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（百万円未満を切り捨てて表示しております）

１．20年3月期の連結業績(平成19年4月1日～平成20年3月31日)
(1)連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年3月期 49,988 37.8 3,885 3.4 4,119 8.1 1,570 △ 47.3

19年3月期 36,282 12.7 3,758 △ 4.9 3,811 △ 4.8 2,982 44.3

円　　銭 円　　銭 ％ ％ ％

20年3月期 41 60 37 42 6.3 6.2 7.8

19年3月期 78 87 78 23 12.3 7.0 10.4

(参考)　持分法投資損益　　　　20年3月期　　　　－百万円　　19年3月期　　　　－百万円

(2)連結財政状態

百万円 百万円 ％ 円　　銭

20年3月期 65,342 37,641 36.9 642 37

19年3月期 67,262 38,121 37.8 672 90

(参考)　自己資本  20年3月期 24,087百万円　　19年3月期 25,438百万円

(3)連結キャッシュ・フローの状況

百万円 百万円 百万円 百万円

20年3月期 △ 740 △ 86 △ 356 10,039

19年3月期 1,810 △ 3,535 8,364 11,214

２．配当の状況

中間期末 期末 年間
円　銭 円　銭 円　銭 百万円 ％ ％

 19年3月期   6  50   9  50  16  00 604 20.3 2.5
 20年3月期   7  50   7  50  15  00 564 36.1 2.3
 21年3月期（予想）   7  50   7  50  15  00 － 23.4 －

３．21年3月期の連結業績予想(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２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円　　銭

第２四半期
連結累計期間

26,200 13.8 2,000 27.6 2,100 23.1 630 △ 27.1 16 80

通　期 54,500 9.0 5,500 41.5 5,600 35.9 2,400 52.8 64 00

１株当たり
当期純利益

当期純利益売上高 営業利益 経常利益

（年間）
配当性向
（連結）

純資産配当率
（連結）

営業利益

売　上　高
営業利益率

配当金総額

1株当たり純資産

期　 末　 残　 高

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

現金及び現金同等物

経常利益

総資産 純資産 自己資本比率

売上高 当期純利益

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後

キャッシュ・フロー
営業活動による 投資活動による 財務活動による

（基準日）
１株当たり配当金

キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー
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４．その他
(1)期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　　無
(2)連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 　（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されるもの）
　　①　会計基準等の改正に伴う変更　　　有
　　②　①以外の変更　　　　　　　　　　有
　　　(注) 詳細は、19ページ及び20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｣をご覧下さい。

(3)発行済株式数（普通株式）
　　①　期末発行済株式数（自己株式を含む）　　20年3月期　38,550,684株　　19年3月期　38,550,684株　　
　　②　期末自己株式数　　　　　　　　　　　　20年3月期 　1,052,472株  　19年3月期　   746,165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、32ページ｢１株当たり情報｣をご覧ください。

(参考)　個別業績の概要

１．20年3月期の個別業績(平成19年4月1日～平成20年3月31日)
(1)個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年3月期 17,219 △ 10.6 386 △ 72.8 702 △ 56.5 188 △ 81.3

19年3月期 19,266 2.6 1,421 △ 29.7 1,612 △ 26.3 1,008 △ 28.6

円　　銭 円　　銭

20年3月期 5 00 4 50
19年3月期 26 67 26 45

(2)個別財政状態

百万円 百万円 ％ 円　　銭

20年3月期 31,878 18,729 58.8 499 47

19年3月期 36,368 21,243 58.4 561 94

(参考)　自己資本  20年3月期 18,729百万円　　19年3月期 21,243百万円

２．21年3月期の個別業績予想(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）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円　　銭

第２四半期
累計期間

9,200 10.2 290 225.0 800 113.5 660 151.7 17 60

通　期 19,500 13.2 1,250 223.2 1,700 142.1 1,270 572.4 33 87

総資産

売上高 営業利益 経常利益

当期純利益

自己資本比率

１株当たり 潜在株式調整後

1株当たり純資産

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

当期純利益

純資産

１株当たり

１株当たり当期純利益

当期純利益

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
　　　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たものであり、
　　実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。
　　　なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料の4ﾍﾟｰｼﾞを参照して下さい。
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１．経 営 成 績 
 
（１）経営成績に関する分析 
①当期の概況 
当期のわが国経済は、堅調な企業収益とそれに伴う設備投資の増加により、景気は緩やかな拡大

傾向を維持してきました。しかし一方では、原油や素材の価格高騰、サブプライム問題に端を発す

る米国経済の減速懸念、金融市場の混乱など先行きに不透明感が増してまいりました。 
当社グループの経営環境は、計測制御機器事業におきましては、主要顧客である電力各社の設備

投資の低迷や競争激化による販売価格の低下に加え、原油価格や電気銅を始めとする素材価格が高

止まりするなど、厳しい経営環境となりました。一方、ＦＰＤ（フラットパネルディスプレイ）関

連装置事業におきましては薄型テレビの普及拡大に牽引されＦＰＤ製造装置の受注環境は好調に推

移しており生産高は拡大を続けております。 
このような経営環境のもとで、当社グループは原価低減活動を推進するなど経営効率化に取り組

み、全社をあげて業績の向上に努めてまいりました。 
連結売上高につきましては、計測制御機器事業で(株)エネゲートを当期から連結子会社に加えたこ
とを主因に増加し、前年同期比３７．８％増の４９９億８千８百万円になりました。 
利益面につきましては、計測制御機器事業では(株)エネゲートを連結子会社に加えたものの販売不
振や電力会社向け製品の値下げ等により原価率が悪化したことなどにより営業利益は前年同期比３．

４％増の３８億８千５百万円にとどまりました。また、経常利益は前年同期比８．１％増の４１億

１千９百万円となりました。特別損失に中国の天津三達電気の整理損失、ならびに設備の減損損失

等を計上しましたが投資有価証券売却益により相殺しました。しかし、前期に子会社の上場による

新株発行等に伴い生じた持分変動利益１０億７百万円が特別利益として計上されていたこと、回収

可能性を見直し一部繰延税金資産を取り崩したこと等により当期純利益は前年同期比４７．３％減

の１５億７千万円となりました。 

(単位：百万円)
売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

平成２０年３月期 ４９，９８８ ３，８８５ ４，１１９ １，５７０ 
平成１９年３月期 ３６，２８２ ３，７５８ ３，８１１ ２，９８２ 
増　減　額 １３，７０５ １２７ ３０７ △１，４１１  

②セグメント別の概況 
（計測制御機器事業） 
計測制御機器事業は、電力量計、計器用変成器等の電力会社向け製品が改正建築基準法の影響に

よる住宅着工戸数の減少や客先在庫調整、検定期間延伸等の理由により減少しましたが、(株)エネゲ
ートを連結子会社に加えたことにより売上高は前年同期比５０．７％増の３８８億３千８百万円と

なりました。 
一方、営業利益につきましては、(株)エネゲートを連結子会社に加えたことによる利益の増加はあ
りましたが、電力会社向け製品が競争激化により販売価格が下がったこと等の要因により前年同期

比９．１％減の１４億７千１百万円となりました。 
 
（ＦＰＤ関連装置事業） 
ＦＰＤ関連装置事業は、主要顧客であるＦＰＤ製造メーカーの設備投資が続いており、ＦＰＤ製
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造装置の需要は拡大しております。加えてＩＣカード関連やカメラ用撮像素子モジュール等も好調

に推移したことで、売上高は前年同期比６．３％増の１０７億４千９百万円、営業利益は前年同期

比１５．３％増の２１億７千６百万円となりました。 
 
（不動産事業） 
不動産事業は、売上高はほぼ横ばいで推移しており、前年同期比０．３％減の５億８百万円、営

業利益は前年同期比３．１％減の２億３千７百万円となりました。 
 
なお、セグメント別売上高は、セグメント間の内部売上高又は振替高１億７百万円を含めて表示し

ております。 
 
③次期の見通し 
 改正建築基準法の影響による住宅着工戸数の減少は徐々に回復傾向にありますが、原材料価格等

の高止まりによる影響に加え、主要顧客である電力会社向け製品ではメーカー間の競争が激化して

おり予断を許さない経営環境が続くものと思われます。 
厳しい環境下ではありますが、計測制御機器事業では需要の拡大が期待される家庭用電子式電力

量計や新型のタイムスイッチ、ＦＰＤ関連装置事業では薄型テレビ用ディスプレイパネルの製造装

置を中心に売上高の拡大に向け販売活動を一層強化するとともに、新型機器を投入するほか引き続

き製造コストの低減を推進し、経営体質の強化並びに収益力の向上に努める所存であります。 
通期の業績につきましては、売上高５４５億円、営業利益５５億円、経常利益５６億円、また当

