業」で2,511千円、「物流事業」で330千円、「消去又は全社」で227千円それぞれ増加し、営業利益が

　　　　それぞれ同額減少しております。

　　７．「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項　会計方針の変更」に記載のとおり、当社は、当連結会計年度より役員退

　　　　職慰労金の支出に備えるため、内規に基づき期末要支給額を計上する方法に変更しております。この変更に伴い、従来の方

　　　　法によった場合と比べ、営業費用は「消去又は全社」で30,210千円増加し、営業利益が同額減少しております。
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14,765,006

物流事業

鍛工品

建設用機材

建設用機材ﾘｰｽ

物流機器

建機事業

鍛造事業

1,125,597

事 業 区 分

5,561 341 1,131,501

売 上 区 分 主要製品

18,907,495 34,314,216

356,874 1,488,375

42,884 755,747671,596 28,207 13,058 712,862

12,032,387 2,759,658 614,675 15,406,720

2,402,871

18,134,718 627,771 18,762,490

2,231,833(627,771)

20,994,323

291,313 165,419 2,859,605

20,994,3231,681,487 20,994,323 －

20,994,323

1,853,644 1,516,067

－ － －－ －

－1,681,487

－ －

990,631

－

2,105,570

－ －

998,113

13,243 758,615

1,157,384

668,74610,236,238 2,570,260

3,248

（千円） （千円） （千円）

4,233

　　　　　　　　　計

19,208,149 －

13,178,512 1,830,769 1,853,508 16,862,789

720,429 24,942

13,475,245

17,308,413

20,524,647

1,827,110 2,345,359

445,624

（千円）（千円）

17,167,878 2,144,958

17,167,878 2,144,958

－

（千円） （千円）

15,005,622

（千円） （千円）

2,096,956

274,801 243,448

－

（千円）

33,999,892

19,208,149　　　　　　　　　計

19,208,1492,105,570 2,096,95615,005,622 19,208,149

消去又は全社 連結

（千円）

（千円）

(445,624) 1,899,735

39,201 797,817

159,270

－

鍛造事業 建機事業 物流事業 計

消去又は全社 連結鍛造事業 建機事業 物流事業 計
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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４月１日　至　平成１９年３月３１日）

Ⅰ．売上高及び営業損益

売　上　高

(1)外部顧客に対する売上高

(２)ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上高

　　又は振替高

　　　営業費用

　　　営業利益

Ⅱ．資     産

当連結会計年度（自　平成１９年４月１日　至　平成２０年３月３１日）

Ⅰ．売上高及び営業損益

売　上　高

(1)外部顧客に対する売上高

(２)ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上高

　　又は振替高

　　　営業費用

　　　営業利益

Ⅱ．資     産

注 １．当社は、所在地別セグメントを原則国別で行っております。なお、中国所在の上海日鍛金属有限公司は、重要性に乏しいため

日本セグメントに含めて表示しております。

　　２．前連結会計年度及び当連結会計年度における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そ

れぞれ445,624千円及び627,771千円であり、当社本社部門の総務部門、管理部門に係る費用であります。

　　３．前連結会計年度及び当連結会計年度における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それぞれ 

20,524,647千円及び18,907,495千円であり、その主なものは、当社での余資運用資金（現金及び有価証券）、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。

　　４．「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項　追加情報」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、当連結会計

　　　　年度より減価償却の方法を変更しております。当該変更により、従来の方法によった場合と比べ、営業費用は「日本」で

　　　　53,229千円、「消去又は全社」で227千円それぞれ増加し、営業利益がそれぞれ同額減少しております。

　　５．「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項　会計方針の変更」に記載のとおり、当社は、当連結会計年度より役員退

　　　　職慰労金の支出に備えるため、内規に基づき期末要支給額を計上する方法に変更しております。この変更に伴い、従来の方

　　　　法によった場合と比べ、営業費用は「日本」で30,210千円増加し、営業利益が同額減少しております。

３．海外売上高

前連結会計年度（自　平成１８年４月１日　至　平成１９年３月３１日）

Ⅰ．海外売上高

Ⅱ．連結売上高

Ⅲ．連結売上高に占める

　　 海外売上高の割合（％）

当連結会計年度（自　平成１９年４月１日　至　平成２０年３月３１日）

Ⅰ．海外売上高

Ⅱ．連結売上高

Ⅲ．連結売上高に占める

　　 海外売上高の割合（％）

注 １．国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。

　  ２．各区分に属する主な国又は地域は以下のとおりであります。

アジア ： タイ国、中国

 　 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。

4,274,213 -     4,274,213

-     -     19,208,149

ア　ジ　ア（千円） その他の地域（千円） 計（千円）

22.3 -     22.3
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26.5 -     26.5

