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１．平成20年３月期の業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

(1）経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期 16,204 △21.7 2,013 △36.1 2,033 △35.8 1,158 △38.0

19年３月期 20,693 54.3 3,152 54.3 3,169 57.2 1,867 148.5

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 107 20 － － 16.9 11.7 12.4

19年３月期 180 28 － － 35.6 18.8 15.2

（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 16,054 7,161 44.6 662 94

19年３月期 18,640 6,505 34.9 602 08

（参考）自己資本 20年３月期 7,161百万円 19年３月期 6,505百万円

(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 △1,065 △1,042 △341 1,611

19年３月期 1,135 △682 908 4,062

２．配当の状況

配当金総額
(年間) 配当性向 純資産

配当率（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％
19年３月期 6 00 12 00 18 00 190 10.0 3.6
20年３月期 7 00 11 00 18 00 194 16.8 2.8

21年３月期（予想） 7 00 8 00 15 00 － 16.2 －

（注）20年3月期末配当金の内訳　記念配当　３円００銭

      19年3月期末配当金の内訳　記念配当　３円００銭

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 6,800 △20.9 760 △25.6 750 △26.9 450 △20.6 41 66

通期 15,000 △7.4 1,750 △13.1 1,730 △14.9 1,000 △13.6 92 57
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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、19ページ「会計処理方法の変更」をご覧ください。

(2）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年３月期 10,821,720株 19年３月期 10,821,720株

②　期末自己株式数 20年３月期 19,468株 19年３月期 16,369株

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、25ページ「１株当たり情報」をご覧ください。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の予測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す。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結果となる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあ

