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（百万円未満切捨て） 

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 3,122  (1.3) 231  (36.9) 206  （41.8） 176   （2.7）
19年３月期      3,082 （6.8) 169 (234.5) 145 （404.3） 172 （613.5）

 

 
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 

 円  銭 円  銭      ％ ％ ％

20年３月期 21  30         ― 26.2 6.4 7.4 
19年３月期 20  73         ―   33.7 4.7 5.5 

（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 

 百万円 百万円 ％ 円    銭 

20年３月期 3,213 760 23.6 91  53 
19年３月期 3,246 591 18.2 71  20 

（参考） 自己資本  20年３月期  760百万円   19年３月期  591百万円 
 
 (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 31 △17 △121 220 
19年３月期 218 △16 △76 328 

 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 中間期末 期末 年間 

配当金総額
（年間） 

配当性向 
純資産 
配当率 

          円  銭 円  銭 円  銭 百万円 ％ ％

19年３月期 0  00 0  00 0  00 － － － 
20年３月期 0  00 0  00 0  00 － － － 

21年３月期（予想） － － 0  00 － － － 

 
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 1,550 (△3.3) 74 (△49.2) 59 (△55.7) 56 (△57.0) 6  77 
通 期 3,200  (2.5) 194 (△16.2) 162 (△21.4) 155 (△12.0) 18  75 
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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、15ページ「重要な会計方針」をご覧ください。 
 
 (2) 発行済株式数（普通株式） 
  ① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年３月期 8,353,645株  19年３月期  8,353,645株 
  ② 期末自己株式数           20年３月期   49,820株  19年３月期   43,295株 
  （注）１株当たりの当期純利益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。 
 
 
 ※ 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） 

  業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成しております。実際の業
績は、今後の様々な要因によって記載の予想数値と異なる可能性があります。なお、上記業績予想に関する事項
は、添付資料の３～４ページ「１．経営成績 (1) 経営成績に関する分析」をご参照ください。 
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１．経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

