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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 9,778 △14.9 299 △52.6 202 △65.1 123 △59.4

19年３月期 11,490 20.0 630 71.6 579 141.2 302 211.0

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 28 70  － 3.0 1.7 3.1

19年３月期 69 79  － 7.8 4.9 5.5

（参考）持分法投資損益 20年３月期 －百万円 19年３月期 －百万円

(2）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

20年３月期 11,147 4,090 36.7 966 54

19年３月期 12,776 3,995 31.3 920 48

（参考）自己資本 20年３月期 4,090百万円 19年３月期 3,995百万円

(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 275 △349 △217 2,499

19年３月期 773 △501 △473 2,795

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  － 15 00 15 00 65 21.5 1.4

20年３月期  － 12 50 12 50 52 43.6 1.3

21年３月期（予想）  － 10 00 10 00 －　 171.5 －

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 3,400 △34.3 △95 － △135 － △150 － △34 99

通　　　期 8,000 △18.2 150 △49.9 70 △65.4 25 △79.7 5 83
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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「重要な会計方針」の（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 4,605,760株 19年３月期 4,605,760株

②　期末自己株式数 20年３月期 374,120株 19年３月期 265,120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、33ページ「１株当たり情報」をご覧ください。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

 （将来に関する記述等についてのご注意）　

 　本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断

する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異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当っての注意事項等については、５ページ「１．経営成績　(5)次事業年度の見通し」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　全般的状況

　世界的に鉱物資源・食料の高騰が続き、世界の政治・経済の混乱要因になりつつあります。その中で、米国に

おいては信用力の低い個人向け住宅融資に起因する金融不安が実体経済にまで影を落とし、景気後退が顕著になっ

てきています。欧州の経済は力強さを保っているようですが、米国発の金融不安の波を受けるとともに、エネル

ギー価格と食品価格の押し上げ等によるインフレ懸念が高まりつつあります。また、ＢＲＩＣｓを始めとする新

興国は未だ高い成長を続けてはいますが、その伸び率は減速してきています。

　日本経済は、依然個人消費が足踏みする中、輸出と設備投資を牽引役として緩やかな拡大を続けてきました。

しかしながら、世界経済・金融の不安定化に伴い、当事業年度後半からはこれらにも陰りが見えてきています。

また、各企業の生き残り競争は激しさを増し、広く各業界において再編が行われてきました。この動きは、海外

の企業を含め、今後とも加速されるものと思われ、企業価値を重視した経営が求められます。

　当社の前事業年度は、新型コンピューターゲーム機受注により売上高を大幅に増加することができました。当

事業年度ではＲＨＣＭ（高速ヒートサイクル成形）技術等を活かし各分野にて新規のアイテムを受注することが

できましたものの、前事業年度の金型売上の特需がなくなったため当事業年度の売上高は97億78百万円（前期比

14.9%減）になりました。

　また、生産においては、受注の変動に合わせて生産コストの節減等に努めました。しかしながら、当事業年度

下半期には、世界的金融不安から生じた株安・円高による退職年金資産時価の下落に伴う労務費コストの上昇、

市場の急変に伴うたな卸資産廃棄損の増加等がありました。この結果、営業利益２億99百万円（前期比52.6%減）、

経常利益２億２百万円（同65.1%減）、当期純利益１億23百万円（同59.4%減）となりました。

②　分野別状況

ａ．家電分野

　本分野の主力製品であるエアコンの売上高は、新機能付エアコンの販売が好調に推移し、かつ、その組み立

て工程に関しましても成形と併せて受注できましたので、前事業年度に対し大幅に増加しました。また、新製

品である床置き型の機種の受注をすることができました。その結果、本分野の売上高は29億39百万円となり、

前期比54.5%の大幅な増収になりました。

ｂ．エレクトロニクス分野

　本分野の主力製品である薄型ＴＶの売上高は、新モデルの受注が増加したことにより、順調に推移しました。

また、新規に携帯電話の受注を獲得しました。しかしながら、前事業年度に大量に受注した新型コンピューター

ゲーム機が当事業年度前に海外に生産移転したこと等により、本分野の売上高は51億35百万円となり、前期比

37.9%の大幅な減収になりました。

ｃ．自動車分野

　既存の搭載車種の販売が好調に推移するとともに、新たな車種への展開ができましたことにより、当事業年

度におけるエアコンコントロールパネル等の内装部品への受注は増加しました。その結果、本分野の売上高は

11億67百万円となり、前期比39.9%の大幅な増収になりました。

ｄ．その他分野

　本分野の主力製品群であるプリン容器等食品容器において受注が増加しました。特に付加価値のある容器の

受注に努めましたこともあり、売上高が増加しました。また、その他産業資材、医療用機器の受注は堅調に推

移しました。その結果、本分野の売上高は５億36百万円となり、前期比12.0%の増収になりました。
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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

　当事業年度末の資産につきましては、売上及び受注が当事業年度後半に減少しました結果、売上債権が前事業

年度末比11億34百万円減少、たな卸資産も同88百万円減少したこと等により、資産合計は同16億28百万円減少し、

111億47百万円となりました。

　負債につきましては、仕入債務が前事業年度末比12億77百万円減少、未払法人税等が２億71百万円減少したこ

と等により、負債合計は同17億23百万円減少し、70億57百万円となりました。

　純資産につきましては、別途積立金が前事業年度末比２億円増加したこと等により、純資産合計は同94百万円

増加し、40億90百万円となりました。

②　キャッシュ・フローの状況

　当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ２億95百万円減少し、

24億99百万円となりました。

　当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　仕入債務の減少12億77百万円(前年同期は19億35百万円の増加)、法人税等の支払４億16百万円(前年同期比

2,686.6%増)等の要因により一部相殺されたものの、売上債権の減少11億34百万円(前年同期は18億98百万円の増

加)、減価償却費４億28百万円(前年同期比4.2%増)、税引前当期純利益額１億75百万円(同68.9%減)等により、当

事業年度において営業活動の結果得られた資金は２億75百万円(同64.3%減)となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　新規設備等有形固定資産の取得による支出３億53百万円(前年同期比35.9%減)等を主因に当事業年度において投

資活動の結果使用した資金は３億49百万円(同30.3%減)となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　有利子負債の圧縮による支出１億円(前年同期比75.9%減)、配当金の支払65百万円(同19.6%増)等を主因に当事

業年度において財務活動の結果使用した資金は２億17百万円(同54.2%減)となりました。

　なお、当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは次のとおりです。

 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（％） 29.3 29.0 34.7 31.3 36.7