たっての注意事項等については、３ページ「１.経営成績（１）経営成績に関する分析 ④次期の見通し」をご覧く

ださい。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

 ①業界の状況

　昨年、米国で低所得者向けのサブプライムローン問題に端を発した世界的な金融機関の信用不安や株価下落の傾

向は、現在も世界経済に深刻な影響を及ぼし続けています。さらに、米国を始め国内の個人消費の落ち込みにより、

景気の後退が懸念される状況になりました。これらの影響を受けわが国経済は、原油価格の高騰を筆頭に産業資材、

穀物、食品価格の値上げならびに改正建築基準法による建築確認審査の強化など、景気回復に対して様々な逆風が

吹いています。

  一方、液晶およびプラズマテレビ向け、光学フイルム用製造装置における設備投資意欲は、漸く手応えが感じら

れるようになってきました。

  このような状況下で当社は、昨年9月に2,400㎡の準クリーンレベルの組立工場を、現滋賀工場敷地内に新築し、

生産能力の向上が25％以上期待できるように対応致しました。また、自動車内装、携帯電話や家電製品などの装飾

分野への機能性フイルムも徐々に受注を伸ばしています。

  次に、研究開発分野としては、二酸化炭素削減など環境問題にテーマを置いた太陽光発電、風力発電、ハイブリッ

ドカー、電気自動車における二次電池向け電極製造装置や有機ＥＬなど新規分野への研究開発投資をしてまいりま

す。

  また、新規開拓分野としては、当社の川上に位置するフイルム製造装置の中で、今後の製品であるフイルムに特

殊な特性を持たせるために必要な同時二軸延伸装置に関し、総合商社の丸紅㈱とフランスのDMT社と業務提携いたし

ました。年内を目途に当社滋賀工場内に新たなテスト機を設置し、光学系フイルムや特殊な機能性フイルムメーカー

向け機器分野への開拓を行う予定です。塗工技術だけではなく、塗工基材になるフイルムの製造に対しても、技術

開発の目を向けていく方針です。

    ②売上及び損益の状況

　売上高は、16,204百万円(前期比21.7％減)となりました。これは主に液晶パネル用フイルムメーカーの設備投資

が一時的に抑制されたことによるものです。また、輸出売上高は、3,695百万円(前期比4.3％減)となりました。

　売上総利益率は、17.4％（前期比1.4ポイント減）となりました。これは主に特定の製番に手直し工事が発生し、

予定外の原価が発生したことによるものです。

  販売費及び一般管理費は、799百万円(前期比8.1％増)となりました。これは主に東京ビッグサイトでの展示会費、

内部統制の構築費用の増加によるものです。

 その結果、営業利益2,013百万円(前期比36.1％減)、経常利益2,033百万円(前期比35.8％減)、当期純利益1,158百

万円(前期比38.0％減)となりました。

③受注の状況

　受注高は、14,179百万円(前期比13.2％減)、受注残高は、11,096百万円(前期比15.4％減)となりました。これは

主に国内液晶パネル用フイルムメーカーの設備投資の抑制によるものです。また、輸出受注高は、3,058百万円（前

期比27.8％減）、輸出受注残高は、3,100百万円（前期比17.1％減）となりました。これは主に中国では十分な手応

えが感じられましたが、韓国・台湾において液晶パネルに関連するフイルムメーカーの製品供給過剰による価格の

下落に嫌気した、一時的な設備投資の抑制によるものです。

④次期の見通し

　米国の景気後退に大きな影響を受け、国内ではガソリンを初め食料品や原燃料が値上がりし、消費を大きく落ち

込ませる原因になっています。当社にとっても材料やガソリンの高騰は、コスト上昇要因となり利益の獲得が更に

厳しいものになっています。しかし、デジタル放送完全移行の2011年が迫る中で、潜在的な買換需要が顕在化して

くるものと考えられます。従って次期業績予想は、第一四半期での受注動向次第で大きく変わる可能性があると考

えています。
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(2）財政状態に関する分析

①資産・負債及び純資産の状況

  総資産は、16,054百万円(前期比13.9％減)となりました。これは主に前期の急激な売上増加に伴う、売上債権、

たな卸資産および仕入債務、前受金の大幅な増加が、受注の減少に伴い収縮に転じたことによるものです。

　また、固定資産として新たに建物605百万円を取得しております。これは昨年９月に完成しました準クリーンレベ

ルの組立工場の完成によるものです。

  純資産は、7,161百万円(前期比10.1％増)となり、自己資本比率は、44.6％になりました。

②キャッシュ・フローの状況

　当期における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の期末残高は、1,611百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果使用した資金は、1,065百万円となりました。主に売上債権の増加、仕入債務、前受金の減少お

よび法人税等の支払いによるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は、1,042百万円となりました。主に準クリーンレベルの組立工場の建設および投

資有価証券を取得したことによるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は、341百万円となりました。主に長期借入金の返済、配当金の支払いによるもの

です。　　　　　

 （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（％） 21.2 23.8 26.5 34.9 44.6

時価ベースの自己資本比率
（％）

35.2 41.9 133.3 70.9 38.3

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率（年）

－ 0.71 2.02 1.29 －

インタレスト・ガバレッジ・
レシオ（倍）

－ 98.2 25.3 43.3 －

 自己資本比率：自己資本/総資産

 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額/総資産

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債/キャッシュ・フロー

 インタレスト・ガバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー/利払い

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

 （注２）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。

 （注３）有利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

  当社は、経営環境、業績、将来の展望を総合的に勘案して、最適な利益配当と内部留保額を決定しております。

  利益配当については、景気の好不況に大きく影響を受けない事業モデルを確立し、安定的な継続配当を目標とし

ております。内部留保については、今後高成長が見込める高付加価値製品の研究開発や既存事業の効率化等に投資

をしていく方針です。また、安定した経営基盤と考えられる自己資本比率50％達成を当面の目標として、内部資本

の充実を計りたいと考えております。従って、配当性向10％以上を基準配当率と考え、21年3月期は、中間配当７円、

期末配当８円の合計で年間配当15円を実施する予定です。

(4）事業等のリスク

・特定の販売先に対する売上依存度の高さ

・中国の急激な経済発展に伴う主要材料の値上がりと必要量の確保

・当社は、円建て輸出を基本としておりますが、大幅な為替の変動による輸出受注の減少
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２．企業集団の状況
 該当事項は、ありません。

３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

  当社は、持続的な成長発展を図り、企業価値の最大化に努めることが、株主及び顧客のご期待に応えることと考え

ております。そのため、社会やマーケットの潮流を的確に把握し、これまで培ってきた優位の技術を融合し、技術や

サービスを通じて最適なソリューションを提供する「技術革新型企業」を目指しております。対外的には透明かつ公

正な企業活動を行うことにより、真に豊かな社会の実現に貢献することを経営方針としております。

(2）目標とする経営指標

   　 当社の製品は、大半が先端産業向け機器で、そのすべてが特別仕様の受注型生産形態となっております。そのた

　　め機器の設計製作段階において開発投資的な費用が発生しても、個別の製品原価に含まれる仕組みとなっておりま

　　す。

　その結果、年度により大きく総資産や純資産が変動して、ＲＯＥやＲＯＡなどの経営上の基準となる目標比率を導

入しづらい構造となっていますが、事業計画では、売上高営業利益率15.0％以上を経営目標に立案しております。

(3）中長期的な会社の経営戦略

  当社は、社是である「誠実、行動、転回」を行動指針とし、最新技術の創造と活性化に取り組んでおります。戦略

としては、情報通信や環境、エネルギー等のマーケットに対応した将来の成長性が見込める、高度技術製品分野への

製品開発を重点的に推進しております。

　一方、従来機種についても、刻一刻と変化するマーケット環境のニーズに対応するため、技術力を高め、新用途の

開拓を図っております。また、収益構造の改革を断行して、原価率をより低減し、マーケットでの価格優位性を獲得

し、さらなる競争力強化に取り組んでいく方針です。

(4）会社の対処すべき課題

  受注環境は引き続き順調ですが、液晶テレビの市場価格の値下がりが予想以上に早く、それらの業界に供給する当

社の製造装置の受注額の値下げ要請も年々厳しいものになっています。また、主要材料のステンレス、鉄鋼等の単価

の上昇も厳しいものになり、燃料の高騰も製造原価に対してコスト高の要因になっています。

  当社としては、受注金額に見合った仕様の提案と計画予算の徹底管理が最重要と考えています。
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４．財務諸表
(1）貸借対照表