-     -     20,994,323

12,592,428

5,556,999 -     5,556,999

834,772 2,345,3591,510,586

ア　ジ　ア（千円） その他の地域（千円） 計（千円）

消去又は全社 連　　結

14,103,015

（千円）（千円） （千円） （千円）

19,208,149

（千円）

－ － －

日　　　　本 タ　　イ 計

　　　　　　　　　計

－ 19,208,149

－ －

14,103,015 5,105,134

－

33,999,8929,164,809

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

4,310,435 13,475,245

20,994,323

－ － － － －

14,665,195 6,329,128 20,994,323

　　　　　　　　　計 14,665,195 6,329,128 20,994,323

17,308,413

5,105,134 19,208,149 19,208,149

4,270,361 16,862,789 445,624

1,899,735

2,231,833

9,772,003 5,634,716 15,406,720 18,907,495 34,314,216

1,686,470 1,173,134

20,994,323

(445,624)

(627,771)

－

20,524,647

－

627,771

2,859,605

連　　結日　　　　本 タ　　イ 計 消去又は全社

18,762,49012,978,724 5,155,994 18,134,718
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（リース取引関係）

　

① ①

② 未経過リ－ス料期末残高相当額 ② 未経過リ－ス料期末残高相当額

千円 千円

③ 支払リ－ス料、減価償却費相当額及び ③ 支払リ－ス料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 支払利息相当額

 支払リ－ス料 千円  支払リ－ス料 千円

 減価償却費相当額  減価償却費相当額

支払利息相当額 支払利息相当額

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－ス期間を耐用年数とし、残存価額を 同左

零とする定額法によっております。

⑤ 利息相当額の算定方法 ⑤ 利息相当額の算定方法

 リ－ス料総額とリ－ス物件の取得価額相 同左

 当額との差額を利息相当額とし、各期へ  

 の配分については､利息法によっており  

 ます。  
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前連結会計年度 当連結会計年度

（ 自　平成１８年４月　１日 （ 自　平成１９年４月　１日

　  至　平成１９年３月３１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 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 られるもの以外のファイナンス・リース取引

リ－ス物件の取得価額相当額､減価償却 リ－ス物件の取得価額相当額､減価償却

及び運搬具

（千円） （千円）

累計額相当額及び期末残高相当額 累計額相当額及び期末残高相当額

機械装置 機械装置
及び運搬具

取得価額
3,710

取得価額
3,710

相 当 額 相 当 額
減価償却累計額

803
減価償却累計額

1,545
相 当 額 相 当 額
期末残高

2,906
期末残高

2,164
相 当 額 相 当 額

合 計 2,940

１ 年 以 内 743

１ 年 超 2,214 １ 年 超 1,471

１ 年 以 内 726

合 計 2,214

784 784

742 742

74 58
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（関連当事者との取引）

　Ⅰ　前連結会計年度（自　平成１８年４月１日　 至　平成１９年３月３１日）

（１）役員及び個人主要株主等

議決権等の

所有（被所有）

割合（％） 役員の 事実上

兼任等 の関係

㈱ｼﾝﾆｯﾀﾝ （被所有） 株式の
代表取締役社長 直接　2.7 購入

（注）　取引条件及び取引条件の決定方針等

　　１．対象株式は、サイアム・メタル・テクノロジー社の株式12,340株（発行済株式の2％）

　　２．一株当たりの単価につきましては、非上場株式に付き、一般的な株式売買の値決め方法と同様に決定し、客観性かつ公正を保持

　　　　しております。

　Ⅱ　当連結会計年度（自　平成１９年４月１日　 至　平成２０年３月３１日)
該当事項はありません。
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事業の内容
又は職業

関係内容

属性 氏名 住所 資本金

- - 39,241

取引の
内容

取引金額
（千円）

役員 府内　泰生 - - - -

科目
期末残高
（千円）
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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