時価ベースの自己資本比率（％） 20.4 32.6 25.8 20.7 19.6

債務償還年数（年） 16.6 11.0 7.2 6.0 16.5

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 4.7 6.6 9.5 9.2 3.4

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

１．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済総株式数により算出しています。

２．営業キャッシュ・フローはキャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しています。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払っている全ての負債を対象としいます。また、利払いについては、キャッシュ・

フロー計算書の利息の支払額を使用しています。 

 

(3）利益配分に関する基本方針及び当事業年度・次事業年度の配当

　当社は、持続的発展に必要な設備・技術開発投資への充当並びに財務基盤強化を図りつつ、一定の安定性の中で配

当性向も勘案し、株主還元を行ってまいります。また、当社は、定款で会社法第454条第5項に規定する中間配当を取

締役会決議で行うことができる旨を定めており、株主総会の決議に基づき行う期末配当と併せ年２回の配当を行うこ

とができます。

　上記方針に基づき、当事業年度は、業績、事業環境等諸般の状況を総合的に勘案し、１株につき12円50銭の期末配

当を行うことを株主総会で付議します。次事業年度の配当は、１株当たり期末配当10円を予定しています。

　内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上にコスト競争力並びに顧

客ニーズに応える設備・技術開発体制の強化等へ有効投資してまいりたいと考えています。
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(4）事業等のリスク

　決算短信に記載した事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、次のようなものがあ

ります。

なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものです。

①　公的規制について

　企業活動を行うに際し常に環境に配慮することが求められており、今後ともＥＵの環境基準を始め環境に関連す

る法令等の制定及び改正等による規制が厳しくなることも予想されます。また、事業を展開する各国において、様々

な理由による公的規制があり、それによる当社グループの活動に対する制限が生じる場合があります。それらに伴

う費用増加等が、当社の業績と財務状況に大きな影響を与える可能性があります。

②　原材料価格の変動について

　プラスチック製品等の製造及び販売を主な業務としている当社において、主要原材料であるプラスチックの市況

の急激な高騰若しくは下落が起こった場合は、当社の業績と財務状況に大きな影響を与える可能性があります。

③　顧客企業業績への依存について

　当社は、当事業年度における売上高の30.0％を日立製作所グループ向けに、21.1％を東芝グループ向けに、

13.0％をソニー株式会社グループ向けに依存しています。（３社グループ向け合計は64.2％です。）前事業年度に

比べソニーグループ向けの売上はコンピューターゲーム機の海外移転により大幅に依存度が低下しましたが、代わっ

て日立グループ向けはエアコンの新機種の受注等により、東芝グループ向けは液晶ＴＶの新機種の受注により前事

業年度から大幅な増加となりました。当社は３社グループの事業動向に影響を受ける可能性があります。

④　知的財産権保護の限界について

　当社は、独自技術であるＲＨＣＭ等他社と差別化できる技術とノウハウの蓄積に努めており、各国において特許

申請を実施しています。しかしながら、特定の地域では知的財産権の保護が十分になされていないこともあり、第

三者が当社の知的財産権に類似した製法によりプラスチック製品を製造することを効果的に防止できない可能性が

あります。

⑤　国際活動及び海外進出に潜在するリスクについて

　当社は、国内のみならず海外でもＲＨＣＭアライアンスを構築しており、直接進出と比較してリスクを最小化し

ています。しかしながら海外市場への事業進出には、次のようなリスクが内在しています。

・予期しない法律の変更又は規制の強化

・税制又は税率の変更

・政治的又は経済的な理由による外部環境の変動

・テロ、戦争、その他の要因による社会的混乱

⑥　災害等によるリスクについて

　当社では、震災、火災等の予期できない事態の発生に対するリスク対応を鋭意検討していますが、これらを完全

に防止又は軽減できる保証はありません。これらの事象が生じた場合は、当社の業績と財務状況に悪影響を与える

可能性があります。

 

(5）次事業年度の見通し

　米国の信用力の低い個人向け住宅融資問題は世界的な金融不安を引き起こし、また、実体経済を上回る鉱物資源や

食料の高騰は世界各地でインフレへの脅威となっています。これらの要因により、次事業年度における先進国での成

長率の低下は避けられない見通しです。

　当事業年度においては、当社の成形技術であるＲＨＣＭを活かした新規のアイテムを複数受注することができまし

た。次事業年度におきましても、新たに発生するであろう新規需要に応えて行くことで確実に業績を積み上げていく

ことが期待されます。また、ここ数年来展開してまいりましたライセンス供与等による収入は順調な伸びを示すもの

と想定していますが上記環境に鑑み、当社の次事業年度の売上高に関しましては、不確実性を極力廃する方針で見通

しを作成いたしました。また、これに合わせて生産・販売・管理体制の見直しを行うことにいたしました。

　次事業年度においては、売上高は80億円と前期比18.2%減、営業利益は１億50百万円と前期比49.9%減、経常利益は

70百万円と前期比65.4%減、当期純利益は25百万円と前期比79.7%減を見込んでいます。

小野産業㈱ (7858) 平成 20 年３月期決算短信（非連結）

－ 5 －



２．企業集団の状況
　当企業集団は、当社（小野産業株式会社）と子会社１社（OSK INTERNATIONAL (H.K.) LIMITED）により構成されており、

プラスチック製品等の製造及び販売を主な業務としています。なお、子会社の資産・売上高等から見て、当企業集団の財

政状態及び経営成績に関する合理的な判断を誤らせない程度に重要性が乏しいものとして、連結財務諸表は作成していま

せん。  

事業系統図は次のとおりです。

 
顧         客 

当   社 子会社１社 

(OSK INTERNATIONAL (H.K.) LIMITED) 

製品等 製品等 

出資

(100%) 

３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社は、顧客への存在価値を向上させるべく、プラスチック加工領域における独自技術を開発し、その成果を広く

普及させることを通じて、株主・顧客・従業員への利益最大化を図ってまいります。同時に、社会の一員として法令

遵守に努め、環境負荷の低減にも積極的に取り組んでまいります。その概要は次のとおりです。

①　企業競争力強化・技術集約型企業への推進

　プラスチック加工領域における独自技術の開発と独自技術をベースとした高品位製品の量産技術の開発を進め

てまいります。一方で、他社との共同開発等を通じて他の加工技術との融合を図り、更なる差別化技術を開発し

てまいります。

　同時に、独自技術であるＲＨＣＭ（高速ヒートサイクル成形技術）を核とした緩やかな連合体（ＲＨＣＭアラ

イアンス）形成を推進しており、アライアンス・パートナーとともにＲＨＣＭ製品の供給拠点をグローバルに構

築してまいります。

　また、中国でのアライアンス・パートナーへの委託生産品の輸入販売を促進し、国内への設備投資を抑えつつ

顧客の需要に応えてまいります。 

　　　②　人財の拡充、育成

　様々な意識改善活動、業務目標達成計画、個人目標達成計画及び教育・研修プログラムを整合的に推進し、会

社・部門・個人のベクトルを調和させ、魅力ある会社づくりを図ってまいります。

③　社会性

　経営・会計の透明性、環境問題を始めとして、企業の遵法性（社会性）が求められている中、当社は、環境問

題を社会の一員として取り組む等、全ての業務活動における遵法精神の重要性の認識を高めてまいります。

 