第73期
（平成19年３月31日）

第74期
（平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 ＊１ 4,162,665 1,711,442  

２．受取手形 ＊２ 3,551,929 2,666,105  

３．売掛金 3,181,676 4,873,248  

４．半製品 46,905 2,223  

５．原材料 88,956 55,600  

６．仕掛品 2,534,156 1,239,325  

７．貯蔵品 4,068 －  

８．前渡金 6,985 28,300  

９．繰延税金資産 167,544 152,362  

10．その他 166,928 40,849  

流動資産合計 13,911,818 74.6 10,769,457 67.1 △3,142,361

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1）建物 ＊１ 1,223,694 1,830,535

減価償却累計額 695,779 527,914 726,675 1,103,860  

(2）構築物 ＊１ 205,844 221,811

減価償却累計額 85,926 119,917 89,674 132,136  

(3）機械及び装置 ＊１ 1,073,356 1,085,443

減価償却累計額 636,551 436,804 657,949 427,494  

(4）車両運搬具 42,004 50,915

減価償却累計額 24,605 17,399 31,175 19,740  

(5）工具・器具・備品 111,575 128,266

減価償却累計額 79,979 31,595 78,437 49,829  

(6）土地
＊１
＊３

1,727,449 1,836,929  

(7）建設仮勘定 55,163 －  

有形固定資産合計 2,916,246 15.7 3,569,989 22.3 653,743
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第73期
（平成19年３月31日）

第74期
（平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

２．無形固定資産

(1）電話加入権 1,677 1,677  

(2）水道施設利用権 6,618 8,067  

(3）ソフトウェア 33,963 45,924  

無形固定資産合計 42,259 0.2 55,668 0.3 13,408

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 ＊１ 1,535,142 1,221,505  

(2）出資金 34,302 53,802  

(3）長期前払費用 1,213 734  

(4）繰延税金資産 119,808 297,110  

(5）その他 97,946 105,066  

貸倒引当金 △18,500 △18,500  

投資その他の資産合計 1,769,913 9.5 1,659,719 10.3 △110,193

固定資産合計 4,728,418 25.4 5,285,377 32.9 556,958

資産合計 18,640,237 100.0 16,054,834 100.0 △2,585,402

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形 4,941,523 3,399,724  

２．買掛金 976,877 888,843  

３．１年以内償還予定の社
債

－ 220,000  

４．短期借入金 450,000 500,000  

５．１年以内に返済予定の
長期借入金

＊１ 478,340 324,256  

６．未払金 34,707 77,690  

７．未払費用 43,890 113,635  

８．未払法人税等 932,544 129,453  

９．未払消費税等 195,389 16,282  

10．前受金 1,938,009 1,437,630  

11．賞与引当金 139,502 160,339  

12．役員賞与引当金 70,800 －  

13．その他 86,973 93,616  

流動負債合計 10,288,558 55.2 7,361,471 45.9 △2,927,087

井上金属工業㈱　平成 20 年３月期決算短信（非連結）
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第73期
（平成19年３月31日）

第74期
（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）

Ⅱ　固定負債

１．社債 220,000 －  

２．長期借入金 ＊１ 314,320 284,528  

３．再評価に係る繰延税金
負債

＊３ 627,650 627,650  

４．長期未払金 69,415 85,264  

５．退職給付引当金 554,927 534,662  

６．役員退職慰労引当金 59,662 －  

固定負債合計 1,845,975 9.9 1,532,105 9.5 △313,870

負債合計 12,134,533 65.1 8,893,576 55.4 △3,240,957

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

１．資本金 1,003,125 5.4 1,003,125 6.2 －

２．資本剰余金

(1）資本準備金 515,858 515,858

資本剰余金合計 515,858 2.8 515,858 3.2 －

３．利益剰余金

(1）利益準備金 109,922 109,922

(2）その他利益剰余金

退職給与積立金 6,000 6,000

別途積立金 1,560,000 3,160,000

繰越利益剰余金 1,946,091 1,298,901

利益剰余金合計 3,622,014 19.4 4,574,824 28.6 952,809

４．自己株式 △12,129 △0.1 △14,888 △0.1 △2,758

株主資本合計 5,128,868 27.5 6,078,919 37.9 950,051

Ⅱ　評価・換算差額等

１．その他有価証券評価差
額金

432,232 2.3 137,735 0.8 △294,496

２．土地再評価差額金 ＊３ 944,602 5.1 944,602 5.9 －

評価・換算差額等合計 1,376,834 7.4 1,082,338 6.7 △294,496

純資産合計 6,505,703 34.9 7,161,257 44.6 655,554

負債純資産合計 18,640,237 100.0 16,054,834 100.0 △2,585,402

井上金属工業㈱　平成 20 年３月期決算短信（非連結）
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(2）損益計算書

第73期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第74期
（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 20,693,335 100.0 16,204,196 100.0 △4,489,139