期純利益につきましては２４億円を見込んでおります。 
 
 連結業績見通し 
  売上高   ５４，５００百万円（前期比  ９．０％増） 
  営業利益   ５，５００百万円（前期比 ４１．５％増） 
  経常利益   ５，６００百万円（前期比 ３５．９％増） 
  当期純利益  ２，４００百万円（前期比 ５２．８％増） 
 
（注意事項） 
上記の業績見通しは、当社グループが現時点で得られた情報に基づいて算定した将来の予想であ

り、不確実な要素を含んでいるため、実際の業績はこれらと異なる結果となり得ることをご承知お

きください。 
 
（２）財政状況に関する分析 
①当期末の総資産、純資産および自己資本比率の状況 

(単位：百万円)
総資産 純資産 自己資本比率

平成２０年３月期 ６５，３４２ ３７，６４１ ３６．９％ 
平成１９年３月期 ６７，２６２ ３８，１２１ ３７．８％ 
増　減　額 △１，９２０ △４８０ △０．９ﾎﾟｲﾝﾄ  
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当期は、前期末と比較して総資産は１９億２千万円減少しました。 
主な内訳は、現金及び預金が３１億３千３百万円減少し、投資有価証券が２９億３千万円減少、

受取手形及び売掛金が２９億１千万円増加、たな卸資産が８億４千２百万円増加したこと等であり

ます。ＦＰＤ関連装置事業における回収条件の変更が、現金及び預金の減少、売上債権の増加に繋

がっています。 
負債の部につきましては、長・短期借入金が６億３千９百万円増加したこと、繰延税金負債が１

０億９百万円減少したこと、支払手形及び買掛金が７億７千７百万円減少したこと等により負債の

部は１４億４千万円減少しました。 
また、その他有価証券評価差額金が１９億３千５百万円減少したこと等により、自己資本比率は

０．９ポイント減少し３６．９％となりました。 
 
②キャッシュ・フローの状況 
当期末における現金及び現金同等物残高は、前期末に比べ１１億７千４百万円減少して１００億

３千９百万円となりました。 

(単位：百万円)
前　期 当　期 増　減

営業活動によるキャッシュ・フロー １，８１０ △７４０ △２，５５１ 
投資活動によるキャッシュ・フロー △３，５３５ △８６ ３，４４８ 
財務活動によるキャッシュ・フロー ８，３６４ △３５６ △８，７２０ 
現金及び現金同等物の期末残高 １１，２１４ １０，０３９ △１，１７４  

 (ｲ)営業活動によるキャッシュ・フロー 
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益４１億４千５百万円に対し、

減価償却費１６億５千７百万円、売上債権の増加額２８億９千１百万円、たな卸資産の増加額８

億７千１百万円、仕入債務の減少額８億７千６百万円、法人税等の支払額１２億４百万円等によ

り、７億４千万円の資金減少となりました。 
 (ﾛ)投資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・フローは、大崎エンジニアリング(株)の第三工場増設をはじめとす
る有形固定資産の取得による支出１３億９百万円、投資有価証券の取得による支出１３億７千８

百万円、投資有価証券の売却による収入１８億７千８百万円等により８千６百万円の資金減少と

なりました。 
 (ﾊ)財務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・フローは、短期借入金の純増加額９億７千万円、配当金の支払額

６億４千１百万円、長期借入金の返済による支出３億２千５百万円等により３億５千６百万円の

資金減少となりました。 
 
③キャッシュ・フロー指標のトレンド 

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（％） ５６．３ ３７．８ ３６．９ 
時価ベースの自己資本比率（％） １２２．３ ６７．１ ２３．９ 
債務償還年数（年） １．２ ５．６ － 
インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） ３７．１ ２０．２ － 
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（注）自己資本比率：自己資本／総資産 

   時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

   債務償還年数：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 

＊各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

＊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。 

＊営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用し

ております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を

対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用して

おります。 
＊平成 20年３月期の債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオは、営業キャッシュ・フローがマイ

ナスであるため記載しておりません。 

 
（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重要な経営政策の一つとして位置付けており、株主の皆様に対

し安定的な配当を継続することを前提として、更に業績に応じた成果の配分を行うことを基本方針

としております。また、内部留保につきましては、長期的な企業価値の拡大を目指し、競争力強化

のための研究開発投資や設備投資の原資とするとともに今後の事業展開に有効活用し、業績の向上

に努めてまいる所存であります。 
 なお、当期の期末配当金につきましては、当初の計画通り一株につき７円５０銭とし、中間配当

金７円５０銭と合わせて一株につき１５円とする予定であります。 
 次期の配当につきましては、中間配当金７円５０銭、期末配当金７円５０銭とし、通期では１株

につき１５円とする計画であります。 
 
（４）事業等のリスク 
当社グループの経営成績、財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のものがあり

ます。 
①需要環境の変動によるリスク 
当社グループが製造している製品市場（計測制御機器市場、ＦＰＤ製造装置市場）の予期せぬ変

動により製品の需要環境が変化する可能性があります。また、当社グループ製品を販売している国

や地域の経済状況の変動により製品の需要環境が変化する可能性があります。製品需要環境の大き

な変動による売上高の低下は当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。 
 
②原材料・部品の価格高騰及び入手難によるリスク 
当社グループは製品の製造のため外部から原材料、部品、組立外注品等を購入しておりますが、

これらは世界経済の状況や原料産出国の環境により価格の高騰や入手が困難となる事態がおこらな

いという保証はありません。原材料・部品の価格高騰及び入手難は当社グループの業績及び財政状

態に悪影響を及ぼす可能性があります。 
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③株価変動によるリスク 
当社グループは投資有価証券５３億８千８百万円を保有しておりますが、株価の大幅な下落がお

きた場合に投資有価証券評価損が発生しないという保証はありません。大きな投資有価証券評価損

は当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。 
 
④不動産価格の変動によるリスク 
当社グループは電気機械器具製造業、ＦＰＤ関連装置製造業及び不動産事業を行っており土地・

建物等の不動産を所有しておりますが、保有している不動産価格の下落は当社グループの業績及び

財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。 
 
⑤製品の不具合によるリスク 
当社グループは極めて高い品質管理水準のもと製造を行っておりますが、将来に渡りすべての製

品やサービスにおいて、製品の不具合、サービス対応の不備によるリコールや顧客満足度の低下に

よる販売数量の減少がおこらないという保証はありません。大規模なリコールや納入停止につなが

るような製品の不具合は当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。 
 
⑥特定顧客への取引集中によるリスク 
当社グループの顧客について、計測制御機器事業では主要製品である電力量計、電流制限器、計

器用変成器、監視制御装置及びタイムスイッチの主たる納入先は国内の１０電力会社となっており

ます。電力各社に対する売上高の合計は全売上高の過半を占めております。また、ＦＰＤ関連装置

事業では大型薄型テレビ向け実装装置が主力となっております。これらは特定の取引先に対する売

上の依存割合が高くなっているため、取引先との取引関係に変化があった場合は、当社グループの

業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。 
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２．企業集団の状況 

 

(1) 当社グループは、当社及び子会社15社で構成されております。当社グループが営んでいる主要な事

業内容と、当該事業に係る当社及び子会社の位置づけは、次のとおりであります。 

なお、下記の主要な事業内容と事業の種類別セグメント情報における事業区分内容とは同一であり

ます。 

計測制御機器事業 

会社名 事業の内容 

当社 
電力量計、電流制限器、計器用変成器、監視制御装置、
タイムスイッチ及び光通信関連機器等の製造・販売 

㈱エネゲート 
電力量計の製造・販売・修理・取替及び各種電気機器の
製造・販売 

大崎電気システムズ㈱ 配・分電盤等の製造・販売 

岩手大崎電気㈱ 電流制限器、タイムスイッチ、監視制御装置等の製造 

大崎プラテック㈱ 電力量計、電流制限器の部品の製造 

大崎データテック㈱ 検針システム・機器の開発・販売 

日本マーレー㈱ 電力量計、配・分電盤、監視制御装置等の販売 

大崎テクノサービス㈱ 配・分電盤、監視制御装置等の設置・修理等 

PT.METBELOSA 電力量計等の製造・販売 

北海道大崎電気㈱ 配・分電盤、監視制御装置等の販売 

その他３社 電力量計等の販売 

 

ＦＰＤ(フラットパネルディスプレイ)関連装置事業 

会社名 事業の内容 

大崎エンジニアリング㈱ FPD関連装置等の製造・販売 

㈱オー・イー・シー金沢 FPD関連装置等の加工・組立 

 