① 当事業年度の経営成績 

当事業年度におけるわが国経済は、前半は企業収益の改善を背景とした民間設備投資の増加や、

個人消費の堅調な推移等により、引き続き緩やかな景気回復基調で推移しましたが、期の後半から

は、米国のサブプライムローン問題に端を発した米国経済の減速懸念や株式・為替相場の変動、原

油価格の高騰及び原材料価格の高止まりなどが続き、これら不安定要素により景気は緩やかな回復

基調から踊り場状態へと移行し始めました。 

当社を取り巻く事業環境としましては、建設関連では、公共部門に比較し堅調であった民間部門

が、昨年６月に施行された改正建築基準法による建築確認申請手続きの厳格化に伴う住宅着工件数

の減少の影響を受け減速感が顕著になったほか、公共部門は国・地方公共団体の厳しい財政状況を

反映し、引き続き縮小傾向が続きました。また、物流関連では、好調な企業収益に下支えされ、業

種間格差はあるものの工場の新設や製造ラインの高度化投資など、民間設備投資は総じて堅調に推

移いたしました。 

このような情勢のもと、当社は、平成 19 年２月には創立 50 周年の節目を迎え、今期は次の 50

年に向けて意識も新たに歩み出したところです。また、当事業年度は「新中期３カ年経営計画」の

第２年度にあたり、「累積損失の一掃と復配の実施」という経営課題に道筋を付けるという意味で

非常に大事な時期と捉え、全社を挙げて「競争力の強化」を目指し、中核事業であるウインチとバ

ランサの両部門に経営資源を集中し、積極的に顧客ニーズに応え、利益率重視の受注活動を展開す

るとともに効率的な生産・開発体制を構築し、収益の極大化を図ることを第一義として取り組んで

まいりました。 

具体的な活動としては、営業部門では、前事業年度に市場投入した新製品「スーパーベビーホイ

スト」と「ウルトラバラマン」の育成による拡販と他社との差別化による市場シェアの拡大に注力

するとともに、代理店・販売店との情報交換・連携を密にして受注獲得の推進を図りました。また、

直販の強化を狙いに、ウインチ事業においては、主として広域レンタル業界向けへの継続的な販売

活動と新規OEM商品の育成に積極的に取り組み、他方、バランサ事業においては、設備投資意欲が

旺盛で今後成長が見込まれる有望業種(自動車、デジタル家電等)並びに有望顧客を中心として積極

的な受注活動を展開しました。特に、バランサ事業においては、当社バランサ製品（商標バラマン）

の市場認知度向上のため、「ファインテック・ジャパン」や「国際太陽電池展」などの各種展示会

へ積極的に出展し、新規顧客へのＰＲ活動と新規市場の開拓活動を推進いたしました。なお、ITを

活用した営業力強化の一環として、更なる引合件数の増加と成約率の向上を図るべく、昨年 12 月

に当社のホームページをリニューアルし、製品別導入事例の充実を図りました。 

また、生産部門においては、原価管理の徹底、不具合作業の撲滅、製造部門の多能工化による生

産効率のアップ等、利益率向上に向けての継続的な取り組みの推進と営業支援体制を強化するため

の引合物件への迅速な対応（図面データ、積算資料の共有化による見積書作成のスピードアップ）

と技術者同行による提案型営業の積極的な推進により、製販一体となった問題解決型の物づくりと

製品開発に取り組みました。 

以上の結果、当事業年度の売上高は 3,122,628 千円（前年同期比 1.3％増）となりました。中核

事業であるウインチ及びバランサの売上高は、それぞれ前年同期比0.3％増、3.3％増と堅調に推移

し、その他の部門であるコンベヤの売上高減少分を補い増収を達成することができました。 

一方、損益面につきましては、ウインチ、バランサなど主力製品の売上高が堅調であったことに

加え、採算重視の営業活動の徹底、製造経費の節減を図り生産効率化に努めた結果、売上総利益率

が前年同期比1.4ポイント改善したこと、販売費及び一般管理費についても圧縮に努めたことより、

営業利益 231,975 千円(前年同期比 36.9%増)、経常利益 206,804 千円（前年同期比 41.8%増）を確

保することができました。 

また、特別利益として受取補償金 3,388 千円など 3,708 千円、特別損失として固定資産除却損

4,954千円など6,953千円、過年度法人住民税19,883千円をそれぞれ計上したことにより、当期純

利益は176,964千円（前年同期比2.7%増）となりました。 
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② 翌事業年度の見通し 

米国経済の減速化、急激な円高による輸出採算の悪化、原油及び原材料価格の高騰など、企業を

取り巻く収益環境が急速に悪化してきており、今後はコスト対策なども含めた企業の経営力が一段

と問われる厳しい事業環境となることが予想されます。また、建設関連では、改正建築基準法の影

響が上半期も継続することが懸念されております。 

このような状況の中、当社としましては売上高確保に全力を尽くしますが、原材料コストの上昇、

新卒の採用等人件費を中心とした諸経費のアップが予想されることより、次期の業績予想につきま

しては、売上高3,200百万円（前年同期比2.5％増）、営業利益194百万円（前年同期比16.2％減）、

経常利益162百万円（前年同期比21.4％減）、当期純利益155百万円（前年同期比12.0％減）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） 

当事業年度末における流動資産の残高は 2,165,381 千円となり、前事業年度末比 14,487 千円増

加いたしました。増加した主な要因としましては、割引手形の抑制により受取手形が164,719千円、

製品が 60,075 千円それぞれ増加したこと、また現金及び預金が前事業年度末日銀行休業日の要因

により107,880千円、売掛金が114,261千円それぞれ減少したことによるものであります。 

（固定資産） 

当事業年度末における固定資産の残高は 1,048,534 千円となり、前事業年度末比 47,035 千円減

少いたしました。減少した主な要因としましては、建物、機械装置などの有形固定資産が減価償却

により40,376千円減少したこと、投資有価証券の時価値下がりにより10,032千円減少したことに

よるものであります。 

（流動負債） 

当事業年度末における流動負債の残高は 1,709,576 千円となり、前事業年度末比 77,183 千円減

少いたしました。減少した主な要因としましては、支払手形について前事業年度末日銀行休業日の

要因により68,884千円減少したことによるものであります。 

（固定負債） 

当事業年度末における固定負債の残高は744,315千円となり、前事業年度末比123,726千円減少

いたしました。減少した主な要因としましては、長期株主借入金の約定返済により112,800千円減

少したことによるものであります。 

（純資産） 

当事業年度末における純資産の残高は760,024千円となり、前事業年度末比168,362千円増加い

たしました。増加した主な要因としましては、当期純利益計上により利益剰余金が176,964千円増

加したことによるものであります。 
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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は、前事業年度末比107,880千円減少し220,998千円とな

りました。 

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は、以下のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当事業年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、31,066千円のプラスとなりました。これ

は、税引前当期純利益を 203,559 千円計上できたこと、及び割引手形の抑制による減少 144,499

千円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） 

当事業年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、17,824千円のマイナスとなりました。こ

れは、借地権付建物の売却 15,652 千円、貸付金の回収 1,285 千円、建物補修、金型などの有形

固定資産の取得25,545千円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当事業年度の財務活動によるキャッシュ・フローは、121,122 千円のマイナスとなりました。

これは、長期株主借入金の約定返済により112,800千円減少したこと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（％） 14.3 18.2 23.6 

時価ベースの自己資本比率（％） 55.5 51.5 25.8 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） 3,237.1 753.6 4,923.7 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 1.4 6.2 1.0 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

（注１）株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出してお

ります。 

（注２）有利子負債は、貸借対照表に計上されている借入金を対象としております。また、営業キ

ャッシュ・フロー及び利払いは、キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動

によるキャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を使用しております。 
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(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、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しております。利益配分につき

ましては、業績に応じた利益配分を基本方針とし、安定的な経営基盤を確保するための内部留保金を

総合的に勘案して方針の決定を行っております。 

当期の配当につきましては、期間損益は黒字化しているものの、過去数期間にわたり計上した多額

の赤字により繰越利益剰余金のマイナスを依然解消するには至らないことより、誠に遺憾ながら引き

続き無配とさせていただきます。 

また、次期配当につきましても、期間損益により繰越利益剰余金のプラス転換を目指しますが、未

だ自己資本が脆弱でありますことから内部留保を優先し誠に不本意ではございますが、無配とさせて

いただく予定であります。 

 

