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（百万円未満切捨て） 
１．20 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 
19 年 3 月期 

4,846   1.9 
   4,756   7.5 

360 △20.9
455   74.0

326 △21.0 
412   97.1 

86 △53.4
184 △11.6

 

 
１株当たり 

当期純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益        

自 己 資 本 

当期純利益率 

総 資 産 

経常利益率 

売 上 高 

営業利益率 

  円 銭  円 銭 ％ ％ ％

20 年 3 月期 
19 年 3 月期 

7.71 
16.54 

－ 
－ 

12.3
10.9

4.6 
6.1 

7.4
9.6

(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 
19 年 3 月期 

6,904 
7,166 

1,624
1,794

23.5 
25.0 

145.29
160.46

(参考) 自己資本       20 年 3 月期  1,624 百万円  19 年 3 月期   1,794 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 
19 年 3 月期 

△82 
458 

△93
△393

△48 
137 

323
548

 
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 
20 年 3 月期 

0.0 
0.0 

3.00 
3.00 

3.00
3.00

33
33

18.1
38.9

2.0 
2.0 

21 年 3 月期 
（予想） 

 
0.0 

 
3.00 3.00

 
12.0

 
 

 
 
３．21 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 
通    期 

2,650 13.1 
5,300  9.4 

240 52.9
500  38.9

225 58.5
470  44.2

130 － 
280 225.6 

11.63
25.04
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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、16 ページ｢財務諸表作成の基本となる重要な事項｣の「重要な会計方針の変更」をご覧くだ

さい。 
 
 
(2) 発行済株式数（普通株式） 

①期末発行済株式数（自己株式を含む） 20 年 3 月期 11,200,000 株 19 年 3 月期 11,200,000 株 
②期末自己株式数  20 年 3 月期     19,207 株 19 年 3 月期     16,745 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、21 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 

業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、今後様々な要因により

予想数値と異なる可能性があります。 
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1.経営成績 

（1）経営成績に関する分析 

（当期の経営成績） 

 当期におけるわが国経済は、前半は好調な企業収益を背景とした設備投資

の増加や雇用環境の改善が続き、個人消費も底堅い動きを示すなど、景気は

緩やかな回復基調で推移してまいりましたが、後半に入り、米国のサブプラ

イムローン問題による金融市場の混乱が世界同時株安に発展し、これに伴う

米国景気の減速懸念、更に円高、原油および原材料価格の高騰による影響も

あり、一転して景気の減速が懸念される状況となりました。 

当社におきましても、売上は堅調に推移しましたものの、鋼材や鋳鉄など

原材料価格の高止りおよび、非鉄金属価格の高騰にもかかわらず、製品価格

への転嫁が困難であり、依然として収益面で厳しい状況が続きました｡ 

 このような経営環境のもと、当社は真空ポンプの拡販、顧客ニーズの的確

な把握、新規用途の開拓ならびに国内外市場での積極的な営業活動を推進し

てまいりました。製造部門におきましては、品質保証体制の維持・強化なら

びに生産効率のアップ、生産コスト低減、製品の改良、新製品の開発などに

鋭意努力いたしました。 

以上の結果、売上高は製品売上 4,172 百万円（前期比 1.2％増）、不動産事

業売上 673 百万円(前期比 6.1％増)の、合計 4,846 百万円(前期比 1.9％増)

と前期の売上 4,756 百万円に対し 90 百万円の増収となりました。 

損益面におきましては、原材料の値上がりを販売価格に転嫁することが困

難であったことから、営業利益 360 百万円（前期比 95 百万円減）、経常利益

326 百万円（前期比 86 百万円減）となり、更に役員退職給付引当繰入額 88

百万円の計上もあり、当期純利益は 86 百万円（前期比 98 百万円減）にとど

まりました。 

次に製品部門別の状況を申しあげます。 

 真空ポンプ部門では、この数年来続いております堅調な受注に支えられ、

高真空のドライ真空ポンプが液晶表示装置製造用および半導体製造装置用と

して、また、汎用型のドライ真空ポンプ、省電力で高性能な縦型ドライ真空

ポンプおよび水封式真空ポンプが化学工業、医薬工業、医療機関などへ、蒸

留、乾燥、脱ガス、冷却・冷凍、医療用などとして出荷され、売上高は 2,201

百万円（前期比 7.8％増）となりました。 

 送風機・圧縮機部門では、ロータリブロワが、水処理、製紙、石油化学、

合成繊維などの諸工業に出荷されましたが、売上高は 668 百万円（前期比

28.6％減）にとどまりました。 

 部品および修理部門では、消耗部品の供給と出張修理や持込修理などで、

売上高は 1,040 百万円（前期比 10.5％の増）となりました。 

 その他としましては、真空式脱気装置、省力運搬装置、オイルロータリポ

ンプならびに水中攪拌装置などを合せまして、売上高は 262 百万円（前期比

30.0％増）となりました。 

 輸出関係につきましては、汎用型のドライ真空ポンプが主にアメリカに、

ロータリブロワが韓国、中国、台湾やシンガポールへ出荷されました｡ 
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また、その他の製品と部品が中国、台湾、シンガポール、インドネシア、

マレーシアなどのアジア諸国ならびにアメリカ、アルジェリアに出荷され、 

当期製品売上高に対する輸出比率は 12.9％の 538 百万円（前期比 25.8％減）

にとどまりました。 

 不動産事業につきましては、貸ビル、貸駐車場の賃貸収入が堅調に推移し、

売上高は 673 百万円（前期比 6.1％増）となりました。 

  