不動産事業 

会社名 事業の内容 

当社 不動産の賃貸 

大崎エステート㈱ 不動産の賃貸 
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計 
 
 

測 
 
 

制 
 
 

御 
 
 

機 
 
 

器 
 
 

事 
 
 

業 

子会社 
 ◎大崎プラテック㈱ 

子会社 
 ◎岩手大崎電気㈱ 

子会社 
◎PT.METBELOSA 

設置･修理等 

子会社 
◎日本マーレー㈱ 
  北海道大崎電気㈱ 

設置･修理等 子会社 
◎大崎テクノサービス㈱ 

部 品 

部 品 

製 品 

子会社 
◎大崎電気システムズ㈱ 

子会社 
◎大崎データテック㈱ 

子会社 
◎大崎エステート㈱ 

子会社 
◎大崎エンジニアリング㈱ 

製 品 

部 品 

 製 品 

得意先 
東北計器工業㈱ 
中部精機㈱ 
㈱キューキ 

製 品 

設置･修理等 

製 品 

製 品 

製 品 

製 品 

<
 

当 

社 
>
 
 
 
 

大 
 

崎 
 

電 
 

気 
 

工 
 

業 
 

㈱ 
 

 
 

不動産賃貸 

不動産賃貸 

不動産賃貸 

不
動
産
事
業 

Ｆ
Ｐ
Ｄ
関
連
装
置
事
業 

子会社 
◎㈱オー・イー・シー金沢

加工・組立 

製 品 

得 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

意 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

先 

 製 品 

(2) 事業の系統図は次のとおりであります。 

修理等 

 
不動産賃貸 

部品 

子会社 
◎㈱エネゲート 

製 品 

セット部品等 

子会社 
その他３社 

製 品 

製 品 

製 品 

製品 

◎ 連結子会社 
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３．経 営 方 針 
 
（１）会社の経営の基本方針 
当社は、「電力量計に代表されるエネルギーの計測・制御を起点として、積極的に新技術に挑戦し、

新しい価値を創造して顧客と社会に貢献する人間性豊かな企業をめざす」を企業理念とし、企業価

値の最大化を図るとともに社会から信頼される企業づくりを目指しております。 
計測制御機器事業におきましては、製品開発に当たり、電気料金メニューの多様化、ピークシフ

トをはじめとする負荷の平準化等電力会社の顧客サービス拡充、コストダウン等の施策を支援する

高性能電子式電力量計の開発をはじめ、エネルギーの有効活用に資する幅広い機器・システムの開

発を通し、省エネ対策や地球温暖化問題の緩和に貢献してまいります。 
また、ＦＰＤ関連装置事業におきましては、ＬＣＤ（液晶ディスプレイ）やＰＤＰ（プラズマデ

ィスプレイパネル）等のＦＰＤ製造実装システム分野を中心に引き続き注力し、変革の激しいエレ

クトロニクス業界にあって時代のニーズを的確に捉え、一歩先を行く製品の開発を目指してまいり

ます。 
 
（２）目標とする経営指標 
当社は、株主資本の効率化を追求した経営を重視しており、中長期的な経営指標として株主資本

当期純利益率（ＲＯＥ）１０％以上を目標として努力する所存であります。 
 
（３）中長期的な会社の経営戦略 
当社は、中長期的な経営上の戦略として、電子化の進展により競争が激化している電力量計業界

での生き残りを賭け、資本提携した(株)エネゲートとの業務提携を積極的に推進してまいります。 
平成２０年４月には機械式電力量計の生産を統合する等既に効果が現れておりますが、今後電子

式電力量計の開発において両社の経営資源を相互に活用する等、シナジー効果を積極的に追求して

まいります。 
 
また、「中期経営計画」におきましては、グループの企業価値をより高めることを基本方針として

下記の取り組みを行うものであります。 
①オール電化住宅の普及拡大に伴い機械式電力量計からの移行が進みつつある電子式電力量計に

つきましては、需要の拡大に伴う競争激化を踏まえ積極的な資源配分を行い強固な事業基盤を構

築し、機械式電力量計と同様のトップシェアの獲得を目指してまいります。さらに中長期的な将

来像を展望し自動検針システムをはじめとする総合的なエネルギー計測・管理システムの構築に

取り組んでまいります。 
②一般市販市場向けでは、エネルギー使用状況を診断し、機器の運用、設備更新やエネルギー調達

の改善提案を行う「デマンド・マネジメント・サービス」を展開しております。今後ともホーム

センターやスーパーマーケット等の高圧電力需要家向けを中心に省エネルギーサービスとして

さらなる販売拡大を図ってまいります。 
さらに、光関連機器では従来の機種に止まらず、光分散補償器等の付加価値の高い新商品の開発、

販売に積極的に取り組んでまいります。 
③ＦＰＤ関連装置事業につきましては、薄型テレビの普及拡大に伴い当社の強みが発揮できるＦＰ
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Ｄ製造装置市場が大きく拡大しております。また、今後の市場拡大が期待されるＩＣカード・Ｉ

Ｃタグ関連製造装置を含む半導体関連装置と併せ、実装装置分野においては他社の追随を許さな

いさらなる技術の開発、競争力の強化に努めてまいります。 
 
（４）会社の対処すべき課題 
計測制御機器事業につきましては、主力取引先である電力会社向け製品ではメーカー間の競合状

態は厳しさを増しており製品販売価格の低下が続いていることに加え、原油価格や電気銅をはじめ

とする素材価格の高騰によるコスト増加もあり、厳しい経営環境が続いています。 
主力製品の電力量計では、オール電化住宅の普及拡大に後押しされ家庭用電子式電力量計の需要

拡大が続いております。家庭用電力量計の機械式から電子式への切り替えは電灯契約者数の５％近

くまで進展しており、今後本格的な需要拡大が見込まれております。こうした状況の中、喫緊の課

題として顧客ニーズに適応し高機能・高品質で信頼性が高く、なお且つ競争力の高い製品開発に総

力をあげて取り組んでまいります。中期的課題としては、電力量計を単独の計器として使用するだ

けではなく、付加価値サービスとして自動検針システムをはじめとする総合的なエネルギー計測・

管理等の高度化システムの構築に取り組んでまいります。 
また、(株)エネゲートとは電子式電力量計を中心に、研究開発面では技術の相互供与により開発期
間の短縮、開発費用の圧縮を図ること、製造面では製造技術・ノウハウの相互供与、資機材調達の

合理化を行うこと等の業務提携を推進しシナジー効果を高めていく計画です。 
ＦＰＤ関連装置事業につきましては、蓄積してきた技術・ノウハウ並びに顧客との信頼関係を土

台に、ＰＤＰ、ＬＣＤ、ＦＥＤ（電界電子放出型ディスプレイ）、有機ＥＬ（有機エレクトロルミネ

ッセンス）など、様々な方式のＦＰＤ向けに実装装置を供給することで、ＦＰＤ関連装置事業を強

化してまいります。また、ＦＰＤにおいて培った技術をもとに、製品化初期の段階から顧客と連係

し装置開発を進めることで、ＩＣカード、ＩＣタグ製品を含む半導体関連装置他の分野を、当社グ

ループの優位性を発揮できる収益性のある新事業として展開してまいります。 
なお、ＦＰＤ関連装置事業につきましては、当事業を営む大崎エンジニアリング(株)がジャスダッ
ク証券取引所に上場しているため、独自に開示を行っております。当項目につきましては、同社ホ

ームページにてご覧いただくことができます。 
（同社ホームページのＵＲＬ）http://www.oec-inc.co.jp/ 
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増減
(△は減)

注記
番号

構成比
(％)

構成比
(％)

金額(百万円)

Ⅰ

1 4,819 1,686 △ 3,133

2 ※2.6 10,891 13,802 2,910

3 8,960 9,802 842

4 1,170 1,505 335

5 6,394 8,352 1,958

6 926 772 △ 153

7 △ 102 △ 145 △ 42

33,059 49.2 35,776 54.8 2,717

Ⅱ

(1) ※2

1 建物及び構築物 17,529 17,896

減価償却累計額 11,003 6,525 11,364 6,532 7

2 機械装置及び運搬具 10,611 10,008

減価償却累計額 8,608 2,003 8,381 1,627 △ 375

3 土地 12,015 12,015 △ 0

4 建設仮勘定 133 135 2

5 その他 7,144 6,737

減価償却累計額 6,194 950 5,882 854 △ 95

21,628 32.1 21,165 32.4 △ 462

(2) 856 1.3 791 1.2 △ 64

(3)