Ⅱ　売上原価

１．期首製品棚卸高 － －

２．当期製品製造原価 ＊７ 16,801,477 13,391,736

合計 16,801,477 13,391,736

３．期末製品棚卸高 － 16,801,477 81.2 － 13,391,736 82.6 △3,409,741

売上総利益 3,891,858 18.8 2,812,460 17.4 △1,079,398

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ＊１ 738,921 3.6 799,108 5.0 60,186

営業利益 3,152,936 15.2 2,013,351 12.4 △1,139,584

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 148 2,965

２．受取配当金 17,423 20,693

３．不動産賃貸料 3,685 －

４．助成金収入 15,116 13,958

５．その他収益 33,992 70,366 0.3 22,773 60,390 0.4 △9,975

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 21,563 24,031

２．売上割引 － 9,030

３．特許等関係費 5,299 －

４．訴訟関連費 3,716 －

５．社債発行費 9,248 －

６．その他費用 14,150 53,978 0.3 7,025 40,088 0.2 △13,889

経常利益 3,169,324 15.2 2,033,654 12.6 △1,135,670

井上金属工業㈱　平成 20 年３月期決算短信（非連結）
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第73期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第74期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅵ　特別利益

１．固定資産売却益 ＊２ 90 －

２．役員退職慰労引当金戻入
益

－ 90 0.0 2,622 2,622 0.0 2,531

Ⅶ　特別損失

１．訴訟関連費 ＊３ － 15,000

２．固定資産除却損 ＊４ 3,854 28,577

３．固定資産売却損 ＊５ 269 66

４．投資有価証券評価損 1,028 1,721

５．減損損失 ＊６ 1,936 －

６．確定拠出年金移行時損失 1,889 8,978 0.0 － 45,366 0.3 36,387

税引前当期純利益 3,160,437 15.2 1,990,910 12.3 △1,169,526

法人税、住民税及び事業
税

1,313,390 793,646

法人税等調整額 △20,524 1,292,866 6.2 39,168 832,814 5.2 △460,051

当期純利益 1,867,571 9.0 1,158,095 7.1 △709,475

井上金属工業㈱　平成 20 年３月期決算短信（非連結）
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(3）株主資本等変動計算書

第73期（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計

資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計退職給与

積立金
別途積立金

繰越利益剰余
金

平成18年３月31日　残高
（千円）

503,125 15,858 109,922 6,000 910,000 934,896 1,960,819 △6,392 2,473,409

事業年度中の変動額

新株の発行 500,000 500,000 － － － － － － 1,000,000

別途積立金の積立（注） － － － － 650,000 △650,000 － － －

剰余金の配当（注） － － － － － △100,495 △100,495 － △100,495

剰余金の配当 － － － － － △61,030 △61,030 － △61,030

役員賞与（注） － － － － － △46,000 △46,000 － △46,000

当期純利益 － － － － － 1,867,571 1,867,571 － 1,867,571

自己株式の取得 － － － － － － － △5,736 △5,736

土地再評価差額金取崩額 － － － － － 1,150 1,150 － 1,150

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

－ － － － － － － － －

事業年度中の変動額合計
（千円）

500,000 500,000 － － 650,000 1,011,195 1,661,195 △5,736 2,655,458

平成19年３月31日　残高
（千円）

1,003,125 515,858 109,922 6,000 1,560,000 1,946,091 3,622,014 △12,129 5,128,868

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

土地再評価差額
金

評価・換算差額
等合計

平成18年３月31日　残高
（千円）

571,501 945,753 1,517,254 3,990,664

事業年度中の変動額

新株の発行 － － － 1,000,000

別途積立金の積立（注） － － － －

剰余金の配当（注） － － － △100,495

剰余金の配当 － － － △61,030

役員賞与（注） － － － △46,000

当期純利益 － － － 1,867,571

自己株式の取得 － － － △5,736

土地再評価差額金取崩額 － － － 1,150

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額）

△139,269 △1,150 △140,419 △140,419

事業年度中の変動額合計
（千円）

△139,269 △1,150 △140,419 2,515,038

平成19年３月31日　残高
（千円）

432,232 944,602 1,376,834 6,505,703

（注）　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目です。

井上金属工業㈱　平成 20 年３月期決算短信（非連結）
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第74期（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計