(4) 事業等のリスク 

（特定の取引先への依存について） 

当社は、主要株主であるトーヨーカネツ株式会社より資金面等の支援を受けております。当事業

年度末における同社からの借入金は1,079,624千円となっており、当事業年度末の借入金全体の

70.6%と高い比率を占めております。同社の当社に対する取引方針が変化した場合、当社の業績に

影響を与える可能性があります。 
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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（トーヨーコーケン株式会社）、及びその他の関

係会社１社により構成されており、ウインチ、荷揚機、コンベヤ、建設用機械、バランサ、ロボットの

製造販売、レンタルを主な事業内容としている他に、貯蔵タンクの製造販売、住宅建築請負等の事業活

動を展開しております。 

当社グループの事業内容及び当社と関係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。 

 

 

ウインチ、荷揚機、コンベヤ・・・・・・当社が製造販売しております。 

建設用機械、バランサ、ロボット 

 

貯蔵タンク、住宅建築請負・・・・・・・その他の関係会社のトーヨーカネツ㈱が製造販売、 

住宅建築請負をしております。 

   

  

（事業系統図） 

 

得  意  先 
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           製                              製 

 

           品                              品 

 

当社 

（財務諸表提出会社） 
 

トーヨーカネツ㈱ 

（その他の関係会社） 

ウインチ、荷揚機、コンベヤ 

建設用機械、バランサ、 

ロボットの製造販売 

 
貯蔵タンクの製造販売 

住宅建築請負 
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３．経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

当社は、顧客、株主・投資家、従業員などの関係者が相互に満足を得る「 良の会社」となること

を企業理念としています。経営環境のドラスティックな変化や急速な技術の発展にも耐えうる開発ス

ピード及びコスト対応力の強化を図り、開発指向メーカーとして、幅広い顧客のニーズに応えるべく

高品質かつ高付加価値な製品を供給してまいります。”人にやさしく、より生産性の高い、ユニーク

な製品作り”を実現し、企業の発展と社会的責任を果たすことを目指しております。 

 

(2) 目標とする経営指標 

当社は、恒常的な黒字確保を 大の経営課題として捉え、利益率重視の事業展開を図っております。

この経営方針の進捗状況をモニタリングする経営指標といたしまして、当社では限界利益率（売上高

より材料費・外注費を控除したものの売上高に対する比率）、売上総利益率、売上高営業利益率及び

売上高経常利益率を重視しております。 

 

(3) 中長期的な会社の経営戦略 

当社は、平成15年４月から平成18年３月までの３年間を経営再建期間として位置づけ、慢性的な

赤字体質から脱却し安定的な収益を確保できうる企業体質に転換することを 重要課題として取り

組んでまいりました。事業の選択と集中の考えのもと、持てる経営資源を得意分野、成長分野に集約

し、営業体制の再構築、利益追求型の体制・組織への移行、技術力を生かした新製品開発、用途開発

の積極的な推進、コストダウンの実現等の諸施策を実行した結果、平成 17 年３月期には７期ぶりに

黒字転換を達成し、平成 18 年３月期も低水準ではありますが黒字を確保するなど、所期の目標はほ

ぼ達成できたものと考えております。 

経営再建期間に続く向う３年間（平成18年４月から平成21年３月まで）は、将来の社業発展の礎

を築く期間として位置づけ、再建期間中に培った力を結集し「競争力の強化」に全社を挙げて取り組

み中であり、守りから攻めの経営へ転換しております。 

特に、当社の主力製品であるウインチ及びバランサの両部門について、今後さらに経営資源を集中

し、特化することにより営業力並びに効率的な生産・技術開発力を強化し、競合他社との差別化を図

ってまいります。業界をリードする企業として新製品開発・用途開発を通じさまざまなお客様のニー

ズに応えうる体制を整え、より一層存在価値が認められる企業を目指しております。 

 

(4) 会社の対処すべき課題 

当社といたしましては、経営再建計画に従い達成した黒字体質を今後も持続させるために、新中期

経営計画のメインテーマである「競争力の強化」すなわち「利益が生み出せる売上水準確保のための

営業力強化」とそれを支える「効率的な生産・開発体制の構築」に向けて全社を挙げて引き続き取り

組んでまいります。 

当面の課題として、営業面では、前事業年度に市場投入した新製品の「スーパーベビーホイスト」

と「ウルトラバラマン」について、主力標準機種として育成するべく製販一体となって販売促進活動

・製品のシリーズ化などに取り組んでまいります。 

また、ウインチ事業においては、「マイティ・プラー」のより安全性を考慮した新製品の開発・販

売とバランサ事業においても、引き続き新製品開発、既存機種の機能改善を推進し、競合他社との差

別化を図り、営業力の強化を図ってまいります。生産面では、ISO マネジメントシステムの運用強化

により、継続的な業務プロセスの検証と改善活動の推進、在庫管理の徹底による棚卸資産の圧縮及び

原材料価格高騰への対応として複数購買による資材調達の原価低減等の生産効率化に取り組んでま

いります。 

 