1 投資有価証券 ※1 8,319 5,388 △ 2,930

2 繰延税金資産 1,381 1,223 △ 158

3 前払年金費用 － 73 73

4 その他 ※1 2,029 933 △ 1,095

5 貸倒引当金 △ 11 △ 11 0

11,718 17.4 7,608 11.6 △ 4,110

34,202 50.8 29,565 45.2 △ 4,637

67,262 100 65,342 100 △ 1,920 資産合計

 投資その他の資産合計

 固定資産合計

固定資産

無形固定資産

投資その他の資産

有形固定資産

 有形固定資産合計

貸倒引当金

 流動資産合計

その他

預け金

たな卸資産

繰延税金資産

流動資産

現金及び預金

受取手形及び売掛金

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)

区分 金額(百万円) 金額(百万円)

連結貸借対照表

（資産の部）
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増減
(△は減)

注記
番号

構成比
(％)

構成比
(％)

金額(百万円)

Ⅰ

1 ※6 7,269 6,492 △ 777

2 ※2 381 2,846 2,465

3 810 971 160

4 1,217 1,183 △ 34

5 38 36 △ 2

6 － 128 128

7 ※3 3,516 3,060 △ 455

13,233 19.7 14,719 22.5 1,485

Ⅱ

1 6,000 6,000 －

2 ※2 3,770 1,945 △ 1,825

3 659 720 61

4 210 236 25

5 1,560 1,404 △ 156

6 3,637 2,628 △ 1,009

7 67 45 △ 21

15,907 23.6 12,981 19.9 △ 2,925

29,140 43.3 27,700 42.4 △ 1,440

Ⅰ

1 資本金 4,686 7.0 4,686 7.2 －

2 資本剰余金 4,768 7.1 4,768 7.3 －

3 利益剰余金 14,387 21.4 15,133 23.2 745

4 自己株式 △ 301 △ 0.5 △ 439 △ 0.7 △ 137

株主資本合計 23,541 35.0 24,149 37.0 608

Ⅱ

1 2,226 3.3 291 0.4 △ 1,935

2 為替換算調整勘定 △ 329 △ 0.5 △ 352 △ 0.5 △ 23

評価・換算差額等合計 1,897 2.8 △ 61 △ 0.1 △ 1,959

Ⅲ 12,683 18.9 13,553 20.7 870

38,121 56.7 37,641 57.6 △ 480

負債純資産合計 67,262 100.0 65,342 100.0 △ 1,920

賞与引当金

社債

 流動負債合計

固定負債

退職給付引当金

役員退職慰労引当金

負ののれん

役員賞与引当金

その他

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)

金額(百万円) 金額(百万円)

その他

長期借入金

繰延税金負債

 負債合計

 固定負債合計

流動負債

支払手形及び買掛金

製品保証引当金

短期借入金

区分

未払法人税等

（負債の部）

少数株主持分

 純資産合計

（純資産の部）

株主資本

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金
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増減
(△は減)

注記
番号

百分比
(％)

百分比
(％)

金額(百万円)

Ⅰ 36,282 100 49,988 100 13,705

Ⅱ 25,340 69.8 37,075 74.2 11,735

10,942 30.2 12,912 25.8 1,970

Ⅲ ※1.2 7,184 19.8 9,027 18.1 1,843

3,758 10.4 3,885 7.8 127

Ⅳ

1 2 51

2 99 120

3 89 156

4 39 －

5 70 301 0.8 148 477 1.0 175

Ⅴ

1 92 105

2 3 36

3 32 16

4 1 1

5 － 25

6 119 248 0.7 58 243 0.5 △ 4

3,811 10.5 4,119 8.2 307

Ⅵ

1 32 859

2 1,007 －

3 － 71

4 － 1,039 2.9 32 962 1.9 △ 77

Ⅶ

1 ※3 4 1

2 ※4 22 127

3 － 1

4 15 2

5 ※5 － 360

6 － 121

7 ※6 － 219

8 ※7 － 42 0.1 103 936 1.9 894

4,809 13.3 4,145 8.3 △ 663

1,258 1,354

199 1,457 4.0 148 1,502 3.0 45

369 1.0 1,072 2.1 702

2,982 8.2 1,570 3.1 △ 1,411

支払利息

控除対象外源泉税

ﾀｰﾑﾛｰﾝ費用

事業整理損失

移転補償金

持分変動損益

退職給付制度移行に伴う終了利益

連結損益計算書

区分

売上高

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)

金額(百万円) 金額(百万円)

売上原価

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)

当期純利益

投資有価証券評価損

ゴルフ会員権等評価損

特別退職金

税金等調整前当期純利益

少数株主利益

法人税、住民税及び事業税

法人税等調整額

過年度製品保証引当金繰入額

営業外収益

特別利益

ｺﾐｯﾄﾒﾝﾄﾗｲﾝ費用

営業利益

経常利益

為替差損

雑収入

特別損失

固定資産売却損

受取利息

受取配当金

負ののれん償却額

雑損失

売上総利益

販売費及び一般管理費

減損損失

固定資産除却損

投資有価証券売却益

前期損益修正益

営業外費用
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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）

資本金
資　本
剰余金

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

為替換算
調整勘定

評価・換
算差額等
合　　計

少数株主
持　　分

純資産
合　計

 平成18年３月31日残高
（百万円） 4,686 4,768 12,012 △ 277 21,190 2,374 △ 364 2,010 882 24,083

 連結会計年度中の変動額

　 剰余金の配当（注１） △ 302 △ 302 △ 302

　 剰余金の配当（注２） △ 245 △ 245 △ 245

 　役員賞与（注１） △ 59 △ 59 △ 59

　 当期純利益 2,982 2,982 2,982

　 自己株式の取得 △ 24 △ 24 △ 24

　 株主資本以外の項目の
   連結会計年度中の
   変動額(純額) △ 147 34 △ 112 11,800 11,688

 連結会計年度中の
 変動額合計（百万円） － － 2,375 △ 24 2,350 △ 147 34 △ 112 11,800 14,038

 平成19年３月31日残高
（百万円） 4,686 4,768 14,387 △ 301 23,541 2,226 △ 329 1,897 12,683 38,121

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）

資本金
資　本
剰余金

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

為替換算
調整勘定

評価・換
算差額等
合　　計

少数株主
持　　分

純資産
合　計

 平成19年３月31日残高
（百万円） 4,686 4,768 14,387 △ 301 23,541 2,226 △ 329 1,897 12,683 38,121

 連結会計年度中の変動額

　 剰余金の配当 △ 642 △ 642 △ 642

　 当期純利益 1,570 1,570 1,570

　 新規連結による減少額 △ 173 △ 173 △ 173

　 連結除外による減少額 △ 9 △ 9 △ 9

　 自己株式の取得 △ 137 △ 137 △ 137

　 株主資本以外の項目の
   連結会計年度中の
   変動額(純額) △ 1,935 △ 23 △ 1,959 870 △ 1,088

 連結会計年度中の
 変動額合計（百万円） － － 745 △ 137 608 △ 1,935 △ 23 △ 1,959 870 △ 480

 平成20年３月31日残高
（百万円） 4,686 4,768 15,133 △ 439 24,149 291 △ 352 △ 61 13,553 37,641

評価・換算差額等

株主資本 評価・換算差額等

（注）１　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。

　　　２　平成18年11月の取締役会決議による剰余金の配当であります。

連結株主資本等変動計算書

株主資本
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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 4,809 4,145

減価償却費 846 1,657

減損損失 － 360

負ののれん償却額 － △ 156

貸倒引当金の増加額(△減少額) 21 52

賞与引当金の増加額(△減少額) 13 △ 34

役員賞与引当金の増加額(△減少額) 26 △ 2

製品保証引当金の増加額(△減少額) － 128

退職給付引当金の増加額(△減少額) △ 297 136

受取利息及び受取配当金 △ 101 △ 172

支払利息 92 105

固定資産売却損 4 1

固定資産除却損 22 127

投資有価証券売却益 △ 32 △ 859

ゴルフ会員権等評価損 15 2

持分変動損益 △ 1,007 －

事業整理損失 － 76

売上債権の減少額(△増加額) △ 1,584 △ 2,891

たな卸資産の減少額(△増加額) 662 △ 871

仕入債務の増加額(△減少額) 1,251 △ 876

前受金の増加額(△減少額) △ 1,353 17

その他流動負債の増加額（△減少額） － △ 257

その他 163 △ 289

小計 3,552 398 △ 3,154

利息及び配当金の受取額 101 172

利息の支払額 △ 89 △ 107

法人税等の支払額 △ 1,754 △ 1,204

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,810 △ 740 △ 2,551

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 △ 729 △ 1,309

有形固定資産の売却による収入 39 30

無形固定資産の取得による支出 △ 21 △ 170

投資有価証券の取得による支出 △ 638 △ 1,378

投資有価証券の売却による収入 74 1,878

長期預け金の払戻による収入 － 800

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得 ※2 △ 2,156 －

その他 △ 103 62

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 3,535 △ 86 3,448

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(△減少額) △ 391 970

長期借入れによる収入 1,500 －

長期借入金の返済による支出 △ 886 △ 325

社債の発行による収入 6,000 －

少数株主への配当金の支払額 － △ 221

少数株主からの払込みによる収入 2,735 －

自己株式の取得による支出 △ 24 △ 137

配当金の支払額 △ 548 △ 641

その他 △ 20 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 8,364 △ 356 △ 8,720