　繰延税金資産

賞与引当金の損金不算入額 37,664 千円 38,451 千円

工具（金型）減価償却費損金算入限度超過額 3,773 千円 3,163 千円

たな卸資産に係る未実現利益の消去 209 千円 69 千円

未払事業税の損金不算入額 33,009 千円 43,810 千円

投資有価証券評価損の損金不算入額               - 千円 6,075 千円

会員権評価損の損金不算入額 23,360 千円 23,461 千円

貸倒引当金損金算入限度超過額 9,172 千円 4,626 千円

退職給付引当金損金算入限度超過額 59,297 千円 79,584 千円

役員退職慰労引当金の損金不算入額               - 千円 187,383 千円

ｿﾌﾄｳｴｱ減価償却費損金算入限度超過額 6,888 千円 5,110 千円

連結会社内部利益消去 12,436 千円 10,259 千円

たな卸資産廃却損の損金不算入額               - 千円 12,192 千円

減価償却費損金算入限度超過額 19,828 千円 16,517 千円

未払費用の損金不算入額               - 千円 49,490 千円

繰越欠損金 25,137 千円 42,372 千円

　繰延税金資産小計 230,775 千円 522,569 千円

　評価性引当額 △ 62,193 千円 △ 79,913 千円

　繰延税金資産合計 168,582 千円 442,655 千円

　繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △ 569,984 千円 △ 167,148 千円

　繰延税金負債合計 △ 569,984 千円 △ 167,148 千円

　繰延税金資産（負債）の純額 △ 401,401 千円 275,507 千円

（注）　前連結会計年度及び当連結会計

　　　年度における繰延税金資産の純額

　　　は、連結貸借対照表の以下の項目

　　　に含まれております。

流動資産ー繰延税金資産 67,780 千円 133,353 千円

固定資産ー繰延税金資産               - 千円 142,154 千円

固定負債ー繰延税金負債 △ 469,181 千円               - 千円

２　 法定実効税率と税効果会計適用後の 法定実効税率 40.4 ％ 法定実効税率 40.4 ％

　法人税等の負担率との間に重要な差異 （調整） （調整）

　があるときの、 当該差異の原因となった 　欠損金子会社の 　欠損金子会社の

　主要な項目別の内訳 　未認識税務利益 　未認識税務利益

　交際費等永久に損金に 　交際費等永久に損金に

　算入されない項目 　算入されない項目

　住民税均等割等 0.4 ％ 　住民税均等割等 0.5 ％

　受取配当金等永久に益 　受取配当金等永久に益

　金に算入されない項目 　金に算入されない項目

　その他 △ 1.3 ％ 　その他 3.6 ％

　税効果会計適用後の 　税効果会計適用後の

　法人税等の負担率 　法人税等の負担率
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27.2 ％

△ 16.7 ％

0.3 ％

△ 0.9 ％

項目
前連結会計年度

（平成１９年３月３１日）

当連結会計年度

（平成２０年３月３１日）

24.1 ％

△ 14.9 ％

0.4 ％

△ 0.9 ％
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（有価証券関係）

　Ⅰ　前連結会計年度

　　　１　その他有価証券で時価のあるもの（平成１９年３月３１日）

　　　２　当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成１８年４月１日　至　平成１９年３月３１日）

　　　３　時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額（平成１９年３月３１日）

　　　　　その他有価証券

マネー・マネージメント・ファンド 201,506 千円

非上場株式 282,900 千円

　　　４　その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額（平成１９年３月３１日）

　Ⅱ　当連結会計年度

　　　１　その他有価証券で時価のあるもの（平成２０年３月３１日）

　　　２　当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成１９年４月１日　至　平成２０年３月３１日）

　　　３　時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額（平成２０年３月３１日）

　　　　　その他有価証券

マネー・マネージメント・ファンド 202,344 千円

非上場株式 248,000 千円

　　　４　その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額（平成２０年３月３１日）

（デリバティブ取引関係）

　　当社グループは、前連結会計年度及び当連結会計年度のいずれにおいてもデリバティブ取引を全く利用していな

　いので、該当事項はありません。

（ストック・オプション等関係）

　　該当事項はありません。
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合計 3,000 200,000

　　　　社債 3,000 200,000

区分 １年以内（千円） １年超５年以内（千円）

　　債券

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

10,244                          -                          -

合計 2,820,189 3,218,883 398,694

△ 156,833

取得原価を超えないもの 小計 1,263,019 1,106,185 △ 156,833

連結貸借対照表計上額が 株式 1,263,019 1,106,185

555,528

連結貸借対照表計上額が 株式 1,557,169 2,112,697

取得原価を超えるもの 小計 1,557,169 2,112,697

200,000

-   

200,000

555,528

連結貸借対照表
差額（千円）

計上額（千円）

3,000

9,994

区分

12,994

　　債券

合計

　　　　社債

１年超５年以内（千円）１年以内（千円）

種類

　　　　その他

取得原価（千円）

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

1,084,592 46,772 12,277

3,060,916

差額（千円）

1,416,787

1,416,787

△ 5,935

△ 5,935

1,410,852

連結貸借対照表

計上額（千円）

2,953,652

2,953,652

小計

株式 107,264

107,264

合計

取得原価（千円）

1,536,865

1,536,865

113,199

113,199

1,650,064

種類

株式

小計

取得原価を超えないもの

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

連結貸借対照表計上額が
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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

