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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

(注) 21年３月期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在していないため記載しておりません。 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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 ％

21年3月期 29,199 △8.9 963 △26.9 1,079 △24.4 606 △24.9

20年3月期 32,037 △0.6 1,317 △8.2 1,427 △8.2 807 △9.2

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 ％ ％ ％

21年3月期 111.83 ― 6.1 7.6 3.3
20年3月期 146.95 146.95 8.4 9.9 4.1

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

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

21年3月期 13,632 9,902 72.6 1,869.73
20年3月期 14,633 9,835 67.2 1,789.38

（参考） 自己資本   21年3月期  9,902百万円 20年3月期  9,835百万円

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

21年3月期 423 △605 △473 2,130
20年3月期 525 △63 △225 2,784

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 21.00 ― 22.00 43.00 236 29.3 2.5
21年3月期 ― 23.00 ― 24.00 47.00 253 42.0 2.6

22年3月期 
（予想）

― 24.00 ― 25.00 49.00 41.9

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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）

 

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 
連結累計期間

12,800 △15.4 360 △35.0 400 △34.6 230 △35.1 43.43

通期 28,000 △4.1 970 0.7 1,070 △0.9 620 2.3 117.06
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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） 

（注） 詳細は、18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の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

(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、25ページ 「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 5,296,900株 20年3月期 5,656,900株

② 期末自己株式数 21年3月期  617株 20年3月期  160,517株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

(注) 21年３月期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在していないため記載しておりません。 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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 ％

21年3月期 28,180 △9.1 759 △32.3 873 △29.0 486 △30.5

20年3月期 31,004 △0.8 1,121 △10.1 1,231 △9.9 700 △11.0

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
円 銭 円 銭

21年3月期 89.69 ―

20年3月期 127.37 127.37

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

21年3月期 12,983 9,362 72.1 1,767.81
20年3月期 14,098 9,415 66.8 1,713.00

（参考） 自己資本 21年3月期  9,362百万円 20年3月期  9,415百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に掲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あたっての注意事項については、
３ページ「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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(1）経営成績に関する分析 

 ① 当連結グループの業績                              （単位：百万円、％） 

② 連結売上高データ                                （単位：百万円、％） 

  

（国内営業本部）  

 昨年９月のリーマン・ショック以降の世界的不況の影響もあり、国内の新車販売はさらに一段の落ち込みをみせま

したが、自動車補修用部品業界においては、その経営基盤である自動車保有台数（79百万台強）が落ち込むことな

く、比較的安定した市場を維持しました。しかし、優良部品業界にとっての主要顧客基盤である専業整備業者は、ユ

ーザーの部品交換頻度の減少、国内の新車販売の低迷を背景にしたカーディーラーによる整備需要の囲い込み、新規

参入整備業者の攻勢により、苦戦を強いられました。優良部品業界自体も共販・部販による第二ブランドとの価格競

争の激化、海外製品との価格格差拡大等で厳しい状況が続いております。このような環境下において、当社が得意と

する軽自動車用機能・消耗部品の販売、新商材の開発拡販に取り組んでまいりましたが、急激な市場環境の変化に十

分に対応することができませんでした。その結果、売上高は159億75百万円となり、前期比7.5％の減収となりまし

た。 

 来期も補修部品業界の競争は依然として厳しいものが予想されますが、付加価値の高い基幹商品・新商材の販売に

全力をあげ、地道に取り組んでまいります。 

  

 （海外営業本部） 

 昨年の世界的な金融危機以降、急激な円高に見舞われて、それまでほぼ順調に推移していた輸出環境が激変しまし

た。世界各国からの送金が遅れ気味になり、船積が予定どおりに運ばず、また、新興国の現地通貨が大きく下落して

円とのギャップが拡大し、特に下期の受注活動が低迷しました。地域的にはアジア、中近東・アフリカ、欧州・北米

とほとんどの地域でスローダウンしました。中南米は前半の受注が好調であったことから、ほぼ予定どおりに推移し

ました。その結果、売上高は99億５百万円となり、前期比6.7％の減収となりました。 

 来期は今期後半の受注減少傾向から推測し、上期は厳しい予想ですが、下期は市況の回復から受注も回復するとみ

られますので、それぞれの地域別に販売強化策を打ち出し業績の確保を目指します。 

  