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 5 △ 1 △ 7

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額(△減少額) 6,645 △ 1,185 △ 7,831

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 4,569 11,214 6,645

Ⅶ  新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 17 17

Ⅷ  連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △ 6 △ 6

Ⅸ　現金及び現金同等物の期末残高 ※1 11,214 10,039 △ 1,174

金額(百万円)区分 金額(百万円) 金額(百万円)

増減
(△は減)
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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 

 
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   12社 

連結子会社の名称 

「企業集団の状況」に記載しているため省略して

おります。 

株式会社エネゲートは、平成19年２月９日の株

式取得に伴い、当連結会計年度より連結子会社と

なりました。なお、みなし取得日を当連結会計年

度末としているため、当連結会計年度は貸借対照

表のみを連結しております。 

 

 

 

 

 

(2) 主要な非連結子会社名 

北海道大崎電気株式会社 

天津三達電気有限公司 

(連結の範囲から除いた理由) 

非連結子会社は、いずれも小規模会社であり、合

計の総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金(持

分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な

影響を及ぼしていないためであります。 

１ 連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の数   12社 

連結子会社の名称 

「企業集団の状況」に記載しているため省略して

おります。 

 当連結会計年度の期首より連結子会社に含めて

おりました天津三達電気有限公司は、保有全持分

の売却により、当連結会計年度末において連結子

会社から除外しております。 

なお、みなし売却日を平成19年12月31日として

いるため、同社の事業年度末日までの損益計算書

を連結しております。 

    また、OSAKI METER SALES, INC.は、解散し清

算手続中であり、重要性がなくなったため、連結

子会社から除外しております。 

(2) 主要な非連結子会社名 

北海道大崎電気株式会社 

 

(連結の範囲から除いた理由) 

同  左 

 

２ 持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法を適用した非連結子会社または関連会社数 

                 ―社 

２ 持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法を適用した非連結子会社または関連会社数 

                  ―社 

(2) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のう

ち主要な会社等の名称 

北海道大崎電気株式会社 

天津三達電気有限公司  

（持分法を適用しない理由） 

持分法非適用会社は、それぞれ当期純損益及び利

益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体と

しても重要性がないため、これらの会社に対する投

資については、持分法を適用せず原価法により評価

しております。 

(2) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のう

ち主要な会社等の名称 

北海道大崎電気株式会社 

 

（持分法を適用しない理由） 

        同  左 

 

(3) 他の会社等の議決権の20％以上、50％以下を自己の

計算において所有しているにもかかわらず関連会社

としなかった当該他の会社等の名称 

株式会社キューキ 

東北計器工業株式会社 

（関連会社としなかった理由） 

当社は上記２社の議決権の27％、20％を所有して

おりますが、２社は、それぞれ、九州電力株式会社、

東北電力株式会社の子会社であること、２電力会社

向けの製品については、各電力会社の発注に基づき

上記２社を経由して受注している関係にあることか

ら、当社は上記２社の財務及び営業または事業の方

針の決定に対して重要な影響を与えることはできな

いと認められるためであります。 

(3) 他の会社等の議決権の20％以上、50％以下を自己の

計算において所有しているにもかかわらず関連会社

としなかった当該他の会社等の名称 

同  左 

 

（関連会社としなかった理由） 

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) 

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社のうち、PT. METBELOSA及びOSAKI METER 

SALES, INC.の決算日は12月31日でありますが、連結

財務諸表の作成にあたっては同日現在の財務諸表を

使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引につ

いては、連結上必要な調整を行っております。 

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社のうち、PT. METBELOSA及び天津三達

電気有限公司の決算日は12月31日でありますが、連

結財務諸表の作成にあたっては同日現在の財務諸

表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引

については、連結上必要な調整を行っております。

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 

①たな卸資産 

ａ 製品、仕掛品 

主として移動平均法による原価法によってお

ります。(個別受注生産品については個別法によ

る原価法によっております。) 

ｂ 原材料、貯蔵品 

主として移動平均法による原価法によってお

ります。 

②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等に基づく時価法に

よっております。(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。) 

時価のないもの 

      移動平均法による原価法によっております。

なお、投資事業有限責任組合及びこれに類す

る組合への出資（証券取引法第２条第２項によ

り有価証券とみなされるもの）については、組

合契約に規定される決算報告日に応じて入手

可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を

純額で取り込む方法によっております。 

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 

①たな卸資産 

ａ 製品、仕掛品 

主として移動平均法又は総平均法による原価

法によっております。なお、個別受注生産品に

ついては個別法による原価法によっておりま

す。 

ｂ 原材料、貯蔵品 

同  左 

 

②有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

     同  左 

 

 

時価のないもの 

      移動平均法による原価法によっております。

なお、投資事業有限責任組合及びこれに類す

る組合への出資（金融商品取引法第２条第２項

により有価証券とみなされるもの）について

は、組合契約に規定される決算報告日に応じて

入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当

額を純額で取り込む方法によっております。 
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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 

①有形固定資産 

当社及び国内連結子会社は、主として定率法を

採用しております。ただし、平成10年４月１日以

降取得した建物(建物付属設備は除く)については

定額法によっております。 

なお、耐用年数については、法人税法に規定す

る方法と同一の基準によっております。 

在外連結子会社は主として定額法を採用してお

ります。 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

①有形固定資産 

当社及び国内連結子会社は、主として定率法を

採用しております。ただし、平成10年４月１日以

降取得した建物(建物付属設備は除く)については

定額法によっております。 

なお、耐用年数については、法人税法に規定す

る方法と同一の基準によっております。 

在外連結子会社は主として定額法を採用して

おります。 

（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は、改正後の

法人税法に基づく減価償却の方法に変更してお

ります。 

これにより、営業利益、経常利益及び税金等調

整前当期純利益はそれぞれ52百万円減少してお

ります。 

なお、セグメント情報に与える影響について

は、当該箇所に記載しております。 

（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、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、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

た期の翌期より、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、経常利益及び税金等調

整前当期純利益がそれぞれ92百万円減少してお

ります。 

なお、セグメント情報に与える影響について

は、当該箇所に記載しております。 

②無形固定資産 

定額法によっております。 

なお、自社利用のソフトウェアについては、社

内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に

よっております。 

②無形固定資産 

同  左 

③長期前払費用 

均等償却をしております。 

③         ――― 

(3) 重要な繰延資産の処理方法 

社債発行費及び株式交付費については、発生時に

全額費用として処理しております。 

(3)          ――― 
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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) 

(4) 重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

債権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検討し、回収

不能見込額を計上しております。 

(4) 重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

同  左 

 

 

 

②賞与引当金 

従業員賞与の支払いに備えるため、支給見込額

に基づき計上しております。 

②賞与引当金 

同  左 

③役員賞与引当金 

    連結子会社３社については、役員賞与の支給に

備えるため、支給見込額に基づき計上しておりま

す。 

③役員賞与引当金 

                 同  左 

④         ――― ④製品保証引当金 

   連結子会社１社については、製品のアフターサ

ービス等に対する費用の支出に備えるため、過去

の支出実績に基づき将来の支出見込額を計上して

おります。 

（会計方針の変更） 

従来、売上製品のアフターサービス等に関する

費用については、支出時の費用として処理してお

りましたが、当連結会計年度から過去の支出実績

を基準にして算出した見積額を製品保証引当金

として計上する方法に変更しております。 

この変更は、過年度の実績データが整備され蓄

積されてきたことから、期間損益のより適切な把

握と財政状態の健全化を図るために実施したも

のであります。 

この変更により、従来と同一の基準によった場

合に比べ、営業利益及び経常利益は、それぞれ7

百万円減少し、税金等調整前当期純利益は、128

百万円減少しております。 

なお、セグメント情報に与える影響について

は、当該箇所に記載しております。 
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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) 