　　　当社および一部連結子会社は、確定給付型の制度として退職一時金制度および総合設立の厚生

　　年金基金制度（加入人員割合に基づく厚生年金基金の年金資産の額 520,540千円）を設けており

　　ます。また、当社については昭和５６年に退職一時金制度から適格退職年金制度に移行しましたが、

　　平成１８年１０月３１日をもって同制度を廃止し、退職一時金制度に改めました。

　　要拠出額を退職給付費用として処理している複数事業主制度に関する事項

　　　（1）制度全体の積立状況に関する事項（平成19年3月31日現在）

　　　　　　年金資産の額 18,527百万円

　　　　　　年金財政計算上の給付債務の額 20,166百万円

　　　　　　差引額 △1,639百万円

　　　（2）制度全体に占める当社の掛金拠出割合（平成19年3月31日現在）

3.16%

　　　（3）補足説明

　　　　　 上記（1）の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高 5,117百万円であります。

　　　　本制度における過去勤務債務の償却方法は期間 20年元利均等償却であり、当社は、当期の連結
　　　　財務諸表上、特別掛金 15百万円を費用処理しております。

　　　　　 なお、上記（2）の割合は当社の実際の負担割合とは一致いたしません。

　２　退職給付債務に関する事項

前連結会計年度 当連結会計年度

（平成１９年３月３１日）（千円） （平成２０年３月３１日）（千円）

イ　退職給付債務 △ 730,224 △ 715,896

ロ　年金資産 45,083 50,500

ハ　未積立退職給付債務（イ＋ロ） △ 685,141 △ 665,395

ニ　会計基準変更時差異の未処理額 555,667 486,209

ホ　連結貸借対照表計上額純額（ハ＋ニ） △ 129,473 △ 179,186

ヘ　退職給付引当金を超える退職給付の支給額 △ 17,303 △ 17,430

ト　退職給付引当金（ホ＋ヘ） △ 146,777 △ 196,617

　（注）　退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

　３　退職給付費用に関する事項

前連結会計年度 当連結会計年度

（自　平成１８年４月　１日 （自　平成１９年４月　１日

　 至　平成１９年３月３１日） 　 至　平成２０年３月３１日）

（千円） （千円）

イ　勤務費用 130,110 136,474

ロ　会計基準変更時差異の費用処理額 69,458 69,458

ハ　退職給付費用（イ＋ロ） 199,569 205,933

　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 １５年

　（追加情報）

　　　　　当連結会計年度より、「『退職給付に係る会計基準』の一部改正（その２）」（企業会計基準第14号　

　　　 平成19年5月15日）を適用しております。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度 当連結会計年度
（自　平成１８年４月　１日 （自　平成１９年４月　１日
　 至　平成１９年３月３１日） 　 至　平成２０年３月３１日）

825円46銭　 883円91銭　

63円08銭　 60円48銭　
（注） １　潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載して

　　おりません。
２　算定上の基礎
　（１）　１株当たり純資産額

前連結会計年度末 当連結会計年度末
（平成１９年３月３１日） （平成２０年３月３１日）

純資産の部の合計額
（千円）

普通株式に係る純資産額
（千円）

差額の主な内容
（千円）

少数株主持分 65,436 91,615
普通株式の発行済株式数

（千株）
普通株式の自己株式数

（千株）
１株当たり純資産額の算定
に用いられた普通株式の数

（千株）

　（２）　１株当たり当期純利益金額
前連結会計年度 当連結会計年度

（自　平成１８年４月　１日 （自　平成１９年４月　１日
　 至　平成１９年３月３１日） 　 至　平成２０年３月３１日）

当期純利益
（千円）

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）

普通株式の期中平均株式数
（千株）

（重要な後発事象）
　　該当事項はありません。

28,814 28,288

1,817,573 1,710,963

－　 －　

28,708 26,208

1,817,573 1,710,963

28,998 28,998

289 2,789
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項目

１株当たり純資産額

23,698,189 23,166,228

１株当たり当期純利益金額

23,763,626 23,257,844
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５．個別財務諸表
（１）貸 借 対 照 表

注記 構成比 構成比

番号 （％） （％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

　１　現金及び預金 6,404,319 4,071,933

　２　受取手形 *2 1,198,531 981,718

　３　売掛金 1,479,509 1,600,386

　４　有価証券 201,506 202,344

　５　製品 502,766 586,969

　６　賃貸機器 1,026,755 1,179,336

　７　半製品 36,185 22,528

　８　原材料 45,706 42,447

　９　仕掛品 231,586 262,518

１０　金型 418,339 326,705

１１　貯蔵品 49,452 48,693

１２　前払費用 724 709

１３　繰延税金資産 48,828 109,067

１４　短期貸付金 1,405 748

１５　関係会社短期貸付金 3,340,500 3,896,500

１６　その他 195,036 254,962

　　　貸倒引当金 △ 12,423 △ 14,776

　　　流動資産合計 15,168,731 58.5 13,572,792 55.7

Ⅱ　固定資産

　１　有形固定資産

　　（１）建物 4,205,936 4,205,936

　　　　 減価償却累計額 △ 2,531,516 1,674,420 △ 2,620,075 1,585,861

　　（２）構築物 729,608 729,608

　　　　 減価償却累計額 △ 629,351 100,257 △ 639,354 90,254

　　（３）機械装置 6,532,898 6,363,092

　　　　 減価償却累計額 △ 5,725,363 807,535 △ 5,605,268 757,824

　　（４）車輌運搬具 55,895 55,895

　　　　 減価償却累計額 △ 48,042 7,852 △ 50,334 5,560

　　（５）工具器具備品 224,981 229,699

　　　　 減価償却累計額 △ 196,608 28,373 △ 204,375 25,324

　　（６）土地 1,611,482 1,611,482

　　（７）建設仮勘定 23,677 10,538

　　　有形固定資産合計 4,253,598 16.4 4,086,846 16.7

　２　無形固定資産

　　（１）借地権 44,880 44,880

　　（２）その他 792 792

　　　無形固定資産合計 45,672 0.2 45,672 0.2

　３　投資その他の資産

　　（１）投資有価証券 3,389,558 3,505,009

　　（２）関係会社株式 2,724,119 2,724,119

　　（３）出資金 218,900 206,400

　　（４）関係会社出資金 50,458 50,458

　　（５）従業員に対する長期貸付金 906 158

　　（６）破産更生債権等 1,763 4,589

　　（７）繰延税金資産 -  121,052

　　（８）その他 75,036 74,886

　　（９）貸倒引当金 △ 11,268 △ 13,745

　　　投資その他の資産合計 6,449,476 24.9 6,672,929 27.4

　　　固定資産合計 10,748,748 41.5 10,805,448 44.3

　　　資産合計 25,917,479 100.0 24,378,240 100.0

区分 金額（千円） 金額（千円）

（平成１９年３月３１日） （平成２０年３月３１日）
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前事業年度 当事業年度
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注記 構成比 構成比