(5) 内部管理体制の整備・運用状況 

別途開示しております「コーポレート・ガバナンス報告書」に記載のとおりであります。 
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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  328,878 220,998 

2.受取手形 ※4,5 416,886 581,605 

3.売掛金  675,862 561,601 

4.製品  158,419 218,494 

5.原材料  494,094 514,263 

6.仕掛品  67,193 53,699 

7.前渡金  1,848 1,110 

8.前払費用  7,436 9,764 

9.その他  1,616 4,204 

貸倒引当金  △1,342 △360 

流動資産合計  2,150,894 66.3 2,165,381 67.4  14,487

Ⅱ 固定資産   

1.有形固定資産 ※2  

(1)建物 ※1 176,328 165,347 

(2)構築物 ※1 5,538 4,791 

(3)機械及び装置  29,614 27,602 

(4)車両運搬具  345 635 

(5)工具器具及び備品  29,144 27,421 

(6)土地 ※1 723,755 723,755 

(7)リース資産  7,797 － 

有形固定資産合計  972,524 30.0 949,553 29.5 △22,970

2.無形固定資産   

(1)借地権  15,652 － 

(2)ソフトウエア  5,601 12,429 

(3)電話加入権  3,112 3,112 

無形固定資産合計  24,366 0.7 15,542 0.5 △8,824

3.投資その他の資産   

(1)投資有価証券 ※1 50,159 40,127 

(2)出資金  25,822 24,520 

(3)従業員に対する長期 

   貸付金 
 3,593 317 

(4)破産更生債権等  22,300 22,184 

(5)その他  19,108 18,474 

貸倒引当金  △22,304 △22,184 

投資その他の資産合計  98,679 3.0 83,438 2.6 △15,240

固定資産合計  1,095,569 33.7 1,048,534 32.6 △47,035

資産合計   3,246,463 100.0  3,213,916 100.0 △32,547
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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 ※5 544,128 475,244 

2.買掛金  126,147 115,455 

3.短期借入金 ※1 450,000 450,000 

4.短期株主借入金 ※1,3 440,060 432,724 

5.１年以内に返済予定の 

  長期株主借入金 
※1,3 112,800 119,400 

6.未払金  631 168 

7.未払費用  55,340 39,428 

8.未払法人税等  6,472 29,486 

9.未払消費税等  16,699 12,574 

10.前受金  1,592 822 

11.預り金  11,388 10,560 

12.前受収益  － 210 

13.賞与引当金  21,500 23,500 

流動負債合計  1,786,760 55.0 1,709,576 53.2 △77,183

Ⅱ 固定負債   

1.長期株主借入金 ※1,3 646,900 527,500 

2.繰延税金負債  2,916 － 

3.退職給付引当金  217,305 216,415 

4.役員退職慰労引当金  320 － 

5.その他  600 400 

固定負債合計  868,041 26.8 744,315 23.2 △123,726

負債合計  2,654,801 81.8 2,453,891 76.4 △200,909

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

1.資本金  897,498 27.6 897,498 27.9 －

2.利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金  △303,765 △126,801  

利益剰余金合計  △303,765 △9.3 △126,801 △3.9 176,964

3.自己株式  △6,354 △0.2 △7,341 △0.2 △987

株主資本合計  587,377 18.1 763,355 23.7 175,977

Ⅱ 評価・換算差額等   

その他有価証券評価

差額金 
 4,284 0.1 △3,330 △0.1 △7,614

評価・換算差額等合計  4,284 0.1 △3,330 △0.1 △7,614

純資産合計  591,662 18.2 760,024 23.6 168,362

負債純資産合計  3,246,463 100.0 3,213,916 100.0 △32,547
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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  3,082,072 100.0 3,122,628 100.0 40,555

Ⅱ 売上原価     

1.期首製品たな卸高   153,312 158,419  

2.当期製品製造原価 ※2 2,318,396 2,362,272  

合計  2,471,709 2,520,691  

3.他勘定振替高 ※1   － 1,103  

4.期末製品たな卸高   158,419 2,313,290    75.1 218,494 2,301,093 73.7 △12,196

売上総利益  768,782 24.9 821,534 26.3 52,751

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※2  

1.荷造運搬費  8,874 8,270  

2.広告宣伝費  27,856 33,140  

3.役員報酬  49,220 56,190  

4.給料手当  195,000 209,575  

5.賞与引当金繰入  31,213 9,165  

6.法定福利費  35,266 33,979  

7.退職給付費用  18,341 15,385  

8.旅費交通費  81,150 77,696  

9.支払手数料  － 49,391  

10.委託事務費  6,000 6,000  

11.減価償却費  7,432 6,119  

12.その他の経費  139,030 599,386 19.4 84,645 589,559 18.9 △9,827

営業利益  169,395 5.5 231,975 7.4 62,579
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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）