（次期の見通し） 

今後の経済情勢につきましては、サブプライムローン問題による米国景気

の減速、円高、原油および原材料価格の高騰による「三重苦」で、国内経済

の減速懸念が一段と強まってまいりました。 

これらに起因して、輸出や設備投資の減少が企業の生産活動を鈍らせると

いう悪循環が懸念され、景気の先行きは一段と不透明感が強まり予断を許さ

ないものと思われます。 

当社におきましては、鋼材、非鉄金属など原材料価格の上昇による外部要

因もあり、売上が伸びても利益の伸びに結び付けることが難しく、引き続き

厳しい経営環境が続くものと思われます。 

このような状況のなか、生産設備増強による生産効率と品質の向上、生産

工数の削減を推進し、あわせて製品の改良、設計変更および新製品開発など

により、原価低減および収益の確保に努めてまいります。 

販売部門におきましては、厳しい価格競争のもと、東南アジアを中心とし

た海外市場にも展開させ、新規需要の開拓に更なる努力を行うとともに、顧

客の要求に対する迅速な対応と適格な情報提供、強みのある分野での企画力、

提案力を向上させ受注量の確保に努めてまいります。 

  また、部門間における情報伝達の迅速化を図り、リスク管理を強化した内 

部統制システムの整備をはじめ、管理体制のより一層の充実を推進してまい 

ります。 

更に構築した体制を維持していくため社員への啓蒙を通じてコンプライア 

ンス体制を強化してまいります｡ 

 次期の業績予想につきましては、売上高は 5,300 百万円、営業利益 500 百 

万円、経常利益 470 百万円、当期純利益 280 百万円を計上する見込みであり 

ます。 

 

（2）財政状態に関する分析 

  総資産は株価下落を主因とする投資有価証券の減少等により前期比

3.7%減少し、6,904 百万円となりました。純資産はその他有価証券評価差

額金の減少により前期比 9.5%減少し 1,624 百万円となったことから、自己

資本比率は前年比 1.5%低下し 23.5％となりました。 

 当期における現金および現金同等物は、たな卸資産の増加、仕入債務の

減少、法人税の支払、等により前期末に比べて 224 百万円減少し、当期末

には 323 百万円になりました。 
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 (営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当期において営業活動によるキャッシュ・フローは 82 百万円の減少(前

期比 540 百万円減少)となりました。これは主に、棚卸資産が 187 百万円

増加(前期比 184 百万円増加)したこと、仕入債務が 138 百万円減少(前期

比 355 百万円減少)したこと、法人税等支払が 201 百万円(前期比 129 百万

円増加)となったことなどによるものです。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー)  

   投資活動によるキャッシュ・フローは 93 百万円の減少(前期比 299 百万

円増加)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出 139 百

万円によるものです。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

   財務活動によるキャッシュ・フローは 48 百万円の減少(前期比 186 百万

円減少)となりました。これは主に配当金の支払額が 33 百万円あったこと

によるものです。 

 

（3）利益配分に関する基本方針および当期・次期の配当 

   当社の配当政策の基本的な考え方は、収益状況に対応して、株主の皆

様各位への配当を実施するとともに、今後の企業体質の強化ならびに安

定的な利益確保のため内部留保を充実することとしております。 

   次期の配当は当期同様期末に 3 円を予定しております。 

 

（4）事業等のリスク 

   投資者の判断に重要な影響をおよぼす可能性のある事項には、以下の

ようなものがあります。 

   なお、将来に関する事項に関しましては、決算短信開示日現在におい

て判断したものであります。 

①  液晶表示装置製造用、シリコンウエハー製造用向け真空ポンプへの依

存度拡大 

液晶表示装置製造用、シリコンウエハー製造向け真空ポンプの拡大が

続き、製造部門に占める割合は 30％を越え、今後更に増加するもの

と予想されます。 

将来の成長はこの分野に依存するところが大きいと思われますが、業

界の需要動向に左右される可能性があります。 

  ② 原材料価格上昇リスク 

    高止まりしている当社製品の主材料である鋼鉄、鋳造品の市場価格が

今後更に上昇するリスクがあり、当社は更なるコスト削減に取り組み

ますが、原材料価格の高騰は業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

③  有利子負債残高圧縮 

毎年減ってきているとはいえ、製品事業部門の月商の 8 ヶ月分を上回

る有利子負債残高を抱えており、金利上昇時に備え更なる圧縮が課題

であります。 
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④ 品質 

    当社製品は、品質保証体制（ISO9001）によって提供しておりますが、

予期せぬ不具合の発生により、業績に悪影響を及ぼす可能性がありま

す。 

  ⑤ 従業員の増加 

    真空ポンプの拡大に伴い、製造部門の従業員が増加しております。 

製品組立作業においてはやむを得ない部分もありますが、総額人件費 

を押し上げる要因となります。 

 

2.企業集団の状況 

 最近の有価証券報告書（平成 19 年 6 月 28 日提出）における【事業の内容】

および【関係会社の状況】から重要な変更はないため開示を省略しておりま

す。 

 

3.経営方針 

（1）会社経営の基本方針 

 当社は顧客のニーズに合う信頼される品質で社会に貢献することを経営

理念としております。 

 この経営理念を基に、基本方針としまして 

 ①顧客への品質保証と信頼性の確立を図ります。 

 ②仕事の質を改善向上して、効率的な生産を達成します。 

 ③良いサービスと明るい人間関係の維持向上に努めます。 

 ④新製品、新技術の研究開発を推進します。 

 これらの活動を通じて名実ともに｢真空ポンプのウノサワ｣という評価を保

てるように努め、その成果を通じて社会に貢献するとともに業績の拡大を図

る方針であります。 

 

（2）会社の対処すべき課題 

平成 20 年 3 月期中間決算短信（平成 19 年 11 月 15 日開示）により開示を行

った内容から重要な変更がないため開示を省略しております。 

 当該決算短信は、次の URL からご覧いただくことができます。 

（東京証券取引所（上場会社情報検索ページ）） 

ttp://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 
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　財務諸表等
（４）財務諸表
（４）－１貸借対照表