資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計退職給与

積立金
別途積立金

繰越利益剰余
金

平成19年３月31日　残高
（千円）

1,003,125 515,858 109,922 6,000 1,560,000 1,946,091 3,622,014 △12,129 5,128,868

事業年度中の変動額

別途積立金の積立 － － － － 1,600,000 △1,600,000 － － －

剰余金の配当 － － － － － △205,285 △205,285 － △205,285

当期純利益 － － － － － 1,158,095 1,158,095 － 1,158,095

自己株式の取得 － － － － － － － △2,758 △2,758

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

－ － － － － － － － －

事業年度中の変動額合計
（千円）

－ － － － 1,600,000 △647,190 952,809 △2,758 950,051

平成20年３月31日　残高
（千円）

1,003,125 515,858 109,922 6,000 3,160,000 1,298,901 4,574,824 △14,888 6,078,919

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

土地再評価差額
金

評価・換算差額
等合計

平成19年３月31日　残高
（千円）

432,232 944,602 1,376,834 6,505,703

事業年度中の変動額

別途積立金の積立 － － － －

剰余金の配当 － － － △205,285

当期純利益 － － － 1,158,095

自己株式の取得 － － － △2,758

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額）

△294,496 － △294,496 △294,496

事業年度中の変動額合計
（千円）

△294,496 － △294,496 655,554

平成20年３月31日　残高
（千円）

137,735 944,602 1,082,338 7,161,257

井上金属工業㈱　平成 20 年３月期決算短信（非連結）
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(4）キャッシュ・フロー計算書

第73期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第74期
（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 3,160,437 1,990,910  

減価償却費 140,500 171,501  

固定資産売却益 △90 －  

固定資産売却損 269 66  

固定資産除却損 3,854 28,577  

減損損失 1,936 －  

投資有価証券評価損 1,028 1,721  

貸倒引当金の増減額（減少:△） 900 －  

受取利息及び受取配当金 △17,572 △23,658  

支払利息 21,563 24,031  

為替差損益（差益：△） △896 1,680  

売上債権の増減額（増加:△） △2,436,157 △805,747  

たな卸資産の増減額（増加:△） 312,504 1,376,939  

前渡金の増減額（増加:△） 18,577 △21,314  

未収消費税等の増減額（増加:△） 139,318 －  

その他資産の増減額（増加:△） △3,431 8,175  

仕入債務の増減額（減少:△） 573,092 △1,533,177  

未払金の増減額（減少:△） 34,707 42,982  

前受金の増減額（減少:△） △61,048 △500,379  

未払消費税等の増減額（減少:△） 195,389 △179,106  

賞与引当金の増減額（減少:△） 32,561 20,836  

役員賞与引当金の増減額（減少:△） 70,800 △70,800  

退職給付引当金の増減額（減少:△） △196,708 △20,264  

役員退職慰労引当金の増減額（減
少:△）

△2,668 △59,662  

長期未払金の増減額（減少:△） 69,415 15,848  

その他負債の増減額（減少:△） △13,309 63,580  

役員賞与の支払額 △46,000 －  

その他 18,452 17,207  

小計 2,017,422 549,950 △1,467,472

利息及び配当金の受取額 17,572 23,658  

利息の支払額 △21,563 △24,031  

法人税等の支払額 △878,309 △1,615,115  

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,135,121 △1,065,538 △2,200,659

井上金属工業㈱　平成 20 年３月期決算短信（非連結）
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第73期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第74期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

未収入金の増減（増加:△） － 130,000  

有形固定資産の取得による支出 △403,344 △853,896  

有形固定資産の売却による収入 471 7  

投資有価証券の取得による支出 △84,810 △183,870  

無形固定資産の取得による支出 △31,569 △22,784  

設備手形の増減額（減少:△） △113,062 6,461  

設備関係未払金の増減額（減少:△） △46,451 △90,555  

その他 △3,600 △28,201  

投資活動によるキャッシュ・フロー △682,366 △1,042,839 △360,473

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:△） △30,000 50,000  

長期借入金の借入による収入 450,000 300,000  

長期借入金の返済による支出 △340,430 △483,876  

社債発行による収入 1,000,000 －  

自己株式の取得による支出 △5,736 △2,758  

配当金の支払額 △165,804 △204,530  

財務活動によるキャッシュ・フロー 908,028 △341,165 △1,249,193

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 896 △1,680 △2,576

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（減少:
△）

1,361,679 △2,451,223 △3,812,903

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 2,700,986 4,062,665 1,361,679

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ＊１ 4,062,665 1,611,442 △2,451,223

井上金属工業㈱　平成 20 年３月期決算短信（非連結）
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重要な会計方針

項目
第73期

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第74期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

その他有価証券

(1）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、売買原価は移動平均法により

算定）

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

移動平均法による原価法

(2）時価のないもの

同左

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

半製品・仕掛品……個別法による原価法

原材料・貯蔵品……最終仕入原価法

同左

３．固定資産の減価償却の方

法

(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）については定額法）を採用してい

ます。

なお、主な耐用年数は以下のとおりで

す。

建物　　　　　　15～50年

機械及び装置　　３～12年

──────

(1）有形固定資産

同左

 

 

  

 

 

建物　　　　　　６～50年

機械及び装置　　２～15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

ています。

これによる営業利益、経常利益及び税

引前当期純利益に与える影響金額は、

軽微です。

（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います。

これによる営業利益、経常利益及び税

引前当期純利益に与える影響金額は、

軽微です。

(2）無形固定資産

定額法を採用しています。

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）に基づいています。

(2）無形固定資産

同左

(3）長期前払費用

定額法

(3）長期前払費用

同左
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項目
第73期

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第74期
（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 (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います。