 （工機営業本部） 

 昨年来の世界同時不況の影響によるユーザーの買い控えと円高のダブルパンチにより、当本部の主要顧客である建

設・産業車輌メーカーの生産が国内・輸出向け共に大幅に落ち込み、おのずと各社向けの組み付け部品販売が激減し

ました。その結果、売上高は33億18百万円となり、前期比20.2％の減収となりました。 

 来期も引き続き厳しい見通しですが、新規開発案件に鋭意取り組み、今期実績に少しでも近づくように努力してい

く方針です。 

  

１．経営成績

  当連結会計年度 前連結会計年度 対前期比 

 売上高  29,199  32,037  91.1

 営業利益  963  1,317  73.1

 経常利益  1,079  1,427  75.6

 当期純利益  606  807  75.1

  当連結会計年度 前連結会計年度 対前期比 

 国内営業本部  15,975  17,262  92.5

 海外営業本部  9,905  10,615  93.3

 工機営業本部  3,318  4,159  79.8

 連結売上高  29,199  32,037  91.1

ＳＰＫ㈱ (7466) 平成21年３月期決算短信

－ 3 －



(2）財政状態に関する分析 

 当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は期首に比べ６億54百万円減少（前連結会

計年度は２億34百万円増加）し、当連結会計年度末には21億30百万円（同27億84百万円）となりました。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あります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果、獲得した資金は４億23百万円（前連結会計年度は５億25百万円の獲得）となりました。これは主

に、仕入債務の減少額８億27百万円および法人税等の支払額５億75百万円などによる資金減少と、税金等調整前当期

純利益10億62百万円、減価償却費１億43百万円および売上債権の減少額８億43百万円などによる資金増加によるもの

であります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果、使用した資金は６億５百万円（前連結会計年度は63百万円の支出）となりました。これは主に定

期預金の預入による支出29億59百万円および同払戻による収入23億41百万円などによるものであります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果、使用した資金は４億73百万円（前連結会計年度は２億25百万円の支出）となりました。これは配

当金の支払額２億47百万円および自己株式の取得による支出２億25百万円などによるものであります。 

  

  当社グループのキャッシュ・フロー指標は次のとおりであります。 

  (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 

  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・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い    

    １．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。 

    ２．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。 

    ３．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。 

   ４．有利子負債は連結貸借対照表に計上し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および当期・次期の配当 

①当社の企業目的は「豊かに永続する」ことです。90年を超える社歴への畏敬とすべてのステークホルダーへの感謝

の気持ちを念頭に、この企業目的を達成すべく「理念経営」を実践し、中長期的視野に立って配当政策を実施いた

しております。 

②「増配の継続」を目標に経営にあたっております。当（08年度）期末配当は２円増配して、24円配当をします。通

期では４円増配の47円配当になります。 

 過去の増配実績は下記のとおりです。 

③次期（09年度）の配当は中間、期末それぞれ１円増配し、通期で２円増配の49円の配当を予定しております。これ

が実現しますと、12期連続の増配となります。 

  平成20年３月期 平成21年３月期 

自己資本比率（％）  67.2  72.6

時価ベースの自己資本比率（％）  40.2  41.1

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％）  9.8  17.9

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  1,649.63  987.67

年 度 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07  08 

配当(円)  15  16  21  26  28  30  32  34  37  40  43  47
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(4）事業等のリスク 

当社グループの経営成績、株価および財務状況等に影響をおよぼす可能性のあるリスクは以下のようなものがあり

ます。なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断しております。

  

１．特定の取引等で取引の継続性が不安定であるものへの高い依存性に係わるもの 

 輸出に伴うリスクについて  

当社グループの売上高に占める輸出割合は、平成20年３月期33.1%、平成21年３月期33.9%であり、アジア、中南

米、中近東等、日本車の保有台数が多い発展途上国の輸入業者を主な販売対象としております。これらの地域で

は、これまでに政治的、経済的な混乱による市場環境の悪化や現地通貨の下落が何度も発生しており、これに伴い

当社の海外営業本部の業績は影響を受けております。また、昨年９月のリーマン・ショック以降の世界的不況の影

響に加えて、発展途上国経済が息切れしてしまう懸念も増大してきており、当社グループの経営成績に与える影響

も大きくなります。 

当社グループは、このような不安定な輸出環境に伴うリスクを完全に回避することは不可能と考えており、輸出

取引は原則として円建てとしておりますが、外貨建取引の場合には為替変動リスクを軽減する目的で包括的な先物

為替予約を行っております。 

  