Ⅳ 営業外収益   

1.受取利息  90 70  

2.受取配当金  761 618  

3.賃貸料収入  45,119 19,692  

4.団体保険配当金  3,637 3,705  

5.その他  8,796 58,405 1.9 3,997 28,084 0.9 △30,321

Ⅴ 営業外費用   

1.支払利息 ※6 34,699 31,519  

2.賃借料  36,564 12,188  

3.売上割引  － 5,372  

4.その他  10,719 81,982 2.7 4,174 53,254 1.7 △28,727

経常利益  145,818 4.7 206,804 6.6 60,985

Ⅵ 特別利益   

1.固定資産売却益 ※3 1,400 －  

2.出資金売却益  83 －  

3.受取保険金  48,006 －  

4.貸倒引当金戻入益  4,377 －  

5.役員退職慰労引当金戻

入 

 
－ 320  

6.受取補償金  － 53,866 1.7 3,388 3,708 0.1 △50,158

Ⅶ 特別損失   

1.固定資産売却損 ※4 － 1,998  

2.固定資産除却損 ※5 4,550 4,954  

3.棚卸資産評価損  861 －  

4.役員弔慰金  10,000 －  

5.社葬費用  2,717 －  

6.ゴルフ会員権評価損  7,000 －  

7.出資金売却損  340 25,469 0.8 － 6,953 0.2 △18,515

税引前当期純利益  174,216 5.6 203,559 6.5 29,343

法人税、住民税及び事

業税 

 
1,852 0.1 6,712 0.2

過年度法人税、住民税

及び事業税 

 
－ － 19,883 0.6

当期純利益  172,364 5.5 176,964 5.7 4,599
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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 評価・換算差額等 

利益剰余金 

その他利益剰余金

 

資本金 

繰越利益剰余金 

自己株式 株主資本合計

その他 

有価証券 

評価差額金 

純資産合計

平成18年３月31日 残高 

（千円） 
897,498 △476,130 △5,062 416,305 15,948 432,254

事業年度中の変動額  

 当期純利益  172,364 172,364 172,364

 自己株式の取得  △1,292 △1,292 △1,292

 株主資本以外の項目の事業 

 年度中の変動額（純額） 
 △11,664 △11,664

事業年度中の変動額合計 

（千円） 
－ 172,364 △1,292 171,072 △11,664 159,407

平成19年３月31日 残高 

（千円） 
897,498 △303,765 △6,354 587,377 4,284 591,662

  
 

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 評価・換算差額等 

利益剰余金 

その他利益剰余金

 

資本金 

繰越利益剰余金 

自己株式 株主資本合計

その他 

有価証券 

評価差額金 

純資産合計

平成19年３月31日 残高 

（千円） 
897,498 △303,765 △6,354 587,377 4,284 591,662

事業年度中の変動額  

 当期純利益  176,964 176,964 176,964

 自己株式の取得  △987 △987 △987

 株主資本以外の項目の事業 

 年度中の変動額（純額） 
 △7,614 △7,614

事業年度中の変動額合計 

（千円） 
－ 176,964 △987 175,977 △7,614 168,362

平成20年３月31日 残高 

（千円） 
897,498 △126,801 △7,341 763,355 △3,330 760,024
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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 174,216 203,559 

減価償却費 38,808 44,754 

退職給付引当金の増減額 5,478 △890 

役員退職慰労引当金の増減額 － △320 

賞与引当金の増減額 6,500 2,000 

貸倒引当金の増減額 △10,822 △1,101 

受取利息及び受取配当金 △852 △688 

支払利息 34,699 31,519 

有形固定資産除却損 4,550 4,954 

有形固定資産売却損益 △1,400 1,998 

出資金売却損益 257 － 

売上債権の増減額 △225,196 94,041 

たな卸資産の増減額 △330 △66,750 

仕入債務の増減額 109,309 △79,576 

未払消費税等の増減額 9,859 △4,124 

割引手形の増減額 83,848 △144,499 

受取保険金 △48,006 － 

ゴルフ会員権評価損 7,000 － 

その他 19,095 △21,157 

小計 207,015 63,720 △143,294

利息及び配当金の受取額 852 688 

利息の支払額 △35,124 △31,491 

受取保険金 48,006 － 

法人税等の支払額 △1,836 △1,852 

営業活動によるキャッシュ・フロー 218,913 31,066 △187,846

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 △28,689 △25,545 

有形固定資産の売却による収入 12,000 957 

無形固定資産の取得による支出 △400 △10,977 

無形固定資産の売却による収入 － 15,652 

投資有価証券の取得による支出 △479 △498 

出資金の売却による収入 709 1,302 

貸付による支出 △500 － 

貸付金の回収による収入 417 1,285 

投資活動によるキャッシュ・フロー △16,942 △17,824 △881

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  
短期借入金の純増加額 100,000 － 
短期株主借入金の純増加額 
（△は純減少額） 

△675,564 △7,335 

長期株主借入金による収入 613,500 － 

長期株主借入金の返済による支出 △112,800 △112,800 

自己株式の取得による支出 △1,292 △987 

財務活動によるキャッシュ・フロー △76,157 △121,122 △44,965

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 125,813 △107,880 △233,694

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 203,065 328,878 125,813

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※ 328,878 220,998 △107,880
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重要な会計方針 

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．有価証券の評価基準及び評価方法 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価

差額は全部純資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算定） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

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．たな卸資産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 