番号 （％） （％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

　１　支払手形 *1,2 1,054,421 1,442,354

　２　買掛金 *1 1,248,433 1,304,927

　３　未払金 161,019 174,582

　４　未払費用 18,822 142,723

　５　未払法人税等 253,139 331,774

　６　未払消費税等 49,857 - 

　７　預り金 27,272 31,610

　８　前受収益 3,074 2,929

　９　賞与引当金 38,688 37,815

１０　固定資産購入支払手形 2,467 4,047

　　　流動負債合計 2,857,197 11.0 3,472,765 14.2

Ⅱ　固定負債

　１　繰延税金負債 493,148 - 

　２　退職給付引当金 136,375 186,052

　３　役員退職慰労引当金 - 463,820

　４　長期預り保証金 6,196 6,196

　　　固定負債合計 635,720 2.5 656,069 2.7

　　　負債合計 3,492,917 13.5 4,128,834 16.9

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

　１　資本金 7,256,723 28.0 7,256,723 29.8

　２　資本剰余金

　　（１）資本準備金 6,642,283 6,642,283

　　（２）その他資本剰余金 225,251 225,273

　　　資本剰余金合計 6,867,534 26.5 6,867,556 28.2

　３　利益剰余金

　　（１）利益準備金 703,250 703,250

　　（２）その他利益剰余金

　　　　 別途積立金 5,179,000 5,179,000

　　　　 繰越利益剰余金 1,727,258 1,824,851

　　　利益剰余金合計 7,609,508 29.4 7,707,101 31.6

　４　自己株式 △ 144,260 △ 0.6 △ 1,824,164 △ 7.5

　　　株主資本合計 21,589,506 83.3 20,007,217 82.1

Ⅱ　評価・換算差額等

　１　その他有価証券

　　　　　評価差額金 835,055 242,189

　　　評価・換算差額等合計 835,055 3.2 242,189 1.0

　　　純資産合計 22,424,561 86.5 20,249,406 83.1

　　　負債・純資産合計 25,917,479 100.0 24,378,240 100.0
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前事業年度 当事業年度

（平成１９年３月３１日） （平成２０年３月３１日）

区分 金額（千円） 金額（千円）
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（２）損  益  計  算  書

注記 百分比 百分比

番号 （％） （％）

Ⅰ　売上高 9,352,051 100.0 9,119,625 100.0

Ⅱ　売上原価 *1 7,681,474 82.1 7,415,165 81.3

　　　　売上総利益 1,670,576 17.9 1,704,460 18.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費 *2 989,905 10.6 1,136,160 12.5

　　　　営業利益 680,671 7.3 568,299 6.2

Ⅳ　営業外収益

　　１　受取利息 352,287 295,264

　　２　受取配当金 73,616 287,018

　　３　作業屑等売却益 95,986 147,294

　　４　賃貸収入 52,498 51,693

　　５　技術援助収入 *1 51,103 17,899

　　６　その他 29,241 654,734 7.0 16,260 815,431 8.9

Ⅴ　営業外費用

　　１　受注打切金型廃却損 50,157 96,732

　　２　退職給付費用 62,376 62,376

　　３　その他 9,034 121,568 1.3 2,416 161,524 1.7

　　　　経常利益 1,213,836 13.0 1,222,205 13.4

Ⅵ　特別利益

　　１　投資有価証券売却益 23,794 23,794 0.3 - - - 

Ⅶ　特別損失

　　１　固定資産処分損 *3 34,063 4,190

　　２　出資金償還損 15,645 5,100

　　３　投資有価証券評価損 - 15,038

　　４　役員退職慰労引当金繰入損 - 433,610

　　５　関係会社株式売却損 5,293 55,002 0.6 - 457,939 5.0
　　　　税引前当期純利益 1,182,628 12.7 764,266 8.4
　　　　法人税、住民税
　　　　及び事業税 492,229 594,729

　　　　法人税等調整額 △ 19,690 472,538 5.1 △ 272,564 322,165 3.5

　　　　当期純利益 710,090 7.6 442,100 4.9

金額（千円） 金額（千円）区分

前事業年度 当事業年度

　 至　平成２０年３月３１日）　 至　平成１９年３月３１日）
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（自　平成１８年４月　１日 （自　平成１９年４月　１日
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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）