２．その他 

 自動車保有台数の動向による悪影響について 

当社グループの主要取り扱い商品である補修用自動車部品の需要動向は、自動車部品が使用と経年により消耗・

劣化することから、自動車保有台数の動向に影響を受けていると考えております。 

自動車保有台数は、平成10年からの10年間で、約７百万台増加しておりますが[出所：国土交通省]、何らかの理

由により自動車の保有台数が減少に転じた場合や自動車保有台数の増加率が鈍化した場合には、補修用自動車部品

の需要が減少し、当社グループの経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

昨年は国内の新車総販売台数が5,082千台（前年比5.1％減）と４年連続で減少し、若者の車離れやガソリンの高

騰による走行距離の減少など自動車保有台数のマイナスとなる要因が増えてきております。 
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 当社の企業集団は、当社および子会社６社で構成され、自動車部品と産業機械車両部品の国内販売および輸出入を主

な事業内容としております。なお、当企業集団は単一セグメントのため、事業の種類別セグメント情報を記載しており

ません。 

 （1）国内営業本部  国内自動車部品・用品メーカーが生産する部品・用品および欧米からの輸入部品を全国16拠点の

事業所を通じて、全国に存在している地域部品卸商・カー用品ショップ等へ販売しております。

なお、連結子会社である株式会社丸安商会はその事業内容から当本部に含めております。 

 （2）海外営業本部  主に国内自動車部品メーカーが生産する商品を、現地の輸入商を通じて、世界80ヶ国余へ販売し

ております。子会社として海外現地法人５社を有し、販売情報の提供を受けております。また、

海外現地法人による三国間貿易も徐々に拡大しております。 

 （3）工機営業本部  国内外のメーカーが生産する部品を建機・農機・フォークリフト等のメーカーへ、組付部品とし

て販売しております。 

  

事業の系統図は次のとおりであります。 

  

 
  

２．企業集団の状況
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(1)経営の基本方針    

①企業の変革と経営の先進性を追求します。 

②全社員に成長するチャンスとステージを提供します。 

③「持続する収益力」の維持・強化をめざします。 

④お取引先様の満足と社会への貢献を追及します。 

⑤オーナーの皆様（株主様）への利益還元および情報開示を重視します。 

  

(2)目標とする経営指標 

①「持続する収益力」こそ、株主に中長期にわたって報いる方法であり、社会的貢献の継続も可能になると考えてお

ります。  

② 重要経営指標は売上高営業利益率の確保であると捉え、3.5％超を目標にします。 

  

(3)中長期的な経営戦略 

①ＳＰＫ創立百周年（2017年）に向けて「伝統ある新しい企業の進化」と「真の中堅企業の確立」を目指し、新たな

 挑戦を始めます。 

  ②ぶれることのないＳＰＫ理念経営の下、役員・全社員が危機感を共有し、一体感をもって難局に立ち向かいます。

③あくまでも本業で勝ち抜くために、人材の育成と商品開発・販路の深掘に徹します。 

  

(4)会社が対処すべき課題 

①コーポレート・ガバナンスに関する当社の基本理念を確立し、当社なり（ＳＰＫモデル）の経営機構をつくりま

す。 

②次世代の経営幹部をはじめ、人材の育成が当社の永続的な発展には欠かせぬ要件であると認識しております。当社

の教育理念と施策を堅持して、自己啓発を喚起してまいります。 

③持続的収益のためには、リスク分散が重要な課題です。売り先および商品の分散でリスクの軽減を図っていきま

す。 

④売上の３割は海外マーケットです。昨年秋からの世界的な金融危機以降、地政学リスク・カントリーリスク・為替

変動の影響を受けております。売り先の分散、円建取引へのシフト、為替予約などでリスクの 小化を図っていき

ます。 

   