(1) 製品 (1) 製品 

先入先出法による原価法。ただしロボット、

バランサについては個別法による原価法 

同左 

(2) 原材料・仕掛品 (2) 原材料・仕掛品 

移動平均法による原価法 同左 

３．固定資産の減価償却の方法 ３．固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 (1) 有形固定資産 

定率法。ただし、平成10年４月１日以降に

取得した建物（建物附属設備を除く）、リー

ス資産については定額法を採用しておりま

す。 

なお、主な耐用年数は次のとおりでありま

す。 

建物及び構築物      ８～38年 

機械装置及び運搬具    ３～17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。 

 これによる営業利益、経常利益及び税引前当

期純利益への影響は、軽微であります。 

──── （追加情報） 

  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。 

 これによる営業利益、経常利益及び税引前当

期純利益への影響は、軽微であります。 

(2) 無形固定資産 (2) 無形固定資産 

自社利用のソフトウエア 自社利用のソフトウエア 

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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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 ４．引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 (1) 貸倒引当金 

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるた

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。 

同左 

(2) 賞与引当金 (2) 賞与引当金 

従業員の賞与支給に備えるため、翌事業年

度の支給見込額のうち、当事業年度に帰属す

る部分の金額を計上しております。 

同左 

(3) 役員退職慰労引当金 (3) 役員退職慰労引当金 

役員の退職金支給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。 
役員の退職金支給に備えるため内規に基づ

く期末要支給額を計上することとしておりま

す。 
(4) 退職給付引当金 (4) 退職給付引当金 

同左 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。 

会計基準変更時差異（203,313千円）につい

ては、15年による按分額を費用処理しており

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（５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。 

過去勤務債務は、そ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（５

年）による定額法により按分した額を償却す

ることとしております。 

５．リース取引の処理方法 ５．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 

６．キャッシュ・フロー計算書における資金の範

囲 

６．キャッシュ・フロー計算書における資金の範

囲 

手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ

月以内に満期日の到来する流動性の高い、容

易に換金可能であり、かつ､価値の変動に関し

て僅少なリスクしか負わない短期的な投資か

らなっております。 

同左 

７．その他財務諸表作成のための重要な事項 ７．その他財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は税抜方式によってお

ります。 

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

591,662千円であります。 

財務諸表等規則の改正により、当事業年度に

おける財務諸表は、改正後の財務諸表等規則に

より作成しております。 

 

 表示方法の変更 

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） 

１．前事業年度までは独立科目で掲記していた未

収金（当期末残高543千円）は、金額が僅少に

なったため、流動資産の「その他」に含めて表

示することに変更しました。 

２．未払消費税等は、金額的重要性が増したため

区分掲記することとしました。なお、前期は流

動負債の「その他」に6,839千円含まれており

ます。 

（損益計算書） 

１．支払手数料は、金額的重要性が増したため区

分掲記することとしました。なお、前事業年度

は販売費及び一般管理費の「その他の経費」に

46,478千円含まれております。 

２．売上割引は、金額的重要性が増したため区分

掲記することとしました。なお、前事業年度は

営業外費用の「その他」に7,104千円含まれて

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 担保に供している資産等は、次のとおりで

あります。 

※１ 担保に供している資産等は、次のとおりで

あります。 

(1) 担保提供資産簿価 (1) 担保提供資産簿価 

  

建物 144,957千円

構築物 5,498千円

土地 558,659千円

投資有価証券 11,372千円

  計 720,488千円

  

  

建物 138,767千円

構築物 4,791千円

土地 558,659千円

投資有価証券 5,353千円

  計 707,571千円

  

(2) 担保付債務 (2) 担保付債務 

  

短期借入金 50,000千円

短期株主借入金 440,060千円

１年以内に返済予定

の長期株主借入金 
112,800千円

長期株主借入金 646,900千円

  計 1,249,760千円

  

  

短期借入金 50,000千円

短期株主借入金 432,724千円

１年以内に返済予定

の長期株主借入金 
119,400千円

長期株主借入金 527,500千円

  計 1,129,624千円

  

※２ 有形固定資産の減価償却累計額は

1,113,351千円であります。 

※２ 有形固定資産の減価償却累計額は

1,069,269千円であります。 

※３ 関係会社項目 ※３ 関係会社項目 

 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。 

 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。 

  

短期株主借入金 440,060千円

１年以内に返済予定の

長期株主借入金 
112,800千円

長期株主借入金 646,900千円

  

  

短期株主借入金 432,724千円

１年以内に返済予定の

長期株主借入金 
119,400千円

長期株主借入金 527,500千円

  

※４ 

 

受取手形割引高 204,492千円

  

※４

 

受取手形割引高 59,993千円

  
──── ※５ 期末日満期手形 ※５

  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をしておりま

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    15,495千円 

 支払手形   124,048千円 
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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 ──── ※１ 他勘定振替高の内訳は次のとおりでありま

す。 
    広告費             477千円 

 試験研究費           457千円 

 機械装置            167千円 
※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研

究開発費は11,587千円であります。 

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研

究開発費は10,991千円であります。 
──── ※３ 固定資産売却益のうち主なもの ※３

  機械装置         1,400千円   
※４ ──── ※４ 固定資産売却損のうち主なもの 
    建物           1,998千円 
※５ 固定資産除却損のうち主なもの ※５ 固定資産除却損のうち主なもの 
  器具備品         3,085千円 