評価・換算

差額等

その他

その他 資本 利益 自己 株主 有価証 純資産

資本 資本 剰余金 利益 別途 繰越利益 剰余金 株式 資本 券評価 合計

準備金 剰余金 合計 準備金 積立金 剰余金 合計 合計 差額金

平成18年3月31日残高

（千円）

当事業年度中の変動額

　　剰余金の配当 △ 289,413 △ 289,413 △ 289,413 △ 289,413

　　当期純利益 710,090 710,090 710,090 710,090

　　自己株式の取得 △ 132,057 △ 132,057 △ 132,057

　　自己株式の処分 9 9 44 54 54

　　株主資本以外の項目の当事

　　業年度中の変動額（純額）

当事業年度中の変動額合計

（千円）

平成19年3月31日残高

（千円）

当事業年度（自　平成１９年４月１日　至　平成２０年３月３１日）

評価・換算

差額等

その他

その他 資本 利益 自己 株主 有価証 純資産

資本 資本 剰余金 利益 別途 繰越利益 剰余金 株式 資本 券評価 合計

準備金 剰余金 合計 準備金 積立金 剰余金 合計 合計 差額金

平成19年3月31日残高

（千円）

当事業年度中の変動額

　　剰余金の配当 △ 344,507 △ 344,507 △ 344,507 △ 344,507

　　当期純利益 442,100 442,100 442,100 442,100

　　自己株式の取得 △ 1,679,948 △ 1,679,948 △ 1,679,948

　　自己株式の処分 21 21 44 66 66

　　株主資本以外の項目の当事

　　業年度中の変動額（純額）

当事業年度中の変動額合計

（千円）

平成20年3月31日残高

（千円）
△ 1,824,164 20,007,217 242,189 20,249,406703,250 5,179,000 1,824,851 7,707,1017,256,723 6,642,283 225,273 6,867,556

△ 1,679,904 △ 1,582,289 △ 592,866 △ 2,175,155          -           - 97,593 97,593          -           - 21 21

△ 592,866 △ 592,866

△ 144,260 21,589,506 835,055 22,424,561

利益剰余金

7,256,723 6,642,283 225,251 6,867,534 703,250 5,179,000 1,727,258 7,609,508

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本

その他

△ 144,260 21,589,506 835,055 22,424,561703,250 5,179,000 1,727,258 7,609,5087,256,723 6,642,283 225,251 6,867,534

△ 132,012 288,673 △ 199,330 89,343          -           - 420,677 420,677          -           - 9 9

△ 199,330 △ 199,330

△ 12,247 21,300,832 1,034,385 22,335,218703,250 5,179,000 1,306,581 7,188,8317,256,723 6,642,283 225,242 6,867,525

資本金

資本剰余金 利益剰余金

その他

利益剰余金

株主資本
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ たな卸資産の評価基準及び 
  評価方法 
 
 
 
 
３ 固定資産の減価償却の方法 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

子会社株式 
 移動平均法による原価法 
その他有価証券 
①時価のあるもの 
 ･････期末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。） 
②時価のないもの 
  ････移動平均法による原価法 
 
評価基準 原価法 
評価方法 原材料・金型は個別法、製品・半製

     品・仕掛品・貯蔵品は移動平均法、

     賃貸機器は総平均法による原価から

     定額法による減耗費を控除した額。

 
有形固定資産 定率法（ただし、賃貸用建物及

       び平成１０年４月１日以降取得

       した建物（附属設備を除く）は

定額法）を採用しております。

       なお、主な耐用年数は以下のと

       おりであります。 
       建物及び構築物 

３～５０年

       機械装置及び車輌運搬具 
４～１３年

 

子会社株式 
同左 

その他有価証券 
①時価のあるもの 
          同左 
 
 
 
②時価のないもの 

同左 
 
同左 

 
 
 
 
 
有形固定資産 定率法（ただし、賃貸用建物及

       び平成１０年４月１日以降取得

       した建物（附属設備を除く）は

       定額法）を採用しております。

       なお、主な耐用年数は以下のと

       おりであります。 
       建物及び構築物 
                ３～５０年

       機械装置及び車輌運搬具 
                ４～１３年

（会計方針の変更） 
 法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平

 成１９年４月１日以降に取得した有形固定資

 産について、改正後の法人税法に基づく減価

 償却の方法に変更しております。 
 この変更に伴う損益に与える影響は軽微であ

 ります。 
（追加情報） 
 法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平

 成１９年３月３１日以前に取得した有形固定

 資産については、償却可能限度額まで償却が

 終了した翌年から５年間で均等償却する方法

 によっております。 
 当該変更により、営業利益、経常利益及び税

 引前当期純利益がそれぞれ32,879千円減少 
 しております。 
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項目 
前事業年度 

  （自 平成１８年４月 １日 
至 平成１９年３月３１日） 

当事業年度 
  （自 平成１９年４月 １日 
至 平成２０年３月３１日） 

 
 
 
 
 
４ 引当金の計上基準 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

無形固定資産 定額法 
投資その他の資産（長期前払費用） 
       経過期間に対応する金額を償却

しております。 
 
（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。 
（２）賞与引当金 
   従業員に対して支給する賞与の支出に充