⑤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。 

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時

の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

(主として10年)による定額法により按分した額

を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理

することとしております。 

なお、当社は平成19年４月１日付で、適格退職

年金制度から確定給付企業年金制度及び確定拠出

年金制度に移行いたしました。この制度移行によ

る退職給付制度の一部終了が翌連結会計年度の連

結財務諸表に与える影響額は退職給付引当金の減

少71百万円及び同額の特別利益の計上でありま

す。 

 

⑤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、計算の結果、当連結会計年度末において

は当社の退職給付引当金が借方残高となったた

め、｢前払年金費用｣として固定資産の投資その他

の資産に計上しております。 

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時

の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

(主として10年)による定額法により按分した額

を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理

することとしております。 

なお、当社は平成19年４月１日付けで、適格退

職年金制度から確定給付企業年金制度及び確定

拠出年金制度に移行いたしました。この制度移行

による退職給付制度の一部終了に伴う利益71百

万円は特別利益に計上しております。 

⑥役員退職慰労引当金 

連結子会社２社については、役員の退職慰労金

の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額

を計上しております。 

⑥役員退職慰労引当金 

                 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) 

(5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の

基準 

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相

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。なお、在外子会社の資産及び負債並

びに収益及び費用は、在外子会社の決算日における

直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資

産の部における為替換算調整勘定及び少数株主持分

に含めております。 

(5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の

基準 

                 同  左 

 

(6) 重要なリース取引の処理方法 

当社及び国内連結子会社は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。在外連

結子会社は、主として通常の売買取引に準じた会計

処理によっております。 

(6) 重要なリース取引の処理方法 

同  左 

(7) 重要なヘッジ会計の方法 

 ①ヘッジ会計の方法 

金利スワップについては、特例処理の要件を満た

しておりますので、特例処理を採用しております。

(7) 重要なヘッジ会計の方法 

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 

(ヘッジ対象)借入金の利息 

 

 

 ③ヘッジ方針 

当社グループは、借入金の金利変動リスクを回避

する目的で金利スワップ取引を行っており、ヘッジ

対象の識別は個別契約毎に行っております。 

 

 ④ヘッジ有効性評価の方法 

金利スワップの特例処理の要件を満たしており

ますので、有効性の評価を省略しております。 

 

(8) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式に

よっております。 

(8) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

       同  左 

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方法は、全面時

価評価法によっております。 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

同  左 

６ のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

当連結会計年度末に計上したものを除き５年間で

均等償却しております。 

６ のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

のれんは、5年間で均等償却しております。負のの

れんは、10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

手許現金、要求払預金及び取得日から３ヵ月以内

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、価値の変動について僅少なリスクし

か負わない短期的な投資からなっております。 

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。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

なお、従来の｢資本の部｣の合計に相当する金額は

25,438百万円であります。 

連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度にお

ける連結財務諸表は、改正後の連結財務諸表規則により

作成しております。  

 

（役員賞与に関する会計基準） 

当連結会計年度から｢役員賞与に関する会計基準｣（企

業会計基準委員会 平成17年11月29日 企業会計基準第

４号）を適用しております。 

この結果、従来の方法に比べて、営業利益、経常利益

及び税金等調整前当期純利益が、26百万円減少しており

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。 

――― 

 

 

 

（表示方法の変更） 

 
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) 

（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。 

（連結損益計算書） 

｢連結調整勘定償却額｣は、当連結会計年度から｢負のの

れん償却額｣として表示しております。 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

前連結会計年度において営業活動によるキャッシ

ュ・フローの｢その他｣に含めて表示しておりました｢負

ののれん償却額｣（前連結会計年度△89百万円）は、当

連結会計年度より区分掲記しております。 

前連結会計年度において営業活動によるキャッシ

ュ・フローの｢その他｣に含めて表示しておりました｢そ

の他流動負債の増加額（△減少額）｣（前連結会計年度

94百万円）は、当連結会計年度より区分掲記しており

ます。 

前連結会計年度において財務活動によるキャッシ

ュ・フローの｢その他｣に含めて表示しておりました｢少

数株主への配当金の支払額｣（前連結会計年度△20百万

円）は、当連結会計年度より区分掲記しております。
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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 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと
おりであります。 
投資有価証券(株式) 216百万円
投資その他の資産「その他」 
(出資金) 

229 
 

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと
おりであります。 
投資有価証券(株式) 216百万円

 

 
※２ 担保資産 

資産の種類 
帳簿価額 
(百万円) 

対応する債務の金額
(百万円) 

土地 1,827 短期借入金 22

建物 976 長期借入金 1,070

計 2,803 計 1,093 

 
※２ 担保資産 

資産の種類 
帳簿価額
(百万円)

対応する債務の金額
(百万円) 

土地 1,827 短期借入金 200

建物 947 長期借入金 1,045

売掛金 272  

計 3,046 計 1,245
 

 
※３ 一部仕入先等への支払方法を手形から一括ファ

クタリングシステムによる支払に移行しており、
流動負債の「その他」にはファクタリング方式に
より振替えた仕入債務等の未払額が1,202百万円
含まれております。 

 
※３ 一部仕入先等への支払方法を手形から一括ファク

タリングシステムによる支払に移行しており、流
動負債の「その他」にはファクタリング方式によ
り振替えた仕入債務等の未払額が1,063百万円含
まれております。 

  
４ 偶発債務 
   連結子会社以外の会社の金融機関からの借入金

に対し、債務保証を行っております。 
北海道大崎電気㈱ 20百万円

天津三達電気有限公司 179 

計 199百万円
 

  
４ 偶発債務 

連結子会社以外の会社の金融機関からの借入金
等に対し、債務保証を行っております。 
APPLIED METERS A.S. 46百万円

OSAKI AMERICA INC.    3 

計 49百万円
 

  

５ 当社及び連結子会社１社は、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行と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

ける貸出コミットメント契約に係る借入未実行

残高等は次のとおりであります。 
 

 貸出コミットメントの総額 6,000 百万円

 借入実行残高 －  

差引額 6,000 百万円
 

５ 当社及び連結子会社１社は、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行と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

ける貸出コミットメント契約に係る借入未実行

残高等は次のとおりであります。 
 

 貸出コミットメントの総額 6,000 百万円

 借入実行残高 700  

差引額 5,300 百万円
 

 
※６ 連結会計年度末日満期手形 

連結会計年度末日満期手形の会計処理について
は、手形交換日をもって決済処理しております。
なお、当連結会計年度末日は金融機関の休業日で
あったため、次の連結会計年度末日満期手形が当
連結会計年度末残高に含まれております。 

受取手形 175 百万円 

支払手形 460  

    

 
※６                ――― 
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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要な費目と金額は次の
とおりであります。 
従業員給料手当・賞与 2,209百万円
賞与引当金繰入額 318 
役員賞与引当金繰入額 26 
退職給付費用 93 
役員退職慰労引当金繰入額 17 
貸倒引当金繰入額 36 
減価償却費 126 
研究開発費 994 

 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目と金額は次の
とおりであります。 
従業員給料手当・賞与 2,925百万円
賞与引当金繰入額 397 
役員賞与引当金繰入額 21 
退職給付費用 134 
役員退職慰労引当金繰入額 43 
貸倒引当金繰入額 53 
研究開発費 1,411 

 

 
※２ 研究開発費の総額は994百万円であり、一般管理費

に計上しております。 
 

 
※２ 研究開発費の総額は1,411百万円であり、一般管理

費に計上しております。 

※３ 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

その他（工具器具備品） 4百万円
 

※３  固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

機械装置及び運搬具他 1百万円

         

 

※４ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

建物及び構築物 1百万円

機械装置及び運搬具 8 

その他 12 

計 22百万円
 

 

※４ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

建物及び構築物 11百万円

機械装置及び運搬具 68 

その他 47 

計 127百万円
 

 
※５                 ――― 

 

※５ 減損損失 

   当社は、以下の資産について減損損失を計上しま

した。 

用途 場所 種類 
金額 

(百万円)

事業用資産 

（機械式電

力量計製造

設備） 

埼玉県

三芳町

建物及び構築物、

機械装置及び運

搬具、工具器具及

び備品 221

事業用資産 

（計器用変

成器製造設

備） 

埼玉県

三芳町

建物及び構築物、

機械装置及び運

搬具、工具器具及

び備品 138

合計 360

    当社は、事業用資産については製品グループを

基礎とし、賃貸用資産、遊休資産については個別

物件毎に、グルーピングしております。 

事業環境の悪化による収益性の低下にともな

い、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減

少額を減損損失として特別損失に計上しておりま

す。その内訳は、建物及び構築物42百万円、機械

装置及び運搬具255百万円、工具器具及び備品62

百万円であります。 

なお、回収可能価額は使用価値により測定して

おります。使用価値については将来キャッシュ・

フローがマイナスのため、備忘価格により評価し

ております。 

 
※６                 ――― 

 