区分
注記
番号 構成比(％) 構成比(％)

（資産の部）

　Ⅰ　流動資産

　　 １ 現金及び預金 548,221 323,318

　　 ２ 受取手形 848,670 865,225

　　 ３ 売掛金 1,085,025 1,143,388

　　 ４ 原材料 385,720 450,466

　　 ５ 仕掛品 772,855 890,681

　　 ６ 貯蔵品 4,649 3,453

　　 ７ 前払費用 16,747 19,043

　　 ８ 未収入金 40,232 14,783

　　 ９ 繰延税金資産 41,934 49,627

   １０ その他 6,905 13,356

　　　  貸倒引当金 △       28,003             ---

　　　  流動資産合計 3,722,960 51.9 3,773,344 54.7

　Ⅱ 固定資産

　   １ 有形固定資産 ※1

　　 (１) 建物 2,978,118 3,163,255

　　　    減価償却累計額 1,450,733 1,527,385 1,539,682 1,623,572

　　 (２) 機械及び装置 1,007,867 1,007,739

　　　    減価償却累計額 885,759 122,107 885,949 121,790

　　 (３) 車輌運搬具 19,362 19,912

　　　    減価償却累計額 16,764 2,597 17,799 2,112

　　 (４) 工具器具及び備品 437,735 422,952

　　　    減価償却累計額 351,338 86,397 357,441 65,510

　　 (５) 土地 616,045 616,045

　　    有形固定資産合計 2,354,532 32.9 2,429,031 35.2

　   ２ 無形固定資産

　　 (１) 電話加入権 1,133 1,070

　　 (２) ソフトウェア 18,936 12,956

　　    無形固定資産合計 20,069 0.3 14,027 0.2

　   ３ 投資その他の資産

　　 (１) 投資有価証券 707,636 328,105

　　 (２) 出資金 1,150 1,167

　　 (３) 従業員長期貸付金 94,590 90,776

　　 (４) 長期延滞債権 288,123 310,975

　　 (５) 長期前払費用 2,762 2,755

　　 (６) 長期定期預金 100,000 100,000

　　 (７) 差入保証金 7,338 7,276

　　 (８) 積立保険料 155,609 157,605

　　 (９) その他 1,835 515

　　　    貸倒引当金 △     289,977 △     311,490

　　    投資その他の資産合計 1,069,067 14.9 687,687 9.9

　　    固定資産合計 3,443,669 48.1 3,130,746 45.3

　　    資産合計 7,166,630 100.0 6,904,091 100.0

㈱宇野澤組鐵工所(6396)平成20年3月期決算短信(非連結)
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金額（千円）

前事業年度

（平成19年3月31日現在）

金額（千円）

当事業年度

（平成20年3月31日現在）



区分
注記
番号 構成比(％) 構成比(％)

（負債の部）

　Ⅰ 流動負債

    １ 支払手形 962,514 780,455

    ２ 買掛金 246,081 289,254

    ３ 短期借入金 260,000 345,000

     ４ 一年以内に返済する長期借入金 529,404 567,572

    ５ 一年以内償還予定の社債 205,000 275,000

    ６ 未払金 181,793 147,623

    ７ 未払費用 43,677 53,928

    ８ 未払法人税等 117,045 119,230

    ９ 前受金 54,767 77,081

  １０ 預り金 17,214 19,099

  １１ 賞与引当金 79,289 87,472

  １２ 設備関係支払手形 26,635 80,858

       流動負債合計 2,723,422 38.0 2,842,576 41.2

　Ⅱ 固定負債

    １ 社債 575,000 300,000

    ２ 長期借入金 1,294,718 1,362,692

    ３ 退職給付引当金 237,695 281,930

    ４ 役員退職慰労引当金             --- 93,535

    ５ 預り保証金 328,850 347,104

    ６ 繰延税金負債 212,452 51,838

    　 固定負債合計 2,648,716 37.0 2,437,100 35.3

    　 負債合計 5,372,139 75.0 5,279,676 76.5

（純資産の部）

  Ⅰ株主資本

  　１資本金         785,000 11.0         785,000 11.4

　　２資本剰余金

　  (1)資本準備金         303,930         303,930

　　資本剰余金合計         303,930 4.2         303,930 4.4

  　３利益剰余金

    (1)その他利益剰余金

  　　   繰越利益剰余金         360,725         413,388

  　利益剰余金合計         360,725 5.0         413,388 6.0

  　４自己株式    △     5,078 △0.1    △     6,572 △0.1

  　株主資本合計       1,444,577 20.1       1,495,746 21.7

  Ⅱ評価・換算差額等

　その他有価証券評価差額金         349,913         128,668

  評価・換算差額等合計         349,913 4.9         128,668 1.8

　　純資産合計       1,794,491 25.0       1,624,414 23.5

    負債純資産合計       7,166,630 100.0       6,904,091 100.0

㈱宇野澤組鐵工所(6396)平成20年3月期決算短信(非連結)

金額（千円）

前事業年度

（平成19年3月31日現在）

当事業年度

（平成20年3月31日現在）

金額（千円）
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（４）－２損益計算書

区分
注記
番号 百分比(%) 百分比(%)

　Ⅰ 売上高 4,756,947 100.0 4,846,579 100.0

　Ⅱ 売上原価

    １ 当期製品製造原価 ※1 3,628,004 3,739,141

    ２ 不動産事業原価 145,965 3,773,970 79.3 201,650 3,940,791 81.3

       売上総利益 982,977 20.7 905,787 18.7

　Ⅲ 販売費及び一般管理費

    １ 荷造運搬費 79,566 74,649

    ２ 旅費交通費 15,395 17,968

    ３ 役員報酬 52,656 58,920

    ４ 給与手当 199,375 185,100

    ５ 賞与引当金繰入額 18,872 19,067

    ６ 福利厚生費 38,968 38,472

    ７ 退職給付費用又は 16,232 16,551

      (退職給付引当金繰入額) (5,017) (5,665)