 (5)その他、会社の経営上重要な事項 

 取締役会の陣容を強化し経営監視機能を高めると共に、経営判断のプロセスを単純化し意思決定の迅速化を図るた

め、執行役員制の廃止（制度廃止日：平成21年６月19日）を決定しております。 

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,841,316 2,805,028

受取手形及び売掛金 7,406,248 6,523,108

たな卸資産 2,300,121 －

商品 － 2,321,157

繰延税金資産 119,731 144,413

その他 374,358 488,196

貸倒引当金 △5,115 △7,658

流動資産合計 13,036,659 12,274,246

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 635,551 651,592

減価償却累計額 △533,141 △545,293

建物及び構築物（純額） 102,409 106,299

機械装置及び運搬具 31,929 30,539

減価償却累計額 △18,470 △20,424

機械装置及び運搬具（純額） 13,458 10,115

土地 619,325 619,325

リース資産 － 10,333

減価償却累計額 － △818

リース資産（純額） － 9,515

その他 99,801 163,780

減価償却累計額 △83,185 △138,863

その他（純額） 16,615 24,917

有形固定資産合計 751,809 770,173

無形固定資産   

ソフトウエア 95,325 35,725

リース資産 － 6,256

その他 10,128 10,128

無形固定資産合計 105,453 52,111

投資その他の資産   

投資有価証券 ※2  338,401 ※2  220,158

繰延税金資産 173,943 197,844

その他 ※1  233,884 ※1  127,574

貸倒引当金 △6,698 △9,124

投資その他の資産合計 739,531 536,452

固定資産合計 1,596,794 1,358,737

資産合計 14,633,454 13,632,983

ＳＰＫ㈱ (7466) 平成21年３月期決算短信

－ 8 －



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 ※2  3,207,260 ※2  2,360,179

未払法人税等 285,462 167,148

その他 648,451 578,659

流動負債合計 4,141,174 3,105,986

固定負債   

退職給付引当金 521,671 545,484

預り保証金 51,443 60,168

長期未払金 84,056 8,266

その他 － 10,445

固定負債合計 657,170 624,365

負債合計 4,798,344 3,730,351

純資産の部   

株主資本   

資本金 898,591 898,591

資本剰余金 961,044 961,044

利益剰余金 8,198,260 7,999,014

自己株式 △333,999 △837

株主資本合計 9,723,895 9,857,811

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 110,386 44,410

繰延ヘッジ損益 827 409

評価・換算差額等合計 111,213 44,820

純資産合計 9,835,109 9,902,632

負債純資産合計 14,633,454 13,632,983
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（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 32,037,304 29,199,671

売上原価 27,470,375 25,100,788

売上総利益 4,566,929 4,098,882

販売費及び一般管理費 ※1  3,249,185 ※1  3,135,783

営業利益 1,317,743 963,099

営業外収益   

受取利息 5,454 11,815

受取配当金 4,294 5,148

仕入割引 154,542 136,794

その他 20,630 39,891

営業外収益合計 184,922 193,650

営業外費用   

支払利息 318 428

売上割引 62,310 60,833

その他 12,873 15,945

営業外費用合計 75,502 77,207

経常利益 1,427,163 1,079,542

特別利益   

貸倒引当金戻入額 645 －

投資有価証券売却益 1,586 －

固定資産売却益 ※2  290 －

特別利益合計 2,522 －

特別損失   

移転関連費用 10,002 6,574

固定資産除売却損 ※3  1,585 ※3  3,308

投資有価証券評価損 － 6,419

その他 － 726

特別損失合計 11,587 17,029

税金等調整前当期純利益 1,418,098 1,062,512

法人税、住民税及び事業税 591,872 458,667

法人税等調整額 18,507 △2,444

法人税等合計 610,379 456,222

当期純利益 807,718 606,289
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 898,591 898,591

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 898,591 898,591

資本剰余金   

前期末残高 961,044 961,044

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 961,044 961,044

利益剰余金   

前期末残高 7,615,894 8,198,260

当期変動額   

剰余金の配当 △225,351 △247,335

当期純利益 807,718 606,289

自己株式の消却 － △558,199

当期変動額合計 582,366 △199,245

当期末残高 8,198,260 7,999,014

自己株式   

前期末残高 △333,999 △333,999

当期変動額   

自己株式の取得 － △225,037

自己株式の消却 － 558,199

当期変動額合計 － 333,161

当期末残高 △333,999 △837

株主資本合計   

前期末残高 9,141,529 9,723,895

当期変動額   

剰余金の配当 △225,351 △247,335

当期純利益 807,718 606,289

自己株式の取得 － △225,037

当期変動額合計 582,366 133,915

当期末残高 9,723,895 9,857,811
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 148,780 110,386