(1）貸倒引当金

同左

(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、支給見込額に基づき計上

しています。

(2）賞与引当金

同左

(3）役員賞与引当金

役員賞与の支出に備えるため、当事業

年度における支給見込額の当事業年度

末負担額を計上しています。

(3）役員賞与引当金

──────

（会計方針の変更）

当事業年度より、「役員賞与に関する

会計基準」（企業会計基準第４号　平

成17年11月29日）を適用しています。

これにより営業利益、経常利益及び税

引前当期純利益は、それぞれ70,800千

円減少しています。

──────

 

 

 

（追加情報）

従来、役員賞与の支出に備えるため、

当事業年度末における支給見込額を役

員賞与引当金として計上していました

が、当事業年度より法人税法第34条第

１項第３号に定める利益連動給与を導

入しました。これに伴う当該報酬額を、

未払役員賞与として流動負債に「未払

金」として44,726千円計上しています。

(4）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき、当期におい

て発生していると認められる額を計上

しています。数理計算上の差異につい

ては、従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数（９年）による按分額を

費用処理しています。

(4）退職給付引当金

同左

（追加情報）

当社は、確定拠出年金法の施行に伴い、

平成18年10月に退職一時金制度の一部

について確定拠出年金制度へ移行し、

「退職給付制度間移行等に関する会計

処理」（企業会計基準適用指針第１

号）を適用しています。移行に伴う影

響額は、特別損失として1,889千円計

上しています。

──────
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項目
第73期

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第74期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(5）役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金に備えるため、内規

に基づく要支給額を計上していま

す。

 

──────

(5）役員退職慰労引当金

──────

(追加情報)

従来、役員に対する退職慰労金の支給

に備えるため、内規に基づく期末要支

給額を役員退職慰労引当金として計上

していましたが、平成19年６月26日開

催の定時株主総会をもって役員退職慰

労金制度を廃止しました。この制度廃

止に伴い、同総会終結時に在任する役

員に対する退職慰労金打ち切り支給額

は、各役員の退任時に支給することと

したため、「役員退職慰労引当金」を

全額取崩し、打ち切り支給額の未払い

分については、固定負債に「長期未払

金」として52,300千円計上していま

す。

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います。

──────

６．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、特例処理を採用

しています。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段……金利スワップ

ヘッジ対象……借入金

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(3）ヘッジ方針

当社の社内管理規定に基づき、金利変

動リスクを回避する目的で行っていま

す。

(3）ヘッジ方針

同左
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項目
第73期

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第74期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(4）ヘッジ有効性評価の方法

以下の要件を満たす金利スワップを締

結しています。

金利スワップの想定元本と借入金の元

本金額がほぼ一致していること。

金利スワップと借入金の契約期間及び

満期がほぼ一致していること。

借入金利が変動金利である場合には、

その基礎となっているインデックスが

金利スワップで受払される変動金利の

基礎となっているインデックスとほぼ

一致していること。

金利スワップの金利改定のインターバ

ル及び金利改定日が、借入金とほぼ一

致していること。

金利スワップの受払条件がスワップ期

間を通して一定であること（同一の固

定金利及び変動金利のインデックスが

スワップ期間を通して使用されている

こと）。

従って、金利スワップの特例処理の要

件を満たしているので有効性の判定を

省略しています。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

７．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

キャッシュ・フロー計算書における資金

（現金及び現金同等物）は、手許現金、随

時引き出し可能な預金及び容易に換金可能

であり、かつ価値の変動について僅少なリ

スクしか負わない取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資からなってい

ます。

同左

８．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

(1）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式に

よっています。

(1）消費税等の会計処理

同左
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会計処理方法の変更

第73期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第74期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月９日）

及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　平成17年12

月９日）を適用しております。これまでの資本の部の合計

に相当する金額は6,505,703千円です。

なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部につい

ては、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸表等

規則により作成しております。

──────

────── （有形固定資産の減価償却方法）

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います。

これによる営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与

える影響金額は、軽微です。

表示方法の変更

第73期
（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

第74期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（貸借対照表）

１．前事業年度まで区分掲記していました「未収入金」は、

当期末において資産の総額の100分の１以下になった

ため、「その他」に含めて表示しています。

なお、当期末の「未収入金」の金額は、130,000千円

です。

２．前事業年度まで区分掲記していました「設備関係未払

金」は、当期末において負債及び純資産の合計額の100

分の１以下になったため、「買掛金」に含めて表示し

ています。

なお、当期末の「設備関係未払金」の金額は、103,118

千円です。

──────

────── （損益計算書）

１．前事業年度まで区分掲記していました「不動産賃借

料」は、営業外収益の総額の100分の10以下となった

ため、「その他収益」に含めて表示しています。

なお、当事業年度の「不動産賃借料」の金額は、3,498

千円です。

２．前事業年度まで営業外費用の「その他費用」に含めて

表示していました「売上割引」は、営業外費用の総額

の100分の10以上となったため、区分掲記しました。

なお、前事業年度の「売上割引」の金額は、4,635千

円です。
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注記事項

（貸借対照表関係）

第73期
（平成19年３月31日）

第74期
（平成20年３月31日）

＊１　担保に供している資産並びに担保付債務

は次のとおりです。

担保資産

投資有価証券 674,884千円 (－千円)