(2）目標とする経営指標

　当社は、次の項目を経営指標としています。

①　フリー・キャッシュ・フロー

　フリー・キャッシュ・フローを、持続的発展に必要な事業・設備・研究開発等の投資及びファイナンスを判断

する指標として利用しています。短期的には、フリー・キャッシュ・フローの最大化を目標としています。

②　ＲＯＡ（総資産営業利益率）

　ＲＯＡを、総資本に対して効率的な経営がなされているか判断する指標として活用しています。本指標を通じ

て経営層が貸借対照表を継続的にウォッチすることにより、事業活動に不要不急な資産及びたな卸資産の削減に

役立てる他、株主への還元である自社株買いの判断にも利用しています。

 

(3）中長期的な会社の経営戦略

  当社は、中長期的な経営戦略として次の３項目を経営の軸として挙げており、日々変化する情勢のなかで具体的な

経営方針・目標を設定しています。

・技術集約型企業への転換（成長力）

・企業競争力の強化（競争力）

・環境保全（社会性）

小野産業㈱ (7858) 平成 20 年３月期決算短信（非連結）

－ 6 －



(4）会社の対処すべき課題

　薄型ＴＶ、デジタルカメラ等のエレクトロニクス製品市場は今後とも伸びることが予想されますが、急激な価格の

下落等によるサプライヤーの浮沈等の動向に目が離せない状態です。一方、当社を含む受注産業におきましては、要

求品質の高度化、試作から量産への期間短縮等により、モノ作りの技術を常に高い水準に保つことが必要とされてい

ます。

　当社といたしましては、これら変化の激しい市場動向に対し、当社の持つ独自技術の優位性と国内外への供給体制

（ＲＨＣＭアライアンス）を通して顧客ニーズに適ったモノ作りを行い、当社ステークホルダー（株主・顧客・従業

員）の利益最大化に努めてまいります。また、絶えざる技術開発と生産工程の改善等により持続的な収益基盤を構築

し、経営環境の変化へ柔軟に対応することで、成長力、競争力と社会性を併せ持った企業として、グローバルな市場

開拓に挑戦し続けてまいります。

 

  (5) 内部管理体制の整備・運用状況

　当社は、株式会社ジャスダック証券取引所へ「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」を提出しており、当該

事項は、「内部統制システムに関する基本的な考え方及び整備状況」に記載しています。なお、同報告書は、同証券

取引所ホームページに開示されています。
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４．財務諸表
(1）貸借対照表

第65期
（平成19年３月31日）

第66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 2,795,087 2,499,340 △295,746

２．受取手形 ※4 1,188,065 357,812 △830,252

３．売掛金 2,911,552 2,607,783 △303,768

４．商品 16,659 88,268 71,608

５．製品 254,519 205,387 △49,131

６．原材料 232,225 162,214 △70,010

７．仕掛品 358,266 317,090 △41,176

８．前払費用 17,999 19,979 1,979

９．繰延税金資産 60,468 40,507 △19,961

10．未収入金 89,471 7,673 △81,797

11．未収還付法人税等 － 73,645 73,645

12. 未収消費税 7,743 － △7,743

13. その他 1,702 11,063 9,360

14．貸倒引当金 △3,317 △2,857 460

流動資産合計 7,930,446 62.1 6,387,911 57.3 △1,542,534
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第65期
（平成19年３月31日）

第66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　固定資産

(1)有形固定資産

１．建物 ※2 3,595,016 3,653,918

減価償却累計額 1,539,320 2,055,696 1,645,602 2,008,316 △47,380

２．構築物 186,707 186,521

減価償却累計額 74,899 111,807 83,083 103,437 △8,370

３．機械及び装置 ※2 3,328,357 3,329,130

減価償却累計額 2,120,921 1,207,436 2,222,204 1,106,925 △100,510

４．車両運搬具 104,672 107,453

減価償却累計額 76,826 27,845 75,179 32,274 4,428

５．工具器具及び備品 504,608 455,161

減価償却累計額 395,712 108,896 370,069 85,092 △23,803

６．土地 ※1,2 680,296 680,296 －

有形固定資産合計 4,191,979 32.8 4,016,343 36.0 △175,636

(2)無形固定資産

１．ソフトウェア 12,570 25,373 12,802

２．電話加入権 2,910 2,910 －

無形固定資産合計 15,481 0.1 28,283 0.3 12,802

(3)投資その他の資産

１．投資有価証券 247,771 382,237 134,465

２. 関係会社株式 5,788 5,788 －

３．出資金 550 550 －

４. 長期前払費用 67,939 3,082 △64,856

５．保険積立金 ※2 263,766 273,073 9,307

６．その他 52,326 50,203 △2,122

投資その他の資産合計 638,142 5.0 714,936 6.4 76,793

固定資産合計 4,845,602 37.9 4,759,563 42.7 △86,039

　資産合計 12,776,049 100.0 11,147,475 100.0 △1,628,573
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第65期
（平成19年３月31日）

第66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）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形 ※4 2,449,018 1,489,006 △960,012

２．買掛金 871,831 554,643 △317,188

３．短期借入金 ※2 600,000 600,000 －

４．１年以内返済予定長期
借入金

※2 500,000 942,000 442,000

５．１年以内償還予定社債 ※2 － 400,000 400,000

６．未払金 134,360 109,963 △24,396

７．未払消費税 － 37,047 37,047

８．未払費用 59,635 55,063 △4,572

９．未払法人税等 271,667 － △271,667

10．預り金 5,439 6,273 833

11．賞与引当金 95,833 74,175 △21,658

12．役員賞与引当金 20,000 6,800 △13,200

13．設備購入支払手形 ※4 112,312 27,670 △84,642

14．その他 4,298 4,431 133

流動負債合計 5,124,398 40.1 4,307,074 38.6 △817,323

Ⅱ　固定負債

１．社債 ※2 400,000 － △400,000

２．長期借入金 ※2 3,160,000 2,618,000 △542,000

３．繰延税金負債  25,078 56,097 31,019

４．役員退職慰労引当金 47,791 54,532 6,740

５．長期預り金 23,328 21,728 △1,599

固定負債合計 3,656,199 28.6 2,750,359 24.7 △905,840

負債合計 8,780,597 68.7 7,057,433 63.3 △1,723,163
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第65期
（平成19年３月31日）