     8  役員退職慰労引当金繰入額             --- 8,875

    ９ 租税公課 18,676 18,006

  １０ 通信費 9,128 8,150

  １１ 減価償却費 3,099 6,735

  １２ 研究開発費 ※1 1,019 4,258

  １３ その他 74,494 527,483 11.1 88,626 545,382 11.3

       営業利益 455,494 9.6 360,404 7.4

　Ⅳ 営業外収益

    １ 受取利息 2,026 2,230

    ２ 受取配当金 5,341 7,684

    ３ 高圧電線線下補償 5,845 5,845

    ４ その他 7,108 20,321 0.4 10,826 26,586 0.5

　Ⅴ 営業外費用

    １ 支払利息 43,847 44,565

    ２ 社債利息 10,157 12,014

    ３ その他 9,271 63,276 1.3 4,318 60,898 1.2

    　 経常利益 412,539 8.7 326,092 6.7

　Ⅵ 特別利益

    １ 固定資産売却益             --- 74

    ２ 投資有価証券売却益 415 41,077

    ３ 貸倒引当金戻入額 7,844 8,260 0.2 6,489 47,641 0.9

　Ⅵ 特別損失

    １ たな卸資産減耗損 60,025             ---

    ２ 固定資産除却損 ※2 31,968 9,455

    ３ 固定資産売却損 ※3 1,893             ---

    ４ 投資有価証券売却損 35             ---

     ５  役員退職慰労引当金繰入額             --- 88,620

    ６ 役員退職慰労金 4,500             ---

    ７ その他             --- 98,422 2.1 2,060 100,135 2.0

    　   法人税、住民税、及び事業税 164,332 203,843

    　 法人税等調整額 △      26,951 137,381 2.9 △      16,456 187,386 3.9

    　 当期純利益 184,995 3.9 86,212 1.7

㈱宇野澤組鐵工所(6396)平成20年3月期決算短信(非連結)
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金額（千円） 金額（千円）

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）



製造原価明細書

区分
注記
番号 金額（千円） 構成比(％) 金額（千円） 構成比(％)

　Ⅰ　材料費 1,921,325 51.8 2,019,140 52.2

　Ⅱ　外注費 287,559 7.8 228,792 5.9

　Ⅲ　労務費 1,002,401 27.0 1,079,599 27.9

　Ⅳ　経費 496,454 13.4 540,163 14.0

　　 　 （減価償却費） (113,944) (126,298)

　　    当期総製造費用　　 3,707,741 100.0 3,867,696 100.0

　　    期首仕掛品たな卸高 693,852 772,855

　　 　   合計 4,401,594 4,640,552

　　    他勘定へ振替 ※ 733 10,729

　　 　 期末仕掛品たな卸高 772,855 890,681

   　　 当期製品製造原価 3,628,004 3,739,141

原価計算の方法

　財務会計と有機的に関連させた制度としての原価計算は、実施しておりませんが、当社

の製品は総て受注生産によっている為、個別原価計算を実施しております。

（注）※他勘定へ振替の内訳は、次のとおりであります。

項目

研究開発費への振替高他 733 6,471

4,258

合計 733 10,729

不動産原価明細書

区分
注記
番号 金額（千円） 構成比(％) 金額（千円） 構成比(％)

　Ⅰ　ビル管理費 86,432 59.2 137,182 68.0

　Ⅱ　駐車場管理費 5,637 3.9 4,863 2.4

　Ⅲ　減価償却費 53,895 36.9 59,604 29.6

合計 145,965 100.0 201,650 100.0

    至　平成19年3月31日）     至　平成20年3月31日）

機械及び装置への振替高

研究開発費への振替高

合計

（自　平成18年4月 1日

前事業年度 当事業年度

金額

当事業年度（千円）

金額

（自　平成19年4月 1日

㈱宇野澤組鐵工所(6396)平成20年3月期決算短信(非連結)

10

前事業年度 当事業年度

    至　平成19年3月31日）     至　平成20年3月31日）

（自　平成18年4月 1日 （自　平成19年4月 1日

前事業年度（千円）

項目



（４）－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）
(単位千円)

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他利益剰余金
(繰越利益剰余金)

平成18年3月31日残高 785,000 303,930 209,289 △ 3,752 1,294,467

事業年度中の変動額

　剰余金の配当 △ 33,559 △ 33,559

　当期純利益 184,995 184,995

　自己株式の取得 △ 1,326 △ 1,326
  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 151,436 △ 1,326 150,109

平成19年3月31日残高 785,000 303,930 360,725 △ 5,078 1,444,577

平成18年3月31日残高 307,199 1,601,667

事業年度中の変動額

　剰余金の配当 △ 33,559

　当期純利益 184,995

　自己株式の取得 △ 1,326
  株主資本以外の項目の事業
  年度中の変動額（純額） 42,714 42,714

事業年度中の変動額合計 42,714 192,824

平成19年3月31日残高 349,913 1,794,491
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㈱宇野澤組鐵工所(6396)平成20年3月期決算短信(非連結)

その他有価証券評価差額金
純資産合計

株主資本

評価・換算差額等
項目

自己株式 株主資本合計
項目

資本金



当事業年度 （自　平成１９年４月１日　至　平成２０年３月３１日）
(単位千円)

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他利益剰余金
(繰越利益剰余金)