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △38,393 △65,976

当期変動額合計 △38,393 △65,976

当期末残高 110,386 44,410

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 802 827

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 24 △417

当期変動額合計 24 △417

当期末残高 827 409

評価・換算差額等合計   

前期末残高 149,583 111,213

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △38,369 △66,393

当期変動額合計 △38,369 △66,393

当期末残高 111,213 44,820

純資産合計   

前期末残高 9,291,112 9,835,109

当期変動額   

剰余金の配当 △225,351 △247,335

当期純利益 807,718 606,289

自己株式の取得 － △225,037

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △38,369 △66,393

当期変動額合計 543,996 67,522

当期末残高 9,835,109 9,902,632
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

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 1,418,098 1,062,512

減価償却費 84,726 143,228

長期前払費用償却額 2,067 2,722

のれん償却額 16,123 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,944 4,968

退職給付引当金の増減額（△は減少） 30,386 23,813

受取利息及び受取配当金 △9,749 △16,964

支払利息 318 428

為替差損益（△は益） 1,807 △643

投資有価証券売却損益（△は益） △1,586 －

有形固定資産除売却損益（△は益） 1,435 2,117

有形固定資産売却損益（△は益） △290 －

売上債権の増減額（△は増加） △288,701 843,504

たな卸資産の増減額（△は増加） 30,530 △21,035

仕入債務の増減額（△は減少） △95,039 △827,405

未収消費税等の増減額（△は増加） △245 △631

未払消費税等の増減額（△は減少） △11 15,441

その他 △42,865 △249,050

小計 1,145,060 983,007

利息及び配当金の受取額 9,662 16,964

利息の支払額 △318 △428

法人税等の支払額 △628,980 △575,876

営業活動によるキャッシュ・フロー 525,423 423,666

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △1,339,207 △2,959,395

定期預金の払戻による収入 1,331,242 2,341,257

子会社株式の取得による支出 △17,475 －

投資有価証券の取得による支出 △14 －

投資有価証券の売却による収入 3,000 －

有形固定資産の取得による支出 △18,495 △86,164

有形固定資産の売却による収入 2,065 747

無形固定資産の取得による支出 △25,748 △6,516

貸付けによる支出 △5,202 △3,223

貸付金の回収による収入 5,607 5,824

その他 444 102,424

投資活動によるキャッシュ・フロー △63,784 △605,046

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 － △1,315

自己株式の取得による支出 － △225,037

配当金の支払額 △225,351 △247,335

財務活動によるキャッシュ・フロー △225,351 △473,688

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,807 643

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 234,480 △654,425

現金及び現金同等物の期首残高 2,550,193 ※1  2,784,674

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  2,784,674 ※1  2,130,249
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 該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21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 １社 

連結子会社名 

㈱丸安商会 

(1）      同左 

  

  

  (2）非連結子会社の名称等 

ＳＰＫシンガポール（ＰＴＥ）リミ

テッド 

ＳＰＫヨーロッパＢ.Ｖ. 

ＳＰＫビークルプロダクツＳＤＮ.

ＢＨＤ.  

ＳＰＫモーターパーツＣＯ.,ＬＴＤ 

ＳＰＫ 広州ＣＯ．ＬＴＤ. 

(2）      同左 

   （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であ

り、合計の総資産、売上高、当期純

損益（持分に見合う額）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。  

  

２．持分法の適用に関する事

項 

(1）持分法適用の非連結子会社及び関連

会社はありません。 

(1）      同左 

  (2）持分法を適用していない非連結子会

社（ＳＰＫシンガポール（ＰＴＥ）

リミテッド、ＳＰＫヨーロッパＢ.

Ｖ.、ＳＰＫビークルプロダクツＳ

ＤＮ.ＢＨＤ.、ＳＰＫモーターパー

ツＣＯ.,ＬＴＤ.、ＳＰＫ 広州 Ｃ

Ｏ．ＬＴＤ.）は、当期純損益（持

分に見合う額）及び利益剰余金（持

分に見合う額）等からみて、持分法

の対象から除いても連結財務諸表に

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持分法

の適用範囲から除外しております。 

(2）      同左 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

連結子会社の事業年度の末日は、連結決

算日と一致しております。 

      同左 

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 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

連結決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全部

純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により

算定） 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 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 

時価のないもの 

      同左 
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項目 
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  ② たな卸資産 