定期預金 10,000千円 (－千円)

建物 145,510千円 (141,433千円)

構築物 653千円 (653千円)

機械及び装置 18,383千円 (18,383千円)

土地 1,631,503千円 (1,621,406千円)

合計 2,480,934千円 (1,781,877千円)

担保付債務

１年以内に返

済予定の長期

借入金

478,340千円 (285,900千円)

長期借入金 314,320千円 (62,400千円)

合計 792,660千円 (348,300千円)

上記のうち（　）内書きは工場財団抵当並びに当該

債務を示しています。

＊１　担保に供している資産並びに担保付債務

は次のとおりです。

担保資産

投資有価証券 509,865千円 (－千円)

建物     133,712千円 (129,831千円)

機械及び装置      15,285千円 (15,285千円)

土地   1,631,503千円 (1,621,406千円)

合計   2,290,366千円 (1,766,523千円)

   

   

担保付債務

１年以内に返

済予定の長期

借入金

    324,256千円 (129,236千円)

長期借入金     284,528千円 (180,388千円)

合計     608,784千円 (309,624千円)

上記のうち（　）内書きは工場財団抵当並びに当該

債務を示しています。

＊２　期末日満期手形

期末日満期手形の会計処理については、当期の末日

は金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われ

たものとして処理しています。期末日満期手形の金

額は、次のとおりです。

　２　　　　　　  　──────

受取手形 1,351,757千円

＊３　土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布

法律第34号）及び土地の再評価に関する法律の一部

を改正する法律（平成11年３月31日公布法律第24

号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、土地

再評価差額金を純資産の部に計上しています。

＊３　　　　　　　　　　同左

 

 

 

 

 

再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31

日公布政令第119号）第２条第３号に定める固定資

産税評価額により算出

再評価の方法

同左 

再評価を行った年月日 平成13年３月31日

再評価を行った土地の期末における時価と再評価後

の帳簿価額との差額　　　　　 △706,713千円

再評価を行った土地の期末における時価と再評価後

の帳簿価額との差額　　　　　 △730,284千円

　４　当座貸越契約

当社は、運転資金の効率的な調達を行なうため取引

銀行７行と当座貸越契約を締結しています。これら

の契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次

のとおりです。

　４　当座貸越契約

同左 

当座貸越極度限度額の総額 1,750,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 1,750,000千円

同左 
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（損益計算書関係）

第73期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第74期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

＊１　販売費に属する費用のおおよその割合は14％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は86％です。

主要な費目及び金額は次のとおりです。

＊１　販売費に属する費用のおおよその割合は15％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は85％です。

主要な費目及び金額は次のとおりです。

(1）販売費

支払手数料 51,363千円

旅費交通費 33,599千円

(2）一般管理費

給料 281,366千円

賞与 78,516千円

賞与引当金繰入額 23,495千円

役員賞与引当金繰入額 70,800千円

退職給付費用 6,142千円

役員退職慰労引当金繰

入額
9,144千円

法定福利費 46,759千円

賃借料 37,261千円

減価償却費 7,379千円

(1）販売費

支払手数料       80,910千円

旅費交通費       36,802千円

(2）一般管理費

給料        247,978千円

賞与       87,537千円

賞与引当金繰入額       22,865千円

退職給付費用     6,804千円

その他の報酬       71,792千円

法定福利費  56,883千円

賃借料       37,846千円

減価償却費      7,482千円

＊２　固定資産売却益は、機械及び装置90千円です。 　２　　　　　　  　──────

　３　　　　　　  　────── ＊３　訴訟関連費は、建物明渡請求事件、不当利得金返還

請求反訴事件に関する弁護士費用です。

＊４　固定資産除却損は、機械及び装置3,645千円、工具・

器具・備品208千円です。

＊４　固定資産除却損は、建物1,540千円、構築物5,904千

円、機械及び装置19,847千円、車両運搬具89千円、

工具・器具・備品1,196千円です。

＊５　固定資産売却損は、機械及び装置269千円です。 ＊５　固定資産売却損は、車両運搬具66千円です。

＊６　当事業年度において、当社は以下の資産グループに

ついて減損損失を計上しました。

　６　　　　　　　　──────

用途 種類 場所

福利厚生施設 土地
長野県
茅野市

当社は、事業用資産とそれ以外の資産にグルーピン

グを行っています。その結果、事業用資産グループ

について地価の著しい下落が認められたので、土地

について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（1,936千円）として特別損失に

計上しました。その内訳は、土地1,936千円です。

なお、当該資産については、時価の算定方法に固定

資産税評価額等を用いています。

＊７　研究開発費の総額 ＊７　研究開発費の総額

当期製造費用に含まれる研

究開発費
69,015千円

当期製造費用に含まれる研

究開発費
      69,069千円
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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（千株）