平成19年3月31日残高 785,000 303,930 360,725 △ 5,078 1,444,577

事業年度中の変動額

　剰余金の配当 △ 33,549 △ 33,549

　当期純利益 86,212 86,212

　自己株式の取得 △ 1,493 △ 1,493

  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 52,662 △ 1,493 51,169

平成20年3月31日残高 785,000 303,930 413,388 △ 6,572 1,495,746

平成19年3月31日残高 349,913 1,794,491

事業年度中の変動額

　剰余金の配当 △ 33,549

　当期純利益 86,212

　自己株式の取得 △ 1,493

  株主資本以外の項目の事業

  年度中の変動額（純額） △ 221,245 △ 221,245

事業年度中の変動額合計 △ 221,245 △ 170,076

平成20年3月31日残高 128,668 1,624,414
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項目
評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評価差額金

項目

㈱宇野澤組鐵工所(6396)平成20年3月期決算短信(非連結)

株主資本

資本金 自己株式 株主資本合計



ｷｬｯｼｭ・ﾌﾛ-計算書
　

　　(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ﾂシュ・フロー

　 　1.   税引前当期純利益 322,377 273,599

　 　2.   減価償却費 179,111 192,639

　 　3.   貸倒引当金の増減額（減少：△） △ 7,844 △ 6,489

　　 4.   賞与引当金の増減額(減少：△） 11,296 8,183

　 　5.   退職給付引当金の増減額（減少：△） 32,351 44,235

　 　6.   役員退職慰労引当金の増減額（減少：△） － 93,535

 　　7.   受取利息及び受取配当金 △ 7,367 △ 9,914

　 　8.   支払利息 43,847 44,565

  　 9.   固定資産除却損 31,968 9,455

  　10.   固定資産売却損 1,893 －

  　11.   固定資産売却益 － △ 74

　  12.   投資有価証券売却損 35 －

　  13.   投資有価証券売却益 △ 415 △ 41,077

    14.   売上債権の増減額（増加：△） △ 289,000 △ 74,917

 　 15.   たな卸資産の増減額（増加：△） △ 3,490 △ 187,846

  　16.   その他資産の増減額（増加：△） 4,683 18,650

    17.   仕入債務の増減額（減少：△） 216,512 △ 138,885

  　18.   その他負債の増減額（減少：△） 30,141 △ 68,919

　　　　　　　　小　　　計 566,100 156,737

    19.   利息及び配当金の受取額 7,367 9,939

　  20.   利息の支払額 △ 42,953 △ 47,093

  　21.   法人税等の支払額 △ 72,281 △ 201,707

　　　営業活動によるキャﾂシュ・フロー 458,233 △ 82,123

Ⅱ.　投資活動によるキャﾂシュ・フロー

　   1. 　有形固定資産の取得による支出 △ 408,562 △ 139,507

　   2. 　有形固定資産の売却による収入 2,578 730

 　  3. 　投資有価証券の売却による収入 1,421 47,512

　   4. 　貸付金による支出 △ 7,000 －

　   5. 　貸付金の回収による収入 11,710 8,814

　　 6．　預り保証金による収入 17,385 18,253

　　 7．　その他 △ 10,630 △ 29,681

　　　投資活動によるキャﾂシュ・フロー △ 393,095 △ 93,878

Ⅲ.　財務活動によるキャﾂシュ・フロー

　 　1. 　短期借入金の純増減額（減少：△） △ 58,800 85,000

　 　2.　 長期借入れによる収入 600,000 674,000

　 　3. 　長期借入金の返済による支出 △ 613,786 △ 567,858

 　　4. 　社債の発行による収入 400,000 －

 　　5. 　社債の償還による支出 △ 155,000 △ 205,000

　   6. 　配当金の支払額 △ 33,559 △ 33,549

　   7. 　自己株式の取得による支出 △ 1,326 △ 1,493

　　　財務活動によるキャﾂシュ・フロー 137,527 △ 48,901

Ⅳ.　現金及び現金同等物の増減額（減少：△） 202,665 △ 224,902

Ⅴ.　現金及び現金同等物期首残高 345,555 548,221

Ⅵ.　現金及び現金同等物期末残高 548,221 323,318

㈱宇野澤組鐵工所(6396)平成20年3月期決算短信(非連結)

前事業年度 当事業年度
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区分 金額（千円） 金額（千円）



財務諸表作成の基本となる重要な事項

前事業年度 当事業年度

（自　平成１８年４月　１日 （自　平成１９年４月　１日

　　至　平成１９年３月３１日） 　　至　平成２０年３月３１日）

１　資産の評価基準及び評価 (１)有価証券　 (１)有価証券　

　　方法 ①その他有価証券　 ①その他有価証券　

時価のあるもの　期末日の市場価格等 時価のあるもの　同左

　　　　　　　　に基づく時価法（評

　　　　　　　　価差額は全部純資産

　　　　　　　　直入法により、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 時価のないもの　同左

　　　　　　　　価法を採用しており 　　　　　　　　

　　　　　　　　ます。 　　　　　　　

(２)たな卸資産 (２)たな卸資産

①仕掛品　　　　個別法による原価法 ①仕掛品　　　　同左

　　　　　　　　を採用しております。

②原材料、貯蔵品　移動平均法による原 ②原材料、貯蔵品　同左

　　　　　　　　　価法を採用しており

　　　　　　　　　ます。

(３)デリバティブ (３)デリバティブ

　　　　　　　　時価法 　　　　　　　　同左

２　固定資産の減価償却の方法 (１)有形固定資産　　定率法　 (１)有形固定資産　　定率法　
　　ただし、建物（附属設備を除く）に 　　ただし、建物（附属設備を除く）に