※６ 事業整理損失は、天津三達電気有限公司の事業整

理に伴う損失であります。            

 
※７                 ――― 

 

※７ 特別退職金は、転籍者への退職金であります。      
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(連結株主資本等変動計算書関係) 

 

前連結会計年度（自 平成18年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） 38,550,684 － － 38,550,684

 

 

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） 723,015 23,150 － 746,165

（注）増加数は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

 

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

（百万円） 

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 302 8.00 平成18年３月31日 平成18年６月30日

平成18年11月20日 

取締役会 
普通株式 245 6.50 平成18年９月30日 平成18年12月12日

 

(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

決議 
株式の 

種類 
配当の原資

配当金 

の総額 

(百万円)

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 359 9.50 平成19年３月31日 平成19年６月29日
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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） 38,550,684 － － 38,550,684

 

 

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） 746,165 306,307 － 1,052,472

（注）増加数は、取締役会決議に基づく自己株式の取得による増加287,000株及び単元未満株式の買取りによる

増加19,307株であります。 

 

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

（百万円） 

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 359 9.50 平成19年３月31日 平成19年６月29日

平成19年11月12日 

取締役会 
普通株式 283 7.50 平成19年９月30日 平成19年12月12日

 

(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

決議 
株式の 

種類 
配当の原資

配当金 

の総額 

(百万円)

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 281 7.50 平成20年３月31日 平成20年６月30日
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 
前連結会計年度 

(自 平成18年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 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照

表に記載されている科目の金額との関係 

現金及び預金 4,819百万円 

預け金 6,394    

現金及び現金同等物 11,214百万円 
 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照

表に記載されている科目の金額との関係 

現金及び預金 1,686百万円 

預け金 8,352    

現金及び現金同等物 10,039百万円 
 

 

※２ 株式の取得により新たに連結子会社となった会

社の資産及び負債の主な内訳 

株式の取得により新たに連結したことに伴う

連結開始時の資産及び負債の内訳 

 

 株式会社エネゲート 

流動資産 11,681 百万円 

固定資産 13,012  

資産合計 24,694  

流動負債 1,887  

固定負債 2,917  

負債合計 4,805  
 

 
※２                 ―――  

 

 
 
(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 

区分 
計測制御 
機器事業 
(百万円) 

FPD関連 
装置事業 
(百万円) 

不動産 
事業 
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

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 25,766 10,112 403 36,282 ― 36,282
 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

2 ― 106 108    (108) ―

計 25,768 10,112 509 36,390 (108) 36,282

  営業費用 24,150 8,224 264 32,639 (114) 32,524

  営業利益 1,618 1,887 245 3,751 6 3,758

Ⅱ 資産、減価償却費及び 
  資本的支出 

 

  資産 50,219 11,164 5,927 67,311 (48) 67,262

  減価償却費 666 57 122 846 ― 846

  資本的支出 665 21 23 710    ― 710

(注) １ 事業区分の方法 

     当社の事業区分は、製品の種類・性質等の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各事業区分の主要製品（役務の提供を含む） 

事業区分 主要製品 

計測制御機器事業 
電力量計、電流制限器、計器用変成器、配・分電盤、監視制御装置、
タイムスイッチ、光通信関連機器、検針システム 

ＦＰＤ関連装置事業 LCD実装装置、PDP実装装置、ICカード実装装置 

不動産事業 不動産の賃貸 

３ 会計処理の変更に記載のとおり、当連結会計年度から｢役員賞与に関する会計基準｣（企業会計基準委員

会 平成17年11月29日 企業会計基準第４号）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によ

った場合に比べ、｢FPD関連装置事業｣の営業費用は26百万円増加し、営業利益が同額減少しております。 
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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) 

 

区分 
計測制御 
機器事業 
(百万円) 

FPD関連 
装置事業 
(百万円) 

不動産 
事業 
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

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 38,836 10,749 402 49,988 ― 49,988
 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

1 ― 105 107    (107) ―

計 38,838 10,749 508 50,096    (107) 49,988

  営業費用 37,367 8,573 270 46,210    (107) 46,102

  営業利益 1,471 2,176 237 3,885 ― 3,885

Ⅱ 資産、減価償却費、減損 
損失及び資本的支出 

 

  資産 47,321 12,265 5,804 65,391    (48) 65,342

  減価償却費 1,451 85 119 1,657 ― 1,657

  減損損失 360 ― ― 360 ― 360

  資本的支出 1,183 447 15 1,646 ― 1,646

(注) １ 事業区分の方法 

     当社の事業区分は、製品の種類・性質等の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各事業区分の主要製品（役務の提供を含む） 

事業区分 主要製品 

計測制御機器事業 
電力量計、電流制限器、計器用変成器、配・分電盤、監視制御装置、
タイムスイッチ、光通信関連機器、検針システム 

ＦＰＤ関連装置事業 LCD実装装置、PDP実装装置、ICカード実装装置 

不動産事業 不動産の賃貸 

３  ｢連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項｣の（会計方針の変更）に記載のとおり、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は、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

い、従来の方法によった場合に比べ、営業費用は、｢計測制御機器事業｣が46百万円、｢FPD関連装置事業｣

が5百万円、｢不動産事業｣が0百万円、それぞれ増加し、営業利益はそれぞれ同額減少しております。 

 また、｢連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項｣の（追加情報）に記載のとおり、当社及び

国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得した有形固定資産については、

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%に到達した期の翌期より、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。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、営業費用は、｢計測制御機器事業｣が89百万円、｢FPD

関連装置事業｣が1百万円、｢不動産事業｣が1百万円、それぞれ増加し、営業利益はそれぞれ同額減少して

おります。 

４  ｢連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項｣の（会計方針の変更）に記載のとおり、当連結会

計年度より製品保証引当金を計上しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、｢FPD

関連装置事業｣の営業費用は7百万円増加し、営業利益が同額減少しております。 
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【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) 

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「日本」の割

合がいずれも90％を超えているため、記載を省略しております。 

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) 

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「日本」の割

合がいずれも90％を超えているため、記載を省略しております。 

 

 

【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) 

 アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 3,779 490 4,269 

Ⅱ 連結売上高（百万円） ― ― 36,282 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 10.4 1.4 11.8 

１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 
２．各区分に属する主な国又は地域 
 （1）アジア･････中国、インドネシア、他 
 （2）その他･････北米、他 
３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

 

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) 

 海外売上高が連結売上高の10%未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 
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(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。 

 

 

(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) 

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。 

 
 

(有価証券関係) 

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。 

 
 

(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。 

 

 

(退職給付関係) 

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。 

 
 
(ストック・オプション等関係) 

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) 

該当事項はありません。 

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。 

 
 
(企業結合等関係) 

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) 

該当事項はありません。 

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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(１株当たり情報) 

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) 

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株当たり純資産額 672 円 90 銭 １株当たり純資産額 642 円 37 銭

１株当たり当期純利益 78 円 87 銭 １株当たり当期純利益 41 円 60 銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 78 円 23 銭 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 37 円 42 銭

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

 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)

連結損益計算書上の当期純利益（百万円） 2,982 1,570

普通株式に係る当期純利益（百万円） 2,982 1,570

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ―

普通株式の期中平均株式数（千株） 37,815 37,766

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に 

用いられた当期純利益調整額（百万円） ― ―

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に 

用いられた普通株式増加数（千株） 

 新株予約権付社債（転換社債型） 311 4,216

 

 

 

(重要な後発事象) 

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) 

該当事項はありません。 

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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増減
(△は減)

注記
番号

構成比
(％)

構成比
(％)

金額(百万円)

Ⅰ

1 445 584 138

2 223 150 △ 72

3 4,180 4,060 △ 120

4 904 888 △ 16

5 644 525 △ 118

6 276 331 54

7 1 2 0

8 2,245 1,675 △ 570

9 656 513 △ 143

10 364 367 3

11 40 43 3

12 △ 53 △ 45 7

9,931 27.3 9,098 28.6 △ 832

Ⅱ

(1)

1 建物 6,523 6,510

減価償却累計額 4,638 1,884 4,767 1,743 △ 141

2 構築物 280 278

減価償却累計額 227 52 235 43 △ 9

3 機械装置 4,251 4,038

減価償却累計額 3,538 713 3,624 413 △ 299

4 車両運搬具 71 73

減価償却累計額 53 17 50 22 5

5 工具器具備品 3,768 3,838

減価償却累計額 3,315 452 3,442 395 △ 57

6 土地 1,149 1,149 －

7 建設仮勘定 114 114 0

4,385 12.1 3,883 12.2 △ 501

(2)