   てるため、将来の支給見込額のうち当期

   の負担額を計上しております。 
（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

産の見込額に基づき、計上しております。

   なお、会計基準変更時差異については、

１５年による均等額を費用処理しており

ます。 
（４）役員退職慰労引当金 
     

無形固定資産    同左 
投資その他の資産（長期前払費用） 

同左 
 
 
（１）貸倒引当金 

同左 
 
 
 
 
（２）賞与引当金 

同左 
 

 
（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については、

１５年による均等額を費用処理しており

ます。 
（４）役員退職慰労引当金 
   役員の退職慰労金の支出に備えるため、

   内規に基づく当事業年度末要支給額を計

   上しております。 
 （会計方針の変更） 
   役員退職慰労金は、従来、支出時の費用

   として処理しておりましたが、当事業年

   度より、「租税特別措置法上の準備金及び

   特別法上の引当金又は準備金並びに役員

   退職慰労引当金等に関する監査上の取扱

   い」（日本公認会計士協会監査・保証実務

   委員会報告第４２号）を適用し、期末要

支給額を役員退職慰労引当金として計上

する方法に変更しております。 
   この変更により、当事業年度の発生額 
   30,210千円は販売費及び一般管理費へ、
   過年度相当額分433,610千円は特別損失
   に計上しております。 
   この結果、従来と同一の方法を採用した

   場合と比べ、営業利益及び経常利益は 
   30,210千円、税引前当期純利益は    
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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 その他の財務諸表作成のた

めの重要な事項 
 

 
消費税等の会計処理 
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式に

よっております。 

463,820千円減少しております。 
消費税等の会計処理 

同左 

 
財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

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等） 
 当事業年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準委員会 平成１７年１２月９日 企業会計

基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」（企業会計基準委員会 平成１７年１２月９

日 企業会計基準適用指針第８号）を適用しております。 
 従来の「資本の部」の合計に相当する金額は 22,424,561 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。 
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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 関係会社に係る注記 
   区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会

社に対するものは次のとおりであります。 
    支払手形               367,645千円
    買掛金                326,447 
＊２ 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもっ

て決済処理しております。 
   なお、当期末日が金融機関の休日であったため、次の期末

日満期手形が、期末残高に含まれております。 
    受取手形                143,543千円
    支払手形                29,564 
３         

＊１ 関係会社に係る注記 
   区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会

社に対するものは次のとおりであります。 
    支払手形                   544,480千円
    買掛金                  358,863 
         
 
 
 
 
 
３  当社は、運転資金の効率的な調達を行うため株式会社りそ

   な銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締

結しております。 
   当事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメ

ントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。 
   当座貸越極度額及び 
   貸出コミットメントの総額              1,000,000千円
   借入実行残高                                 －   
   差引額                                1,000,000 

 
（損益計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成１８年４月 １日 
至 平成１９年３月３１日） 

当事業年度 
（自 平成１９年４月 １日 
至 平成２０年３月３１日） 

＊１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれており

ます。 
    仕入高               3,327,883千円
    受取利息                 339,089  
     
＊２ 販売費及び一般管理費989,905千円の内販売費に属する費

用のおおよその割合は55.0%であり、一般管理費に属する
費用のおおよその割合は45.0%であります。主要な費目及
び金額は次のとおりであります。 

    役員報酬               75,890千円 
    従業員給料              95,158 
    賞与引当金繰入額            5,318 
    退職給付費用             12,687 
    業務委託費              154,415 
    減価償却費              46,980 
    運送費                244,751 
 
 
＊３ 固定資産処分損は、土地売却損32,235千円他であります。

＊１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれており

ます。 
    仕入高               3,574,228千円
    受取利息                 266,867 
    受取配当金              236,745 
＊２ 販売費及び一般管理費1,136,160千円の内販売費に属する

費用のおおよその割合は44.7 %であり、一般管理費に属す
る費用のおおよその割合は55.3 %であります。主要な費目
及び金額は次のとおりであります。 

    役員報酬               91,340千円 
    従業員給料              70,273 
    賞与引当金繰入額            7,200 
    退職給付費用             30,181 
        役員退職慰労引当金繰入額              30,210 
    業務委託費              165,678 
    減価償却費              49,734 
    運送費                215,355 
        指導料                192,500 
＊３ 固定資産処分損は、機械装置除却損であります。 
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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） 
 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 
普通株式（株） 57,368 232,437 100 289,705
  （変動事由の概要） 
  増加数の主な内訳は、次の通りであります。 
   単元未満株式の買取りによる増加                     237 株 
   会社法第１６５条第２項の規定に基づく自己株式の取得による増加   232,200 株 
 
   減少数の主な内訳は、次の通りであります。 
   単元未満株式の買増請求による減少                   100 株 
  
当事業年度（自 平成１９年４月１日 至 平成２０年３月３１日） 
自己株式に関する事項 
株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式（株） 289,705 2,500,280 90 2,789,895
  （変動事由の概要） 
  増加数の主な内訳は、次の通りであります。 
   単元未満株式の買取りによる増加                     280 株 
   会社法第１６５条第２項の規定に基づく自己株式の取得による増加   2,500,000 株 
 