第66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）

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   595,916 4.7  595,916 5.4 －

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  742,246   742,246    

(2）その他資本剰余金  2,256   2,256    

資本剰余金合計   744,503 5.8  744,503 6.7 －

３．利益剰余金         

(1）利益準備金  44,348   44,348    

(2）その他利益剰余金         

別途積立金  2,360,000   2,560,000    

繰越利益剰余金  361,421   219,366    

利益剰余金合計   2,765,769 21.7  2,823,714 25.3 57,944

４．自己株式   △115,370 △0.9  △166,794 △1.5 △51,424

株主資本合計   3,990,818 31.3  3,997,338 35.9 6,520

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  4,633 0.0  92,702 0.8 88,069

評価・換算差額等合計   4,633 0.0  92,702 0.8 88,069

純資産合計   3,995,451 31.3  4,090,041 36.7 94,589

負債純資産合計   12,776,049 100.0  11,147,475 100.0 △1,628,573
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(2）損益計算書

第65期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第66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

１．商品売上高 3,199,715 1,399,105

２．製品売上高 8,290,481 11,490,197 100.0 8,379,658 9,778,764 100.0 △1,711,433

Ⅱ　売上原価

１．商品期首たな卸高 50,791 16,659

２．製品期首たな卸高 85,111 254,519

３．当期商品仕入高 2,386,099 1,083,361

４．当期製品製造原価 ※4 7,737,540 7,620,337

合計 10,259,542 8,974,878

５．商品期末たな卸高 16,659 88,268

６．製品期末たな卸高 254,519 9,988,363 86.9 205,387 8,681,221 88.8 △1,307,141

売上総利益 1,501,833 13.1 1,097,542 11.2 △404,291

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※4

１．運送費 251,709 213,479

２．役員報酬 91,050 90,300

３．給料手当 158,149 147,968

４．賞与引当金繰入額 17,577 12,095

５．役員賞与引当金繰入
額 

20,000 6,800

６．役員退職慰労引当金繰
入額

9,033 8,544

７．退職給付費用 12,721 24,858

８．法定福利費 33,993 31,821

９．福利厚生費 23,011 25,888

10．研究開発費 57,696 66,359

11．租税公課 47,562 42,224

12．旅費交通費 27,968 16,856

13．賃借料 14,548 11,949

14．支払手数料 18,408 15,832

15．交際費 4,820 3,434

16．減価償却費 26,919 24,803

17．その他 55,666 870,835 7.6 54,975 798,193 8.1 △72,642

営業利益 630,998 5.5 299,349 3.1 △331,649
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第65期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第66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）

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 2,114 4,722

２．受取配当金 15,770 9,229

３．賃貸料収入 17,671 17,742

４．受取手数料 1,621 1,567

５．法人税等還付加算金 4,081 －

６．その他 3,815 45,074 0.4 10,613 43,875 0.4 △1,198

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 82,567 83,309

２．たな卸資産廃棄損 3,836 31,499

３．その他 10,257 96,661 0.8 25,991 140,800 1.4 44,138

経常利益 579,410 5.1 202,424 2.1 △376,986

Ⅵ　特別利益

１．固定資産売却益 ※1 16,764 1,146

２．貸倒引当金戻入益 332 460

３．役員賞与引当金戻入益 － 300

４．保険積立金解約益 10,139 3,164

５. 投資有価証券売却益 － 27,236 0.2 1,251 6,322 0.0 △20,914

Ⅶ　特別損失

１．固定資産売却損 ※2 970 299

２．固定資産除却損 ※3 22,772 10,704

３．たな卸資産評価損 － 5,693

４．過年度たな卸資産評価
損

－ 12,171

５．貸倒損失 1,700 －

６．保険積立金解約損 2,102 －

７. 投資有価証券評価損  － 4,056

８．特別退職慰労金 13,425 40,970 0.4 － 32,924 0.3 △8,046

税引前当期純利益 565,676 4.9 175,821 1.8 △389,854

法人税、住民税及び事
業税

255,927 53,126

過年度法人税等修正
額 

19,201 7,373

法人税等調整額 △12,250 262,878 2.3 △7,732 52,767 0.5 △210,110

当期純利益 302,798 2.6 123,054 1.3 △179,744

    

小野産業㈱ (7858) 平成 20 年３月期決算短信（非連結）

－ 13 －



製造原価明細書

第65期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第66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）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　材料費 3,109,452 38.7 2,586,645 33.7 △522,806

Ⅱ　労務費 1,171,357 14.6 1,214,156 15.8 42,798

Ⅲ　経費 3,750,879 46.7 3,880,967 50.5 130,087

（うち外注加工費） (2,588,834) (2,805,012) (216,177)

（うち減価償却費） (363,566) (380,948) (17,382)

当期総製造費用 8,031,689 100.0 7,681,769 100.0 △349,920

期首仕掛品たな卸高 134,628 358,266 223,638

計 8,166,317 8,040,036 △126,281

他勘定振替高 ※2 70,511 102,607 32,096

期末仕掛品たな卸高 358,266 317,090 △41,176

当期製品製造原価 7,737,540 7,620,337 △117,202

　（注）

第65期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第66期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．原価計算の方法

　実際原価による組別総合原価計算です。

１．原価計算の方法

同左

※２．他勘定振替高の内訳 ※２．他勘定振替高の内訳

商品仕入高への振替  61,724千円

固定資産への振替 3,580

たな卸資産廃棄損への振替 3,836

調査研究費への振替 1,369

計 70,511

商品仕入高への振替 47,246千円

固定資産への振替 3,802

たな卸資産廃棄損への振替 31,499

たな卸資産評価損への振替 17,864

調査研究費への振替 1,344

修理営繕費への振替 850

計 102,607
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(3）株主資本等変動計算書

第65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
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

利益準備
金

 その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高
（千円）

595,916 742,246 － 742,246 44,348 2,320,000 153,018 2,517,366 △109,309 3,746,219

事業年度中の変動額

別途積立金の積立(注) － － － － － 40,000 △40,000 － － －

剰余金の配当(注) － － － － － － △54,395 △54,395 － △54,395

当期純利益 － － － － － － 302,798 302,798 － 302,798

自己株式の取得 － － － － － － － － △14,764 △14,764

自己株式の処分 － － 2,256 2,256 － － － － 8,703 10,960

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）

－ － 2,256 2,256 － 40,000 208,402 248,402 △6,060 244,598

平成19年３月31日　残高
（千円）

595,916 742,246 2,256 744,503 44,348 2,360,000 361,421 2,765,769 △115,370 3,990,818

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
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）