 機械装置         1,435千円 

 車両運搬具          29千円 

  リース資産        4,533千円 

 機械装置          217千円 

 器具備品          204千円 
※６ 関係会社との取引 ※６ 関係会社との取引 

  支払利息         25,814千円   支払利息         21,440千円 
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（株主資本等変動計算書関係） 

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前事業年度末 

株式数(株) 

当事業年度 

増加株式数(株) 

当事業年度 

減少株式数(株) 

当事業年度期末 

株式数(株) 

発行済株式     

普通株式 8,353,645 － － 8,353,645

合計 8,353,645 － － 8,353,645

自己株式     

普通株式（注） 37,692 5,603 － 43,295

合計 37,692 5,603 － 43,295

（注）自己株式の増加5,603株は、単元未満株式の買取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 

該当事項はありません。 

(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 

該当事項はありません。 

 

当事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

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) 

当事業年度期末 

株式数(株) 

発行済株式     

普通株式 8,353,645 － － 8,353,645

合計 8,353,645 － － 8,353,645

自己株式     

普通株式（注） 43,295 6,525 － 49,820

合計 43,295 6,525 － 49,820

（注）自己株式の増加6,525株は、単元未満株式の買取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 

該当事項はありません。 

(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 

該当事項はありません。 
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（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

掲載されている科目の金額との関係 

同左 

現金及び現金同等物の期末残高は、貸借対照

表に掲記されている現金及び預金勘定であり

ます。 

 

 

 

（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 

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) 

種   類 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）

(1）株式 30,558 37,759 7,200 18,017 20,794 2,777

(2）債券  

 ①国債・地方債等 － － － － － －

 ②社債 － － － － － －

 ③その他 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

 

貸借対照

表計上額

が取得原

価を超え

るもの 

小 計 30,558 37,759 7,200 18,017 20,794 2,777

(1）株式 － － － 13,040 6,931 △6,108

(2）債券  

 ①国債・地方債等 － － － － － －

 ②社債 － － － － － －

 ③その他 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

 

貸借対照

表計上額

が取得原

価を超え

ないもの 

小 計 － － － 13,040 6,931 △6,108

合  計 30,558 37,759 7,200 31,057 27,726 △3,330

 

２．前事業年度及び当事業年度中に売却したその他有価証券 

 

該当事項はありません。 

 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

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 
12,400 12,400 

 

（デリバティブ取引関係） 

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

該当事項はありません。 

 

当事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

該当事項はありません。 

 

（持分法損益等） 

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

該当事項はありません。 

 

当事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

該当事項はありません。 
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（関連当事者との取引） 

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

(1) 親会社等及び法人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等の
名称 

住所 

資本金 
又は 
出資金 

（百万円）

事業の 
内容又 
は職業 

議決権等
の所有 

（被所有）
割合（％）

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の
内容 

取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高
(千円)

短期株主借入
金 

440,060

１年以内に返
済予定の長期
株主借入金 

112,800
金銭の借
入(注1)

― 

長期株主借入
金 

646,900

その他
の関係
会社 

トーヨー
カネツ㈱ 

東京都 
江東区 

18,580 
貯蔵タンク
住宅建築請
負 

（被所有）
直接39.3
間接 0.0

― 

資金の
援助、
営業上
の取引

支払利息
（注２）

25,814 ― ― 

主要 
株主 

㈱レオパ
レス21 

東京都
中野区 

55,640 
アパート建
設請負 

（被所有）
直接14.9
間接 0.0

― 
事務所
・倉庫
の賃借

賃借料 
（注３）

36,564 ― ― 

（注）取引条件ないし取引条件の決定方針等 

(1）借入金利率については、市場金利等を勘案し双方協議の上決定しております。 

(2）トーヨーカネツ株式会社からの借入金にあたっては、建物及び構築物148,652千円、土地

513,145千円を担保に供しております。 

(3) 賃借料については、市場価格等を勘案し双方協議の上決定しております。 

 

当事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

(1) 親会社等及び法人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等の
名称 

住所 

資本金 
又は 
出資金 

（百万円）

事業の 
内容又 
は職業 

議決権等
の所有 

（被所有）
割合（％）

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の
内容 

取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高
(千円)

短期株主借入
金 

432,724

１年以内に返
済予定の長期
株主借入金 

119,400
金銭の借
入(注1)

― 

長期株主借入
金 

527,500

その他
の関係
会社 

トーヨー
カネツ㈱ 

東京都 
江東区 

18,580 
貯蔵タンク
住宅建築請
負 

（被所有）
直接39.3
間接 0.0

兼任
１名

資金の
援助、
営業上
の取引

支払利息
（注２）

21,440 ― ― 

主要 
株主 

㈱レオパ
レス21 

東京都
中野区 

55,640 
アパート建
設請負 

（被所有）
直接14.9
間接 0.0

― 
事務所
・倉庫
の賃借

賃借料 
（注３）

12,188 ― ― 

（注）取引条件ないし取引条件の決定方針等 

(1）借入金利率については、市場金利等を勘案し双方協議の上決定しております。 

(2）トーヨーカネツ株式会社からの借入金にあたっては、建物及び構築物141,885千円、土地

513,145千円を担保に供しております。 

(3) 賃借料については、市場価格等を勘案し双方協議の上決定しております。なお、賃貸借契約

については平成19年８月末をもって終了しております。 
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（税効果会計関係） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