　　ついては定額法によっております。 　　ついては定額法によっております。

　　なお、主な耐用年数は以下の通りで 　　なお、主な耐用年数は以下の通りで

　　あります。 　　あります。

　建物　　　　　　３年～５０年 　建物　　　　　　３年～５０年

　機械及び装置　　４年～１２年 　機械及び装置　　４年～１２年

（会計方針の変更）

 法人税法の改正（（所得税法等の一部

を改正する法律 平成19年3月30日 法律

第6号）及び（法人税法施行令の一部を

改正する政令平成19年3月30日 政令第8

3号　））　に伴い、当事業年度から､平

成19年4月1日以降に取得したものについ

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。これに伴

い、前事業年度と同一の方法によった

場合と比べ、営業利益が6,557千円、

経常利益が6,557千円、税引前当期純利益

が6,557千円、それぞれ減少しております。

（追加情報）

法人税法の改正に伴い、当事業年度

から、平成19年3月31日以前に取得し

たものについては、償却可能限度額まで

償却が終了した翌年から5年間で均等償

却する方法によっております。当該変更

に伴う損益に与える影響は、営業利益が

11,935千円、経常利益が11,935千円、

税引前当期純利益が11,935千円、それぞ

れ減少しております。

(２)無形固定資産　　定額法 (２)無形固定資産　　同左

　なお、自社利用のソフトウェアについ

　ては、社内における利用期間（５年）

　に基づいております。

項目

㈱宇野澤組鐵工所(6396)平成20年3月期決算短信(非連結)
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前事業年度 当事業年度
（自　平成１８年４月　１日 （自　平成１９年４月　１日

　　至　平成１９年３月３１日） 　　至　平成２０年３月３１日）

３　引当金の計上基準 (１)貸倒引当金 (１)貸倒引当金　　同左

　　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

　性を検討し、回収不能見込額を計上

　しております。

(２)賞与引当金 (２)賞与引当金　　同左

　　従業員に対して支給する賞与にあ

　てるため会社が算定した当期に負担

　すべき支給見込額を計上しておりま

　す。

(３)退職給付引当金 (３)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

　の見込額に基づき、当期末において

　発生していると認められる額を計上

　しております。

　　なお、会計基準変更時差異

　(231,596千円) については、15年

　による按分額を費用処理しておりま

　す。

(４)役員退職慰労引当金

 役員の退職慰労金の支給に充てるため､

内規に基づく当事業年度末要支給額

を計上しております。

（会計方針の変更）

役員退職慰労引当金は､従来､支出時の費

用として処理しておりましたが、当事業

年度より「租税特別措置法上の準備

金及び特別法上の引当金又は準備金並び

に役員退職慰労引当金等に関する監査上

の取扱い」（日本公認会計士協会 平成1

9年4月13日監査・保証実務委員会報告第

42号）を適用し、当事業年度末要支給

額を役員退職慰労引当金として計上する

方法に変更しております。この変更によ

り、従来の方法によった場合と比べ､営

業利益が8,875千円、経常利益が8,875千

円,税引前当期純利益が93,535千円､

それぞれ減少しております。

４　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 同左

　ると認められるもの以外のファイナ

　ンス・リース取引については、通常

　の賃貸借取引に係る方法に準じた会

　計処理によっております。

５　ヘッジ会計の方法 ①　ヘッジ会計の方法 同左

　　金利スワップについては、特例処

　　理の要件を満たしているので、特

　　例処理を採用しております。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

　　(ヘッジ手段)  (ヘッジ対象)

　　金利スワップ　長期借入金利息

③　ヘッジ方針

　　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

　　契約ごとに行っております。

④　ヘッジの有効性評価の方法

　　金利スワップの特例処理の要件を

　　満たしているので、決算日におけ

　　る有効性の評価を省略しておりま
　　す。

６　キャッシュ・フロー計算 　　キャッシュ・フロー計算書におけ 同左
　　書における資金の範囲 　　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
　　投資からなっております。

７　その他財務諸表作成のた 　消費税等の会計処理 同左
　　めの基本となる重要な事 　　消費税及び地方消費税の会計処理
　　項 　は税抜方式を採用しております。
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重要な会計方針の変更
前事業年度 当事業年度

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

　(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
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1,794,491千円であります。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。　　　

　　

㈱宇野澤組鐵工所(6396)平成20年3月期決算短信(非連結)
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注記事項

（貸借対照表関係）

　　※１　有形固定資産の内下記資産は工場財団として短期 　　※１　有形固定資産の内下記資産は工場財団として短期

　　　　　借入金260,000千円 、１年以内に返済する長期借 　　　　　借入金345,000千円 、１年以内に返済する長期借

　　　　　入金529,404千円 、長期借入金 1,294,718千円及 　　　　　入金567,572千円 、長期借入金 1,362,692千円及

　　　　　び被保証債務794,733千円の担保に供しておりま 　　　　　び被保証債務629,360千円の担保に供しておりま

　　　　　す。

　　　　　　建物　　　　　　　　　　　　　　31,139千円 　　　　　　建物 　　　　　　　　　　　　　216,196千円

　　　　　　機械及び装置　 　　　　　　　　　7,415千円 　　　　　　機械及び装置　 　　　　　　　   48,182千円

　　　　　　土地　　　　　　　　　　　　　　    52千円 　　　　　　土地　　　　　　　　　　　　　　    52千円

　　　　　　合計　　　　　　　　　　　　　　38,606千円 　　　　　　合計　　　　　　　　　　　　　 264,431千円

（損益計算書関係）

　　※１　一般管理費及び当期製造費用に含まれる 　　※１　一般管理費及び当期製造費用に含まれる

　　　　　研究開発費　　　　　　　　　　　　14,206千円 　　　　　研究開発費　　　　　　　　　　　　14,100千円

　　※２　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 　　※２　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

　　　　　建物　　　　　　　　　　　　　　　21,427千円 　　　　　建物　　　　　　　　　　　　　　　 6,102千円

　　　　　機械及び装置　　　　　　　　　　　 3,487千円 　　　　　機械及び装置　　　　　　　　　　　   734千円

　　　　　工具器具及び備品　　　　　　　　　 7,054千円 　　　　　工具器具及び備品　　　　　　　　　 2,618千円

　　※３　固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

　　　　　機械及び装置　　　　　　　　　　　 1,893千円

（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　発行済株式に関する事項

増加 減少

－ －

２　自己株式に関する事項

増加 減少

3 －

３　配当に関する事項

    （１）配当金支払額

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

配当金の原資 配当金の総額(千円)