4,845 4,845 3,751,065

事業年度中の変動額

別途積立金の積立(注) － － －

剰余金の配当(注) － － △54,395

当期純利益 － － 302,798

自己株式の取得 － － △14,764

自己株式の処分 － － 10,960

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額)

△212 △212 △212

事業年度中の変動額合計
（千円）

△212 △212 244,386

平成19年３月31日　残高
（千円）

4,633 4,633 3,995,451

　（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。
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第66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
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

利益準備
金

 その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

平成19年３月31日　残高
（千円）

595,916 742,246 2,256 744,503 44,348 2,360,000 361,421 2,765,769 △115,370 3,990,818

事業年度中の変動額

別途積立金の積立 － － － － － 200,000 △200,000 － － －

剰余金の配当 － － － － － － △65,109 △65,109 － △65,109

当期純利益 － － － － － － 123,054 123,054 － 123,054

自己株式の取得 － － － － － － － － △51,424 △51,424

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）

－ － － － － 200,000 △142,055 57,944 △51,424 6,520

平成20年３月31日　残高
（千円）

595,916 742,246 2,256 744,503 44,348 2,560,000 219,366 2,823,714 △166,794 3,997,338

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
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）

4,633 4,633 3,995,451

事業年度中の変動額

別途積立金の積立 － － －

剰余金の配当 － － △65,109

当期純利益 － － 123,054

自己株式の取得 － － △51,424

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額)

88,069 88,069 88,069

事業年度中の変動額合計
（千円）

88,069 88,069 94,589

平成20年３月31日　残高
（千円）

92,702 92,702 4,090,041
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(4）キャッシュ・フロー計算書

第65期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第66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
(純損失：△)

565,676 175,821  

減価償却費 410,922 428,016  

貸倒引当金の増減額
(減少：△)

△332 △460  

賞与引当金の増減額
(減少：△)

20,833 △21,658  

役員賞与引当金の増減
額（減少：△）

20,000 △13,200  

役員退職慰労引当金の
増減額(減少：△)

△15,542 6,740  

退職給付引当金及び前
払年金費用の増減額
(減少：△)

△14,392 64,683  

受取利息及び受取配当
金

△17,884 △13,951  

支払利息 82,567 83,309  

固定資産売却等損益
(益：△)

6,978 9,856  

投資有価証券売却等損
益(益：△)

― 2,805  

売上債権の増減額
(増加：△)

△1,898,672 1,134,021  

たな卸資産の増減額
(増加：△)

△469,669 88,709  

保険積立金の増減額
(増加：△)

71,944 △9,307  

仕入債務の増減額
(減少：△)

1,935,228 △1,277,200  

その他流動資産の増減
額(増加：△)

△38,999 79,113  

その他 48,140 23,734  

小計 706,799 761,036 54,237

利息及び配当金の受取
額

17,753 13,846  

利息の支払額 △83,703 △82,117  

法人税等の支払額 △14,961 △416,910  

法人税等の還付額 147,301 －  

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

773,189 275,854 △497,334
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第65期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第66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

投資有価証券の売却に
よる収入

－ 12,051  

投資有価証券の取得に
よる支出

△8,399 △2,539  

有形固定資産の売却に
よる収入

66,384 4,927  

有形固定資産の除売却
による支出

△6,657 △1,972  

有形固定資産の取得に
よる支出

△551,378 △353,305  

無形固定資産の取得に
よる支出

△1,384 △8,590  

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△501,435 △349,429 152,006

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：△）

△125,000 －  

長期借入金の借入によ
る収入

500,000 400,000  

長期借入金の返済によ
る支出

△790,000 △500,000  

自己株式の譲渡による
収入

10,960 －  

自己株式の取得による
支出

△14,925 △51,980  

配当金の支払額 △54,389 △65,027  

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△473,354 △217,007 256,347

Ⅳ 現金及び現金同等物に係
る換算差額

△109 △5,164 △5,055

Ⅴ 現金及び現金同等物の増
減額(減少：△)

△201,710 △295,746 △94,036

Ⅵ 現金及び現金同等物の期
首残高

2,996,798 2,795,087 △201,710

Ⅶ 現金及び現金同等物の期
末残高

※１ 2,795,087 2,499,340 △295,746
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重要な会計方針

項目

第65期

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

第66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

(1）子会社株式

　　移動平均法による原価法

(1）子会社株式

同左

(2）その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は部分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)

(2）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

時価のないもの

同左

２．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法

デリバティブ

時価法

デリバティブ

同左

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1）商品

個別法による原価法

(1）商品

同左

(2）製品・仕掛品

移動平均法による原価法

(2）製品・仕掛品

同左

(3）原材料

移動平均法による原価法

(3）原材料

同左

４．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

定額法

　  なお、主な耐用年数は以下のとお

  りです。

建物　　　　　　7～47年

機械及び装置　　7～15年

(1）有形固定資産

同左

 ―――――

 

（会計方針の変更）

法人税法の改正に伴い、当事業年度

より、平成19年４月１日以降に取得

した有形固定資産について、改正後

の法人税法に基づく減価償却の方法

に変更しています。

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1,982

千円減少しています。

（追加情報）

法人税法改正に伴い、平成19年３月

31日以前に取得した資産については、

改正前の法人税法に基づく減価償却

の方法の適用により取得価額の５％

に到達した事業年度の翌事業年度よ

り、取得価額の５％相当額と備忘価

額との差額を５年間にわたり均等償

却し、減価償却費に含めて計上して

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

18,162千円減少しています。

(2）無形固定資産

定額法

　  ただし、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

―――――

 

５．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物

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います。

同左
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項目

第65期

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

第66期

（自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日）

６．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、将来の支給見込額のうち当

事業年度の負担額を計上しています。

(2）賞与引当金

同左

(3）役員賞与引当金

　役員に対して支給する賞与の支出に充

てるため、当事業年度における支給見込

額の当事業年度中の負担額を計上してい

ます。

（会計方針の変更）

　当事業年度から、「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、税引前

当期純利益及び当期純利益は20,000千円

減少しています。

(3）役員賞与引当金

同左

 

 

 

―――――

(4）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備えるため、

内規に基づく当事業年度末要支給額の

100%を計上しています。

(4）役員退職慰労引当金

同左

(5）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末の退職給付債務及び年金資産の

見込額に基づき計上しています。なお、

会計基準変更時差異（422,812千円）に

ついては、10年による按分額を費用処理

しています。

当事業年度末においては、年金資産の

見込額が退職給付見込額から未認識会計

基準変更時差異を控除した額を超えてい

るため、前払年金費用として投資その他

の資産の「長期前払費用」に含めて計上

しています。

(5）退職給付引当金

　　　　　　　　同左

 

７．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用しています。ま

た、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場合は、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