  

 繰延税金資産 

繰越欠損金 602,138千円

貸倒引当金損金算入限度超過額 9,576千円

退職給付引当金 88,008千円

役員退職慰労引当金 129千円

賞与引当金 8,707千円

出資金 2,835千円

未払費用 4,050千円

原材料 12,396千円

繰延税金資産小計 727,843千円

評価性引当額 △727,843千円

繰延税金資産合計 －千円

 繰延税金負債 

その他有価証券評価差額金 △2,916千円

繰延税金負債合計 △2,916千円

繰延税金資産(又は負債)の純額 △2,916千円
 

  

 繰延税金資産 

繰越欠損金 519,853千円

貸倒引当金損金算入限度超過額 9,130千円

退職給付引当金 87,648千円

賞与引当金 9,517千円

出資金 2,835千円

未払費用 129千円

原材料 14,461千円

 

繰延税金資産小計 643,576千円

評価性引当額 △643,576千円

繰延税金資産合計 －千円

 繰延税金負債 

その他有価証券評価差額金 －千円

繰延税金負債合計 －千円

繰延税金資産(又は負債)の純額 －千円

  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の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内訳 

法定実効税率             40.5% 

(調整) 

交際費等永久に損金に算入されない項目  3.2% 

住民税均等割              1.0% 

評価性引当額            △43.7%

税効果会計適用後の法人税等の負担率   1.0%  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の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内訳 

法定実効税率             40.5% 

(調整) 

交際費等永久に損金に算入されない項目  3.0% 

住民税均等割             13.0% 

評価性引当額             △43.5%

税効果会計適用後の法人税等の負担率   13.0%  
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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、確定給付型の制度として、総合型の厚生年金基金制度及び適格退職年金制度を設けてお

ります。なお、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は次の通

りであります。 
(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                     97,361,223千円 

年金財政計算上の給付債務の額             99,244,150千円

差引額                        △1,882,926千円 

(2) 制度全体に占める当社の掛金拠出割合（平成20年３月31日現在） 

                                     0.54％ 

(3) その他（平成19年３月31日現在） 

過去勤務債務残高                              20,838,017千円 

剰余金                                 18,955,090千円 

本制度における過去勤務債務の償却方法        期間20年の元利均等償却 

なお、上記(2)の割合は当社の実際の負担割合とは一致しません。 

 

（追加情報） 

当事業年度より、「『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。 
 

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） △366,685 △370,053 

(2) 年金資産（千円） 90,294 107,351 

(3) 未積立退職給付債務 (1)+(2)（千円） △276,390 △262,702 

(4) 会計基準変更時差異の未処理額（千円） 51,332 44,916 

(5) 未認識数理計算上の差異（千円） △3,432 △4,221 

(6) 過去勤務債務の未処理額（千円） 11,185 5,592 

(7) 貸借対照表計上額純額 (3)+(4)+(5)+(6)（千円） △217,305 △216,415 

(8) 前払年金費用（千円） － － 

(9) 退職給付引当金 (7)-(8)（千円） △217,305 △216,415 

 

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）

退職給付費用（千円） 44,324 38,037 

(1) 勤務費用（千円） 20,829 22,297 

(2) 利息費用（千円） 5,127 5,500 

(3) 期待運用収益（減算）（千円） 304 451 

(4) 会計基準変更時差異の費用処理額（千円） 6,416 6,416 

(5) 数理計算上の差異の費用処理額（千円） 6,661 △1,317 

(6) 過去勤務差異の費用処理額（千円） 5,592 5,592 
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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（％） 1.5 1.5 

(2）期待運用収益率（％） 0.5 0.5 

(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）会計基準変更時差異の処理年数（年） 15 15 

(5）過去勤務債務の額の処理年数（年） ５ ５ 

(6）数理計算上の差異の処理年数（年） ５ ５ 
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（ストック・オプション等関係） 

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

該当事項はありません。 

 

当事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

該当事項はありません。 

 

（企業結合等） 

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

該当事項はありません。 

 

当事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

該当事項はありません。 

 

（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         71.20円 

１株当たり当期純利益金額      20.73円 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金

額については、潜在株式が存在しないため記載し

ておりません。 

１株当たり純資産額        91.53円 

１株当たり当期純利益金額     21.30円 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金

額については、潜在株式が存在しないため記載し

ておりません。 

（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） 172,364 176,964 

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） 172,364 176,964 

期中平均株式数（株） 8,314,469 8,307,101 

 

（重要な後発事象） 

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

該当事項はありません。 

 

当事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

該当事項はありません。 
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５．その他 

(1) 役員の異動 

該当事項はありません。 

 

(2) その他 

該当事項はありません。 
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