  減少数の主な内訳は、次の通りであります。 
   単元未満株式の買増請求による減少                    90 株 



（リース取引関係）

  該当事項はありません。 　

（有価証券関係）

　前事業年度及び当事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価の

　あるものはありません。
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（税効果会計関係）

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

賞与引当金の損金不算入額 15,630 千円 15,277 千円

工具（金型）減価償却費損金算入限度超過額 3,773 千円 3,163 千円

未払事業税の損金不算入額 24,406 千円 28,944 千円

投資有価証券評価損の損金不算入額               - 千円 6,075 千円

会員権評価損の損金不算入額 1,265 千円 1,366 千円

貸倒引当金損金算入限度超過額 9,172 千円 4,626 千円

退職給付引当金の損金不算入額 55,095 千円 75,165 千円

役員退職慰労引当金の損金不算入額               - 千円 187,383 千円

ｿﾌﾄｳｴｱ減価償却費損金算入限度超過額 6,888 千円 5,110 千円

たな卸資産廃却損の損金不算入額               - 千円 12,192 千円

減価償却費損金算入限度超過額 5,493 千円 5,493 千円

未払費用の損金不算入額               - 千円 49,490 千円

　繰延税金資産合計 121,724 千円 394,288 千円

　繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △ 566,044 千円 △ 164,168 千円

　繰延税金負債合計 △ 566,044 千円 △ 164,168 千円

　繰延税金資産（負債）の純額 △ 444,319 千円 230,120 千円

２　 法定実効税率と税効果会計適用後の 　法定実効税率と税効果会計適用後の法

　法人税等の負担率との間に重要な差異 人税等の負担率との間の差異が法定実効

　があるときの、 当該差異の原因となった 税率の百分の五以下であるため注記を省

　主要な項目別の内訳 略しております。

同左
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前事業年度 当事業年度

（平成１９年３月３１日） （平成２０年３月３１日）
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（１株当たり情報）

前事業年度 当事業年度
（自　平成１８年４月　１日 （自　平成１９年４月　１日
　 至　平成１９年３月３１日） 　 至　平成２０年３月３１日）

781円10銭　 772円62銭　

24円64銭　 15円63銭　
（注） １　潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載して

　　おりません。
２　算定上の基礎
　（１）　１株当たり純資産額

前事業年度末 当事業年度末
（平成１９年３月３１日） （平成２０年３月３１日）

純資産の部の合計額
（千円）

普通株式に係る純資産額
（千円）

差額の主な内容
（千円）

普通株式の発行済株式数
（千株）

普通株式の自己株式数
（千株）

１株当たり純資産額の算定
に用いられた普通株式の数

（千株）

　（２）　１株当たり当期純利益金額
前事業年度 当事業年度

（自　平成１８年４月　１日 （自　平成１９年４月　１日
　 至　平成１９年３月３１日） 　 至　平成２０年３月３１日）

当期純利益
（千円）

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）

普通株式の期中平均株式数
（千株）

（重要な後発事象）
　　該当事項はありません。

28,814 28,288

710,090 442,100

710,090 442,100

－　 －　

289 2,789

28,708 26,208

－　 －　

28,998 28,998

22,424,561 20,249,406

22,424,561 20,249,406
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項目

１株当たり純資産額

１株当たり当期純利益金額
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６．その他

部　門　別　売　上　高 　
    　　　　期　　　別

部　門　別 売上高（千円） 構成率 売上高（千円） 構成率
鍛造事業部門 ％ ％ ％
　自動車部品 4,215,836 45.1 4,365,724 47.9 3.6
　建設機械部品 937,043 10.0 927,456 10.2 △ 1.0

小計 5,152,879 55.1 5,293,180 58.1 2.7
建機事業部門 　 　
　建設用機材 1,289,022 13.8 1,260,142 13.8 △ 2.2
　建設用機材ﾘｰｽ 816,547 8.7 884,815 9.7 8.4

小計 2,105,570 22.5 2,144,958 23.5 1.9
物流事業部門 　 　
　物流機器 2,093,601 22.4 1,681,487 18.4 △ 19.7

小計 2,093,601 22.4 1,681,487 18.4 △ 19.7
合　　計 9,352,051 100.0 9,119,625 100.0 △ 2.5
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前事業年度 当事業年度

増減比率
( 自 平成18年4月　1日) ( 自 平成19年4月　1日)
( 至 平成19年3月31日) ( 至 平成20年3月31日)
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役員の異動

１．代表者の異動

平成20年4月1日付で次の代表者の異動を行いました。なお、（　）内は従前の地位であ
ります。

取締役会長 （代表取締役社長） 府内　泰生
代表取締役社長 （常務取締役） 橋本　諭

本件につきましては、平成20年3月14日開示の「代表者の異動に関するお知らせ」
に記載のとおりであります。　　

２．その他の役員の異動

（１）新任監査役候補

監査役　伊藤　幸夫（現　司法書士）

（２）退任予定監査役

監査役　堀田　育男

（注）新任監査役候補者 伊藤　幸夫氏は、会社法第2条第16号および第335条第3項に
　　　定める社外監査役であります。
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