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段：同左

ヘッジ対象：借入金の金利 ヘッジ対象：同左

(3）ヘッジ方針

　主として当社のリスク別管理方針に基

づき、金利変動リスクをヘッジしていま

す。

(3）ヘッジ方針

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ手段及びヘッジ対象に関する重

要な条件が同一であり、かつ、ヘッジ開

始時及びその後も継続して相場変動又は

キャッシュ・フロー変動を完全に相殺す

るものと想定することができるため、

ヘッジ有効性の判定は省略しています。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左
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項目

第65期

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

第66期

（自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日）

８．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

　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ケ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

９．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

　税抜方式によっています。

消費税等の会計処理

同左

会計処理方法の変更

第65期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第66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）を適用しています。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額は、

3,995,451千円です。

　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います。

───── 

 

表示方法の変更

第65期
（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

第66期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（損益計算書）

　前事業年度まで区分掲記していました「為替差益」

（当事業年度1,821千円）は、営業外収益の総額の100分

の10以下となったため、営業外収益の「その他」に含め

て表示しています。

―――――
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注記事項

（貸借対照表関係）

第65期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第66期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※１　有形固定資産から直接減額した圧縮記帳累計額は

320,000千円です。

※１　　　　　　　　　　同左

※２　担保に供している資産 ※２　担保に供している資産

建物      1,544,854千円

(1,243,373千円)

機械及び装置 825,429

(825,429)

土地 533,954

(141,196)

保険積立金 104,137

計
3,008,376

(2,210,000)

建物    1,558,049千円

(1,265,992千円)

機械及び装置 796,863

(796,863)

土地 540,321

(147,144)

保険積立金 104,137

計
2,999,372

(2,210,000)

　（　）内は内数で、工場財団を組成しています。 　（　）内は内数で、工場財団を組成しています。

上記に対応する債務 上記に対応する債務

短期借入金   115,000千円

１年以内返済予定長期借入金 100,000

社債 400,000

長期借入金 2,495,000

計 3,110,000

短期借入金  115,000千円

１年以内返済予定長期借入金 550,000

１年以内償還予定社債 400,000

長期借入金 2,045,000

計 3,110,000

　なお、当該工場財団抵当に担保されている債務は、

個別に対応させることが困難なため、記載していま

せん。

　なお、当該工場財団抵当に担保されている債務は、

個別に対応させることが困難なため、記載していま

せん。

３　受取手形裏書譲渡高       246,934千円 ３　受取手形裏書譲渡高 11,393千円

※４　期末日満期手形

 　　 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日

　　をもって決済処理しています。なお、当事業年度末日

　　が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形

　　が当事業年度末残高に含まれています。

　　　　受取手形　　　　　　21,340千円

　　　　支払手形 　　　　　568,443

　　　　設備購入支払手形　 　9,420

※４　　　　　　　　　―――――

　     

５　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行３行と当座貸越契約を締結しています。これら契約

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。

５　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行３行と当座貸越契約を締結しています。これら契約

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。

当座貸越極度額の総額      1,450百万円

借入実行残高 550

差引額 900

当座貸越極度額の総額      1,450百万円

借入実行残高 550

差引額 900
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（損益計算書関係）

第65期

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

第66期

（自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日）

※１　固定資産売却益の内容は次のとおりです。 ※１　固定資産売却益の内容は次のとおりです。

機械及び装置      16,762千円

車両運搬具 2

16,764

機械及び装置 1,076千円

車両運搬具 70

1,146

※２　固定資産売却損の内容は次のとおりです。 ※２　固定資産売却損の内容は次のとおりです。

機械及び装置       970千円

970

機械及び装置 262千円

車両運搬具 37

299

※３　固定資産除却損の内容は次のとおりです。 ※３　固定資産除却損の内容は次のとおりです。

建物      11,705千円

機械及び装置 8,282

工具器具及び備品 2,494

車両運搬具 290

22,772

建物    1,114千円

構築物 508

機械及び装置 6,093

工具器具及び備品 2,742

車両運搬具 244

10,704

※４　研究開発費の総額

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

の総額　　　　　　　　　　　 191,271千円

※４　研究開発費の総額

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

の総額　　　　　　　　　     209,741千円
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（株主資本等変動計算書関係）

第65期（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 4,605 － － 4,605

合計 4,605 － － 4,605

自己株式

普通株式　　(注) 1,2 254 31 20 265

合計 254 31 20 265

 　　　（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加31千株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加です。

 　　　　　　２．普通株式の自己株式の株式数の減少20千株は、ストック・オプションの行使による減少です。

２．新株予約権等に関する事項

　ストック・オプションとしての新株予約権の当期事業年度末残高　　　　193個

　　詳細はストックオプションの注記に記載のとおりです。

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 54,395 12.5 平成18年３月31日 平成18年６月23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21日
定時株主総会

普通株式 65,109 利益剰余金 15.0 平成19年３月31日 平成19年６月22日
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第66期（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 4,605 － － 4,605

合計 4,605 － － 4,605

自己株式

普通株式　　(注) 265 109 － 374

合計 265 109 － 374

 　　　（注）普通株式の自己株式の株式数の増加109千株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加です。

２．新株予約権等に関する事項

　ストック・オプションとしての新株予約権の当期事業年度末残高　　　　   183個

　　詳細はストックオプションの注記に記載のとおりです。

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21日
定時株主総会

普通株式 65,109 15.0 平成19年３月31日 平成19年６月22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

次のとおり決議を予定しています。

（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19日
定時株主総会

普通株式 52,895 利益剰余金 12.5 平成20年３月31日 平成20年６月20日

（キャッシュ・フロー計算書関係）

第65期

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

第66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

（平成19年３月31日現在） （平成20年３月31日現在）

現金及び預金勘定 2,795,087千円

現金及び現金同等物 2,795,087

現金及び預金勘定 2,499,340千円

現金及び現金同等物 2,499,340

 

（リース取引関係）

第65期（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。

第66期（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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（有価証券関係）

第65期（平成19年３月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円）
貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの

(1）株式 19,348 27,071 7,722

(2）債券

①国債・地方債等 － － －

②社債 － － －

③その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 19,348 27,071 7,722

貸借対照表計上額が取

得原価を超えないもの

(1）株式 － － －

(2）債券

①国債・地方債等 － － －

②社債 － － －

③その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 － － －

合　計 19,348 27,071 7,722

２．当事業年度中に売却したその他有価証券（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

－ － －

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

貸借対照表計上額（千円）

(1）その他有価証券

非上場株式 74,300

非上場外国株式 146,400

(2）子会社株式 5,788
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第66期（平成20年３月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円）
貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの

(1）株式 147,819 302,323 154,504

(2）債券

①国債・地方債等 － － －

②社債 － － －

③その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 147,819 302,323 154,504

貸借対照表計上額が取

得原価を超えないもの

(1）株式 20,469 16,413 △4,056

(2）債券

①国債・地方債等 － － －

②社債 － － －

③その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 20,469 16,413 △4,056

合　計 168,288 318,737 150,448

２．当事業年度中に売却したその他有価証券（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

12,051 1,251 －

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

貸借対照表計上額（千円）

(1）その他有価証券

非上場株式 63,500

非上場外国株式 －

(2）子会社株式 5,788
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（デリバティブ取引関係）

１．取引の状況に関する事項

第65期

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

第66期

（自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日）

１．取引の内容

　利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ取引

です。

１．取引の内容

同左

２．取引に対する取組方針

　デリバティブ取引は、短期的な売買差益を獲得する目

的（トレーディング目的）や投機目的のために単独でデ

リバティブ取引を利用することは行わない方針です。

２．取引に対する取組方針

同左

３．取引の利用目的

　当社は、市場金利動向を踏まえたうえで、資金調達コ

ストの軽減を図るためにデリバティブ取引を利用してい

ます。なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を

行っています。

３．取引の利用目的

同左

①ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用しています。また、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場

合は、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…借入金の金利

②ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…同左

ヘッジ対象…同左

③ヘッジ方針

　主として当社のリスク別管理方針に基づき、金利変

動リスクをヘッジしています。

③ヘッジ方針

同左

④ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ手段及びヘッジ対象に関する重要な条件が同

一であり、かつ、ヘッジ開始時及びその後も継続して

相場変動又はキャッシュ・フロー変動を完全に相殺す

るものと想定することができるため、ヘッジ有効性の

判定は省略しています。

④ヘッジ有効性評価の方法

同左

４．取引に係るリスクの内容

　デリバティブ取引は、市場金利の変動によるリスク

（市場リスク）を有しています。しかし、現在の市場金

利の動向を考慮すると、金利の上昇によって当社が損失

を被るリスクはほとんどないと認識しています。また、

当社のデリバティブ取引の契約先は、高い信用格付を有

する金融機関であるため、相手方の契約不履行によるリ

スク（信用リスク）もないと認識しています。さらに当

社は、取引の対象物の価格変動に対する当該取引の時価

の変動率が大きい特殊な取引（レバレッジのきいたデリ

バティブ取引）は利用していません。

４．取引に係るリスクの内容

同左

５．取引に係るリスク管理体制

　日常におけるデリバティブ取引の管理は、経理部内で

行われます。また、取引の契約は取締役社長の、執行は

担当取締役の認可事項とし、執行後担当取締役に報告さ

れます。

５．取引に係るリスク管理体制

同左

２．取引の時価等に関する事項
第65期(自平成18年４月１日　至平成19年３月31日)
　当社のデリバティブ取引は、全てヘッジ会計が適用されているため該当事項はありません。

第66期(自平成19年４月１日　至平成20年３月31日)
　当社のデリバティブ取引は、全てヘッジ会計が適用されているため該当事項はありません。
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（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社は、平成４年４月１日より従来の退職金制度の100％相当分について、適格退職年金制度を採用いたしました。

　また、当社は、複数事業主による厚生年金基金制度に加入しています。

　なお、要拠出額を退職給付費用として処理している複数事業主制度に関する事項は次のとおりです。

(1）制度全体の積立状況に関する事項（平成19年３月31日現在）

年金資産の額 103,003,268千円

年金財政計算上の給付債務の額 119,807,466千円

差引額 △16,804,197千円

(2）制度全体に占める当社の給与総額割合（平成18年４月１日～平成19年３月31日まで）

1.23％

(3）補足説明

上記（1）の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高12,312,378千円及び繰越不足金20,013,674

千円です。本制度における過去勤務債務の償却方法は期間20年の元利均等償却です。

また、年金財政上の繰越不足金については、財政再計算に基づき必要に応じて掛金率を引き上げる等の方法によっ

て処理されます。

なお、財政運営上使用する資産は、数理的評価を採用しているため、財政決算上計上されている負債勘定の資産評

価調整控除額15,521,855千円が、（1）の差引額から控除されます。

２．退職給付債務及びその内訳

第65期
(平成19年３月31日現在)

第66期
(平成20年３月31日現在)

(1）退職給付債務（千円） △456,696 △479,888

(2）年金資産（千円） 397,619 398,408

(3）未積立退職給付債務（千円） △59,076 △81,479

(4）会計基準変更時差異の未処理額（千円） 126,843 84,562

(5) 退職給付引当金(△)/前払年金費用（千円） 67,766 3,082

　（注）当社は、従業員数が300人未満の小規模企業に該当しますので、退職給付債務の計算に簡便法を採用していま

 す。

３．退職給付費用の内訳

第65期
(平成19年３月31日現在)

第66期
(平成20年３月31日現在)

(1）勤務費用（千円） 21,551 102,715

(2）会計基準変更時差異の費用処理額（千円） 42,281 42,281

(3）退職給付費用（千円） 63,832 144,996

４．退職給付債務等の計算基礎

第65期(平成19年３月31日)

会計基準変更時差異の処理年数　　　　　　　　10年

第66期(平成20年３月31日)

会計基準変更時差異の処理年数　　　　　　　　10年

　（追加情報）

　当事業年度より、「『退職給付に係る会計基準』の一部改正（その２）」（企業会計基準第14号平成19年５月15日）

を適用しています。
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（ストック・オプション等関係）

第65期（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

 
平成16年６月22日定時株主総会決議

ストック・オプション

平成16年６月22日定時株主総会決議

ストック・オプション

 付与対象者の区分及び人数 当社取締役　　　　　　１名
当社取締役　　　　　　４名

当社従業員　　　　　　23名

 株式の種類別のストック・オプションの

付与数
普通株式　　　　　40,000株 普通株式　　　　 193,000株

 付与日 平成16年７月10日 同左

 権利確定条件

　権利行使時においても、当社の取

締役、執行役員又は従業員であるこ

とを要する。ただし、権利行使期間

中にかかる地位を喪失したときは、

喪失後１年間を限度として権利行使

期間中に権利を行使することができ

る。

同左

 対象勤務期間  該当事項はありません。  同左

 権利行使期間
 自　平成17年４月１日

至　平成20年３月31日

 自　平成18年６月23日

至　平成20年３月31日

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当事業年度（平成19年３月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプショ

ンの数については、株式数に換算して記載しています。

①　ストック・オプションの数

 
平成16年６月22日定時株主総会決議

ストック・オプション

平成16年６月22日定時株主総会決議

ストック・オプション

 権利確定前　　　　　　　　（株）   

 　前事業年度末 － 183,000

 　失効 － －

 　権利確定 － 183,000

 権利確定後　　　　　　　　（株）   

 　前事業年度末 40,000 －

 　権利確定 － 183,000

 　権利行使 － 20,000

 　失効 － 10,000

 　未行使残 40,000 153,000

②　単価情報

 
平成16年６月22日定時株主総会決議

ストック・オプション

平成16年６月22日定時株主総会決議

ストック・オプション

 権利行使価格 　　　　　　（円） 548 548

 行使時平均株価　　　　　 （円） － 569

 公正な評価単価（付与日） （円） － －
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第66期（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

 
平成16年６月22日定時株主総会決議

ストック・オプション

平成16年６月22日定時株主総会決議

ストック・オプション

 付与対象者の区分及び人数 当社取締役　　　　　　１名
当社取締役　　　　　　４名

当社従業員　　　　　　23名

 株式の種類別のストック・オプションの

付与数
普通株式　　　　　40,000株 普通株式　　　　 193,000株

 付与日 平成16年７月10日 同左

 権利確定条件

　権利行使時においても、当社の取

締役、執行役員又は従業員であるこ

とを要する。ただし、権利行使期間

中にかかる地位を喪失したときは、

喪失後１年間を限度として権利行使

期間中に権利を行使することができ

る。

同左

 対象勤務期間  該当事項はありません。  同左

 権利行使期間
 自　平成17年４月１日

至　平成20年３月31日

 自　平成18年６月23日

至　平成20年３月31日

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当事業年度（平成20年３月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプショ

ンの数については、株式数に換算して記載しています。

①　ストック・オプションの数

 
平成16年６月22日定時株主総会決議

ストック・オプション

平成16年６月22日定時株主総会決議

ストック・オプション

 権利確定前　　　　　　　　（株）   

 　前事業年度末 － －

 　失効 － －

 　権利確定   

 権利確定後　　　　　　　　（株）   

 　前事業年度末 40,000 153,000

 　権利確定 － －

 　権利行使 － －

 　失効 － 10,000

 　未行使残 40,000 143,000

②　単価情報

 
平成16年６月22日定時株主総会決議

ストック・オプション

平成16年６月22日定時株主総会決議

ストック・オプション

 権利行使価格 　　　　　　（円） 548 548

 行使時平均株価　　　　　 （円） － －

 公正な評価単価（付与日） （円） － －
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

項目
第65期

(平成19年３月31日現在)
第66期

(平成20年３月31日現在)

繰延税金資産

貸倒引当金損金算入限度超過額(千円) 5,839 4,995

賞与引当金損金算入限度超過額（千円） 38,333 29,670

賞与対象社会保険料否認（千円） － 3,753

監査費用未払費用計上否認（千円） － 1,140

未払事業税否認(千円) 20,199 －

役員退職慰労引当金損金算入限度超過額（千円） 19,116 21,812

自己株式取得費否認（千円） 496 719

投資有価証券評価損否認（千円) 24,080 8,282

たな卸資産評価損(千円) 1,936 8,897

繰延税金資産合計（千円） 110,001 79,270

繰延税金負債

未収還付事業税容認（千円） － △2,953

退職給付引当金損金算入限度容認（千円） △27,106 △1,233

その他有価証券評価差額（千円） △3,089 △61,801

繰延税金負債合計（千円） △30,195 △65,988

評価性引当額（千円） △44,415 △28,872

繰延税金資産純額（千円） 35,389 △15,590

２．法定実効税率と税効果会計適用後法人税等負担率との差異原因の主な項目別内訳

項目
第65期

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第66期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

法定実効税率（％） 40.0 40.0

（調整）

交際費等損金不算入項目（％） 2.7 2.3

外国税額控除（％） △3.4 △11.1

住民税均等割等（％） 1.0 3.1

評価性引当額（％） 2.0 △8.8

過年度法人税等修正額（％） 3.4 4.2

その他（％） 0.8 0.3

税効果会計適用後の法人税等負担率（％） 46.5 30.0

（持分法損益等）

第65期（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。

第66期（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

　該当事項はありません。
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（関連当事者との取引）

第65期（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。

第66期（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）

第65期（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。

第66期（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

該当事項はありません。

（１株当たり情報）

項目
第65期

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第66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（円　銭） 920  48 966  54

１株当たり当期純利益金額（円　銭） 69  79  28  70

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額（円　銭）

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額については、希薄化効果を

有している潜在株式が存在しないた

め記載していません。

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額については、希薄化効果を

有している潜在株式が存在しないた

め記載していません。

　（注）１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、次のとおりです。

第65期
（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

第66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） 302,798 123,054

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） 302,798 123,054

期中平均株式数（千株） 4,338 4,287

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

　当期純利益調整額（千円） － －

　普通株式増加数（千株） － －

　（うち新株予約権） (－) (－)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり当期純利益の算定に含め

なかった潜在株式の概要

新株予約権方式によるストック・オプ

ション（新株予約権193個）

新株予約権方式によるストック・オプ

ション（新株予約権183個）

（重要な後発事象）

第65期（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。

第66期（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

　該当事項はありません。
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５．その他
(1）販売の状況

 （千円未満切捨て）

分野

第65期
（自　平成18年４月１日

　　至　平成19年３月31日）

第66期
（自　平成19年４月１日

　　至　平成20年３月31日）

 
対前年比

 

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
増減率
（％）

家電 1,902,906 16.5 2,939,263 30.1 1,036,356 54.5

エレクトロニクス 8,274,078 72.0 5,135,618 52.5 △3,138,459 △37.9

自動車 834,506 7.3 1,167,710 11.9 333,203 39.9

その他 478,704 4.2 536,171 5.5 57,466 12.0

合計 11,490,197 100.0 9,778,764 100.0 △1,711,433 △14.9

　（注）　各分野別売上高には、「金型・その他」の売上高が含まれています。

 

(2）取締役の異動（平成20年６月19日予定）

①新任取締役候補者

取　締　役　　　荒　川　直　也　　（現　執行役員　管理本部長兼経理部長兼情報システムグループ長）

②退任予定取締役

取　締　役　　　宇　野　泰　光　　（現　取締役相談役）

取　締　役　　　久　我　義　夫　　（現　常務執行役員　生産本部長兼西方工場長）

　なお、久我義夫は退任後顧問となる予定です。

(3）執行役員の異動（平成20年６月19日付）

①執行役員の異動

常務執行役員
管理本部長兼経理部長
兼情報システムグループ長

荒　川　直　也
（現　執行役員　管理本部長兼経理部長
　　　兼情報システムグループ長）

②新任執行役員

執行役員
生産本部生産技術部長

伊　藤　雅　之 （現　生産本部生産技術部長）

執行役員　営業本部長 堤　　　秀　夫 （現　営業本部副本部長）
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