利益剰余金 33,549

当事業年度(自　平成19年4月1日　至　平成20年3月31日)

１　発行済株式に関する事項

増加 減少

－ －

２　自己株式に関する事項

増加 減少

2 －

３　配当に関する事項

    （１）配当金支払額

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

配当金の原資 配当金の総額(千円)

利益剰余金 33,542

㈱宇野澤組鐵工所(6396)平成20年3月期決算短信(非連結)

前事業年度

当事業年度

(平成２０年３月３１日)

前事業年度

(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)

当事業年度末

11,200

(自　平成１８年４月　１日

  至　平成１９年３月３１日)

株式の種類

普通株式(千株)

前事業年度末

11,200

決議
平成18年6月29日定時
株主総会

株式の種類 当事業年度末前事業年度末

13普通株式(千株)

平成18年6月30日

16

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

33,559普通株式 3 平成18年3月31日

株式の種類 前事業年度末 当事業年度末

基準日

株式の種類 前事業年度末

普通株式(千株) 11,200

当事業年度末

平成19年3月31日 平成19年6月29日

決議 株式の種類 配当金の総額(千円) １株当たり配当額(円 基準日 効力発生日
平成19年6月28日定時
株主総会 普通株式

決議 株式の種類 １株当たり配当額(円

普通株式(千株) 16 19

11,200

基準日

平成20年3月31日

効力発生日
平成19年6月28日定時
株主総会 普通株式 3 平成19年3月31日 平成19年6月29日

33,549 3

17

効力発生日

平成20年6月30日

決議
平成20年6月27日定時
株主総会

株式の種類

普通株式 3

１株当たり配当額(円



（キャッシュ・フロー計算書関係）

　　（１）現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲 　　（１）現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲
　　　　　起されている科目の金額との関係 　　　　　起されている科目の金額との関係

　　　　　現金及び預金勘定　　　　　　　　　548,221千円 　　　　　現金及び預金勘定　　　　　　　　　323,318千円
　　　　　現金及び同等物　　　　　　　　　　548,221千円 　　　　　現金及び同等物　　　　　　　　　　323,318千円

㈱宇野澤組鐵工所(6396)平成20年3月期決算短信(非連結)

（平成２０年３月３１日）

前事業年度 当事業年度
(自　平成１９年４月　１日

  至　平成２０年３月３１日)

（平成１９年３月３１日）

(自　平成１８年４月　１日

  至　平成１９年３月３１日)
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（リース取引関係）

項目

１ リース物件の所有権が借 １リース物件の取得価額相当額、減 １リース物件の取得価額相当額、減
　 主に移転すると認められ 　価償却累計額相当額及び期末残高 　価償却累計額相当額及び期末残高
　 るもの以外のファイナン 　相当額 　相当額
　 ス・リース取引 取得価額 減価償却 期末残高 取得価額 減価償却 期末残高

相当額 累計額 相当額 相当額 累計額 相当額
相当額 相当額

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
機械及び 機械及び
装置 485,819 197,354 288,464 装置 349,215 117,282 231,932
車輌 車輌
運搬具 3,103 310 2,793 運搬具 3,103 931 2,172
工具器具 工具器具
及び備品 及び備品
ほか 40,433 21,345 19,087 ほか 54,524 12,872 41,651

合計 529,355 219,010 310,345 合計 406,843 131,086 275,756

２ 未経過リース料期末残高相当額 ２ 未経過リース料期末残高相当額
   １年内　　　　　　　70,481千円    １年内　　　　　　　　59,542千円
   １年超 　　　　　　250,259千円    １年超 　　　　　　　226,798千円
   合計 　　　　　　　320,740千円    合計　　　　　　　　 286,340千円

３ 当期の支払リース料、減価償却 ３ 当期の支払リース料、減価償却
　 費相当額及び支払利息相当額 　 費相当額及び支払利息相当額
   支払リース料　　　　81,851千円    支払リース料　　　　　85,360千円
   減価償却費相当額 　 63,379千円    減価償却費相当額 　　 56,118千円
   支払利息相当額 　　 11,100千円    支払利息相当額　 　　 12,360千円

４ 減価償却費相当額の算定方法 ４ 減価償却費相当額の算定方法
   リース期間を耐用年数とし、残 同左
   存価額を零とする定額法によっ
   ております。

５　利息相当額の算定方法 ５　利息相当額の算定方法
　　リース料総額とリース物件の取 同左
    得価額相当額との差額を利息相
    当額とし、各期への配分方法に
　　ついては利息法によっておりま
　　す。

２ オペレーテｲング・リー 未経過リース料 未経過リース料
　 ス取引    １年内　　　　　　　14,560千円    １年内　　　　　　　　21,969千円

   １年超　　　　　　　83,133千円    １年超 　　　　　　　109,337千円
   １年超　　　　　　　97,694千円    合計　　　　　　　　 131,306千円

㈱宇野澤組鐵工所(6396)平成20年3月期決算短信(非連結)

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)
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（税効果会計関係）

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別 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 　　の内訳