1 ソフトウェア 255 187 △ 68

2 電話加入権 12 12 －

3 その他 0 0 △ 0

268 0.7 200 0.6 △ 68

(3)

1 投資有価証券 7,971 5,076 △ 2,894

2 関係会社株式 10,979 10,979 －

3 関係会社出資金 229 － △ 229

4 従業員長期貸付金 8 7 △ 1

5 関係会社長期貸付金 1,777 1,746 △ 30

6 前払年金費用 － 73 73

7 長期前払費用 11 － △ 11

8 ゴルフ会員権等 340 340 △ 0

9 保険積立金 382 391 8

10 その他 89 86 △ 2

11 貸倒引当金 △ 5 △ 5 0

21,784 59.9 18,696 58.6 △ 3,087

26,437 72.7 22,779 71.4 △ 3,658

36,368 100 31,878 100 △ 4,490

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)

区分 金額(百万円) 金額(百万円)

（資産の部）

流動資産

現金及び預金

受取手形

売掛金

製品

原材料

貸倒引当金

投資その他の資産

有形固定資産

 有形固定資産合計

 資産合計

 投資その他の資産合計

 固定資産合計

無形固定資産

繰延税金資産

その他

 無形固定資産合計

 流動資産合計

固定資産

仕掛品

貯蔵品

関係会社短期貸付金

未収入金
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増減
(△は減)

注記
番号

構成比
(％)

構成比
(％)

金額(百万円)

Ⅰ

1 152 211 58

2 989 870 △ 118

3 850 620 △ 230

4 300 1,800 1,500

5 1,292 1,186 △ 105

6 537 488 △ 48

7 279 226 △ 53

8 19 5 △ 14

9 23 20 △ 3

10 28 45 17

11 496 428 △ 67

12 63 67 3

13 10 17 7

5,043 13.9 5,989 18.8 946

Ⅱ

1 6,000 6,000 －

2 2,700 900 △ 1,800

3 112 － △ 112

4 40 40 －

5 1,227 218 △ 1,009

10,080 27.7 7,159 22.4 △ 2,921

15,124 41.6 13,149 41.2 △ 1,975

Ⅰ

1 4,686 12.9 4,686 14.7 －

2

資本準備金 4,768 13.1 4,768 15.0 －

3

(1)利益準備金 698 698

(2)その他利益剰余金

　別途積立金 8,100 8,100

　繰越利益剰余金 1,065 612

　　利益剰余金合計 9,864 27.1 9,411 29.5 △ 453

4 自己株式 △ 301 △ 0.8 △ 439 △ 1.3 △ 137

　　株主資本合計 19,018 52.3 18,426 57.9 △ 591

Ⅱ

その他有価証券評価差額金 2,225 6.1 302 0.9 △ 1,923

21,243 58.4 18,729 58.8 △ 2,514

36,368 100.0 31,878 100.0 △ 4,490

前事業年度
(平成19年3月31日)

当事業年度
(平成20年3月31日)

区分 金額(百万円) 金額(百万円)

（負債の部）

流動負債

支払手形

買掛金

関係会社短期借入金

未払金

 負債合計

その他

 固定負債合計

 流動負債合計

繰延税金負債

長期借入金

未払消費税等

前受金

預り金

賞与引当金

固定負債

退職給付引当金

長期預り金

設備支払手形

社債

未払費用

未払法人税等

 純資産合計

 負債純資産合計

（純資産の部）

株主資本

資本金

資本剰余金

一年以内返済予定の長期借入金

利益剰余金

評価・換算差額等
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増減
(△は減)

注記
番号

百分比
(％)

百分比
(％)

金額(百万円)

Ⅰ 19,266 100 17,219 100 △ 2,046

Ⅱ 13,060 67.8 12,344 71.7 △ 716

6,205 32.2 4,874 28.3 △ 1,330

Ⅲ 4,783 24.8 4,488 26.1 △ 295

1,421 7.4 386 2.2 △ 1,034

Ⅳ

1 73 57

2 149 361

3 57 280 1.5 25 444 2.6 163

Ⅴ

1 29 48

2 17 －

3 14 29

4 9 9

5 1 1

6 － 25

7 18 89 0.5 14 129 0.8 39

1,612 8.4 702 4.1 △ 910

Ⅵ

1 － 8

2 32 859

3 － 32 0.2 71 938 5.5 906

Ⅶ

1 4 1

2 12 8

3 － 1

4 15 －

5 － 360

6 － 229

7 － 203

8 － 32 0.2 103 906 5.3 874

1,613 8.4 733 4.3 △ 879

386 237

218 604 3.1 307 544 3.2 △ 59

1,008 5.2 188 1.1 △ 819

受取利息

受取配当金

貸倒引当金戻入

売上高

金額(百万円)

営業外収益

売上総利益

販売費及び一般管理費

営業利益

損益計算書

区分

当事業年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

金額(百万円)

売上原価

前事業年度
(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

支払利息

投資有価証券評価損

投資有価証券売却益

退職給付制度移行に伴う終了利益

特別損失

固定資産除却損

固定資産売却損

雑収入

営業外費用

控除対象外源泉税

ﾀｰﾑﾛｰﾝ費用

社債発行費

為替差損

ゴルフ会員権等評価損

ｺﾐｯﾄﾒﾝﾄﾗｲﾝ費用

雑損失

経常利益

特別利益

法人税等調整額

当期純利益

法人税、住民税及び事業税

関係会社整理損

減損損失

関係会社出資金評価損

特別退職金

税引前当期純利益
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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

資本剰余金

別　途
積立金

繰越利益
剰余金

 平成18年３月31日残高
 （百万円） 4,686 4,768 698 7,200 1,545 △ 277 18,622 2,372 20,995

 事業年度中の変動額

　 剰余金の配当（注１） △ 302 △ 302 △ 302

　 剰余金の配当（注２） △ 245 △ 245 △ 245

　 役員賞与（注１） △ 40 △ 40 △ 40

　 別途積立金の積立 900 △ 900 － －

 　当期純利益 1,008 1,008 1,008

 　自己株式の取得 △ 24 △ 24 △ 24

　 株主資本以外の項目
 　の事業年度中の
 　変動額(純額) △ 146 △ 146

 事業年度中の変動額合計
 （百万円） － － － 900 △ 480 △ 24 395 △ 146 248

 平成19年３月31日残高
 （百万円） 4,686 4,768 698 8,100 1,065 △ 301 19,018 2,225 21,243

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

資本剰余金

別　途
積立金

繰越利益
剰余金

 平成19年３月31日残高
 （百万円） 4,686 4,768 698 8,100 1,065 △ 301 19,018 2,225 21,243

 事業年度中の変動額

　 剰余金の配当 △ 642 △ 642 △ 642

 　当期純利益 188 188 188

 　自己株式の取得 △ 137 △ 137 △ 137

　 株主資本以外の項目
 　の事業年度中の
 　変動額(純額) △ 1,923 △ 1,923

 事業年度中の変動額合計
 （百万円） － － － － △ 453 △ 137 △ 591 △ 1,923 △ 2,514

 平成20年３月31日残高
 （百万円） 4,686 4,768 698 8,100 612 △ 439 18,426 302 18,729

純資産
合　計

利　益
準備金

その他利益剰余金

株主資本

資本金

利益剰余金

自己株式
株主資本
合　　計

その他有
価証券評
価差額金

その他有
価証券評
価差額金

資　本
準備金

純資産
合　計

自己株式

　　　２　平成18年11月の取締役会決議による剰余金の配当であります。

株主資本

その他利益剰余金
利　益
準備金

株主資本
合　　計

資本金

利益剰余金

資　本
準備金

（注）１　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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役員の異動  （平成２０年６月２７日付） 

 

 

（１） 新任取締役候補 

常務取締役      木村 雪男（現 東電設計株式会社 常務取締役） 

取締役        沼崎 邦明（現 理事 生産本部副本部長兼製造部長） 

 

（２） 新任監査役候補 

  監査役        高橋健一郎（現 国際事業部長） 

  監査役（社外監査役） 山本 滋彦（現 株式会社 エグゼクティブ 

・パートナーズ 理事） 

 

（３） 退任予定取締役 

専務取締役      梅内 克範（顧問に就任予定） 

取締役        尾崎 晋児（顧問に就任予定、株式会社エネゲート 

代表取締役副社長（現職）） 

 

（４） 退任予定監査役 

監査役        豊田 彦治（顧問に就任予定） 

監査役（社外監査役） 柳  孝一 

                              

以 上  
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