当事業年度増加株
式数（千株）

当事業年度減少株
式数（千株）

当事業年度末株式
数（千株）

発行済株式     

普通株式（注）１ 10,062 759 － 10,821

合計 10,062 759 － 10,821

自己株式     

普通株式（注）２ 12 3 － 16

合計 12 3 － 16

　（注）１．普通株式の発行済株式の増加759千株は、新株予約権行使によるものです。

２．普通株式の自己株式の株式数の増加3千株は、単元未満株式の買取りによるものです。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　　該当事項はありません。

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月22日

定時株主総会
普通株式 100,495 10 平成18年３月31日 平成18年６月23日

平成18年11月17日

取締役会
普通株式 61,030 6 平成18年９月30日 平成18年12月８日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月26日

定時株主総会
普通株式 129,664 利益剰余金 12 平成19年３月31日 平成19年６月27日
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当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式
数（千株）

当事業年度増加株
式数（千株）

当事業年度減少株
式数（千株）

当事業年度末株式
数（千株）

発行済株式

普通株式 10,821 － － 10,821

合計 10,821 － － 10,821

自己株式

普通株式（注） 16 3 － 19

合計 16 3 － 19

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加３千株は、単元未満株式の買取によるものです。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　　該当事項はありません。

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月26日

定時株主総会
普通株式 129,664 12 平成19年３月31日 平成19年６月27日

平成19年11月15日

取締役会
普通株式 75,621 7 平成19年９月30日 平成19年12月10日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年６月25日

定時株主総会
普通株式 118,824 利益剰余金 11 平成20年３月31日 平成20年６月26日
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（キャッシュ・フロー計算書関係）

第73期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第74期
（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貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

＊１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 4,162,665千円

預入期間が３ヶ月を超える定期

預金

△100,000千円

現金及び現金同等物 4,062,665千円

現金及び預金勘定    1,711,442千円

預入期間が３ヶ月を超える定期

預金

　 △100,000千円

現金及び現金同等物    1,611,442千円

　２．重要な非資金取引の内容 　　　　　　　　　　──────

新株予約権の行使による資本金

増加額

500,000千円

新株予約権の行使による資本準

備金増加額

500,000千円

新株予約権の行使による新株予

約権付社債減少額

1,000,000千円

（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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（１株当たり情報）

第73期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第74期
（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 602円08銭

１株当たり当期純利益金額 180円28銭

１株当たり純資産額   662円94銭

１株当たり当期純利益金額    107円20銭

　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、記載していません。

同左

　（注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

第73期
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

第74期
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

純資産の部の合計額（千円） 6,505,703 7,161,257

純資産の部の合計額から控除する金額（千

円）
－ －

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 6,505,703 7,161,257

１株当たり純資産額の算定に用いられた期

末の普通株式の数（千株）
10,805 10,802

　　　　２．１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。

第73期
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

第74期
(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） 1,867,571 1,158,095

普通株式に係る当期純利益（千円） 1,867,571 1,158,095

期中平均株式数（千株） 10,359 10,803

（開示を省略する項目）

リース取引関係、有価証券関係、デリバティブ取引関係、退職給付関係、ストック・オプション等関係、税効果

関係、関連当事者との取引は、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。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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５．その他
(1）役員の異動

 ①代表取締役の異動

 　　　該当事項はありません。

 ②新任監査役候補

 （常勤）監査役　広瀬　浩次　（現　監査室長）

 　　　補欠監査役候補

 　　　　　　水野　武夫　　（弁護士）

 　　　退任予定監査役

 　　（常勤）藤後　清二郎　（顧問　就任予定）　　　　　　

 （注）補欠監査役候補の水野　武夫氏は、社外監査役の要件を満たしています。

 　　③就任予定日

 　　　平成20年６月25日
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(2）売上高、受注高、受注残高

 （単位：千円、％）

品目

前期 当期

自平成18年3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

金額 構成比 金額 構成比
対前期比

増減率

売

上

高

紙フイルム加工機 19,487,955 94.2 15,720,028 97.0 △19.3

化工機 311,956 1.5 222,310 1.4 △28.7

その他 893,424 4.3 261,858 1.6 △70.7

計 20,693,335 100.0 16,204,196 100.0 △21.7

内輸出高 3,862,786 18.7 3,695,617 22.8 △4.3

受

注

高

紙フイルム加工機 15,570,639 95.4 11,758,311 82.9 △24.5

化工機 294,556 1.8 1,043,260 7.4 254.2

その他 463,003 2.8 1,378,269 9.7 197.7

計 16,328,198 100.0 14,179,840 100.0 △13.2

内輸出高 4,234,375 25.9 3,058,140 21.6 △27.8

受

注

残

高

紙フイルム加工機 13,058,037 99.5 9,096,320 82.0 △30.3

化工機 8,600 0.1 829,550 7.5 －

その他 54,341 0.4 1,170,752 10.5 －

計 13,120,978 100.0 11,096,622 100.0 △15.4

内輸出高 3,738,187 28.5 3,100,710 27.9 △17.1
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