　　繰延税金資産 　　繰延税金資産

　　　退職給付引当金     96,742千円 　　　貸倒引当金　    126,549千円

　　　貸倒引当金　    129,386千円 　　　退職給付引当金    114,745千円

　　　賞与引当金　     32,270千円 　　　役員退職慰労引当金繰入額　     38,068千円

　　　たな卸資産評価損 　　27,851千円 　　　賞与引当金　     35,601千円

　　　未払事業税　　　　　　　　　　　　　      9,142千円 　　　減価償却限度超過額　     12,059千円

　　　その他      1,672千円 　　　たな卸資産評価損 　　31,138千円

　　　繰延税金資産　小計    297,065千円 　　　未払事業税　　　　　　　　　　　　　      8,736千円

　　　評価性引当額 △ 227,420千円 　　　その他      5,290千円

　　繰延税金資産合計     69,642千円 　　　繰延税金資産　小計    372,189千円

　　　評価性引当額 △ 286,089千円

　　繰延税金資産合計     86,099千円

　　繰延税金負債 　　繰延税金負債

　　　その他有価証券評価差額金 △ 240,160千円 　　　その他有価証券評価差額金 △  88,310千円

　　繰延税金負債　小計 △ 240,160千円 　　繰延税金負債　小計 △  88,310千円

　　差引繰延税金負債の純額 △ 170,517千円 　　差引繰延税金負債の純額 △   2,210千円

（注）繰延税金負債の純額は以下のとおりです。 （注）繰延税金負債の純額は以下のとおりです。

　　流動資産－繰延税金資産 　　41,934千円 　　流動資産－繰延税金資産 　　49,627千円

　　固定負債－繰延税金負債 △ 212,452千円 　　固定負債－繰延税金負債 △  51,838千円

　　差引繰延税金負債の純額 △ 170,517千円 　　差引繰延税金負債の純額 △   2,210千円

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担 ２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

　　率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原 　　率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

　　因となった主な項目別の内訳 　　因となった主な項目別の内訳

　　法定実効税率 40.7%    　　法定実効税率 40.7%    

　　　(調整） 　　　(調整）

　　　評価性引当額 　△1.8%    　　　評価性引当額 　 21.4%    

　　　同族会社の留保金課税 2.0%    　　　同族会社の留保金課税 2.8%    

　　　住民税均等割額 1.5%    　　　住民税均等割額 1.7%    

　　　交際費損金不算入 0.5%    　　　交際費損金不算入 0.5%    

　　　受取配当金等の益金不算入 △0.3%    　　　受取配当金等の益金不算入 △0.5%    

　　　試験研究費等特別控除 △0.5%    　　　試験研究費等特別控除 △0.1%    

　　　その他 0.5%    　　　過年度法人税等  1.2%    

　　　税効果会計適用後の法人税等の負担率 42.6%    　　　その他  0.8%    

　　　税効果会計適用後の法人税等の負担率 68.5%    

　

20

㈱宇野澤組鐵工所(6396)平成20年3月期決算短信(非連結)

前事業年度 当事業年度
（平成20年3月31日）（平成19年3月31日）



（１株当たり情報）

１株当たり純資産額               160円46銭 １株当たり純資産額               145円29銭
１株当たり当期純利益額　　　　　　16円54銭 １株当たり当期純利益額　　　　　　 7円71銭
(注)1　潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載しておりません。

    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。

普通株式の期中平均株式数　（株） 11,185 11,182

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） 184,995 86,212

１株当たり当期純利益
当期純利益（千円） 184,995 86,212

当事業年度
（自　平成18年4月 1日 （自　平成19年4月 1日

    至　平成19年3月31日）     至　平成20年3月31日）

㈱宇野澤組鐵工所(6396)平成20年3月期決算短信(非連結)
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前事業年度 当事業年度
         (自   平成18年4月 １日          (自   平成19年4月 １日
          至   平成19年3月31日)           至   平成20年3月31日)

項目
前事業年度



機

機

㈱宇野澤組鐵工所(6396)平成20年3月期決算短信(非連結)

5.　売上高、受注高及び受注残高の状況

（部　門　別　売　上　高　）
（単位：千円）

部　門　別

前　　　　期 当　　　　期
平成18年4月1日から 平成19年4月1日から 対前期
平成19年3月31日まで 平成20年3月31日まで 増減率

金額 比率％ 金額 比率％ 金額 比率％
真 空 ポ ン プ 2,041,927 42.9 2,201,046 45.4 159,119 7.8

製 送風機・圧縮 935,993 19.7 668,444 13.8 △267,549 △28.6
部品及び修理 942,139 19.8 1,040,855 21.5 98,716 10.5
そ    の    他 201,911 4.3 262,475 5.4 60,564 30.0

品 小           計 4,121,971 86.7 4,172,823 86.1 50,852 1.2
内（輸出品） (725,841) *(17.6) (538,668) *(12.9) (△187,153) (△25.8)

不  動  産  部  門 634,976 13.3 673,755 13.9 38,779 6.1
合            　   計 4,756,947 100.0 4,846,579 100.0 89,632 1.9

(注)　＊の輸出品構成比率は製品売上高に対するものであります。 

（製 品 受 注 高 及 び 受 注 残 高）
（単位：千円）

製　　品
受　　注　　高 受　注　残　高

前期 当期 対前期増減 前期 当期 対前期増減
真 空 ポ ン プ 2,189,692 2,177,752 △11,939 836,260 812,966 △23,293
送風機・圧縮 850,031 951,889 101,857 238,719 522,163 283,444
部品及び修理 923,935 1,117,690 193,755 77,259 154,094 76,834
そ    の    他 219,875 186,384 △33,490 100,006 23,915 △76,091
合           計 4,183,534 4,433,717 250,183 1,252,245 1,513,139 260,894

6.　役員の状況

1.代表者の異動

　　　該当事項ありません

2.その他の役員の異動

　　役職異動予定

　　　　専務取締役　　　　　　　　　(常務取締役)　　　　　　　　　　　　神　　辺　　重　　治　　　　

　　　　常務取締役経理部長　　　(取締役経理部長)　　　　　　　　　田　　村　　　　　博　　　　

　　　　常務取締役技術部長　　　(取締役技術部長)　　　　　　　　　樋　　口　　　　　勉　　　　

(注)　カッコ内は現職を示しています
(平成20年6月27日付)
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