国内向商品 

総平均法による原価法 

② たな卸資産 

 国内向商品 

総平均法による原価法（貸借対照

表価額については収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法） 

  海外向商品 

個別法による原価法 

海外向商品 

個別法による原価法（貸借対照表

価額については収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法） 

  

  

  

  

（会計方針の変更） 

当連結会計年度より「棚卸資産の

評価に関する会計基準」（企業会

計基準第９号 平成18年７月５日

公表分）を適用しております。 

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1,580千円減少しており

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 

定率法を採用しております。（た

だし、平成10年４月１日以降に取

得した建物（附属設備を除く）は

定額法によっております。） 

なお、主な耐用年数は、以下のと

おりであります。 

 建物及び構築物 ８～50年 

(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（リース資産を除

く） 

   同左    

  

   （会計方針の変更） 

  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、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。なお、これによる損益に与え

る影響は軽微であります。 

   ─────── 

  

  ②  無形固定資産 

定額法を採用しております。 

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）に基づいておりま

す。 

②  無形固定資産（リース資産を除

く） 

      同左 

ＳＰＫ㈱ (7466) 平成21年３月期決算短信

－ 15 －



項目 
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  ─────── 

  

  

③ リース資産 

  所有権移転ファイナンス・リース

取引に係るリース資産 

  自己所有の固定資産に適用する減

価償却方法と同一の方法を採用し

ております。 
  
  所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引に係るリース資産 

  リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法を採用して

おります。 
  
  なお、所有権移転外ファイナン

ス・リース取引のうち、リース取

引開始日が平成20年３月31日以前

の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。  

  (3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能

性を勘案し、回収不能見込額を計

上しております。 

(3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

      同左 

  ② 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、退職給付債務は簡便法に基

づき計算しております。 

② 退職給付引当金 

      同左 

  (4）重要なリース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。 

─────── 
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項目 
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  (5）重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっておりま

す。ただし、為替予約等が付され

ている外貨建金銭債権債務等につ

いては、振当処理を行っておりま

す。 

(4）重要なヘッジ会計の方法 

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：為替予約取引 

ヘッジ対象：外貨建予定取引 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

      同左 

  ③ ヘッジ方針 

当社は、通常の営業過程における

輸出入取引により発生する外貨建

営業債権債務の将来の為替相場の

変動リスクをヘッジする目的で、

包括的な先物為替予約取引を行っ

ております。また、リスクヘッジ

の手段としてのデリバティブ取引

は為替予約取引のみを行うものと

しております。 

③ ヘッジ方針 

      同左 

  ④ ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ開始時から有効性判定時点

までの期間において、ヘッジ対象

の相場変動又はキャッシュ・フロ

ー変動の累計とヘッジ手段の相場

変動又はキャッシュ・フロー変動

の累計とを比較し、両者の変動額

等を基礎にして判断しておりま

す。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

      同左 

  (6）その他連結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は、税抜方式

によっております。 

(5）その他連結財務諸表作成のための基

本となる重要な事項 

①     同左 

  ②輸出に関する運賃諸掛、手数料等

の販売諸掛及び輸出手形の金利

は、売上原価に含めて処理してお

ります。 

②     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に

ついては、全面時価評価法を採用し

ております。 

      同左 

６．のれんの償却に関する事

項 

のれんの償却については、５年間の

定額法により償却を行っておりま

す。 

─────── 

７．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

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。 

      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19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

          ───────   （リース取引に関する会計基準） 

  所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっておりましたが、当連結会計年度より「リー

ス取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号

（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、

平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会

計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用

し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に

よっております。 

  なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有

権移転外ファイナンス・リース取引については、引

き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理を適用しております。 

  これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前

当期純利益に与える影響は軽微であります。  

表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

          ───────  （連結貸借対照表） 

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の

一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府

令第50号）が適用となることに伴い、前連結会計年度に

おいて、「たな卸資産」として掲記されていたものは、

当連結会計年度から「商品」として掲記しております。 
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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20年３月31日） 

 当連結会計年度 

（平成21年３月31日） 

 ※１．非連結子会社に対するものは次のとおりでありま 

    す。 

 ※１．非連結子会社に対するものは次のとおりでありま 

    す。 

投資その他の資産の

その他（株式） 

(千円）

 27,315

投資その他の資産の 

その他（株式） 

(千円）

 27,315

 ※２. 担保に供している資産  ※２. 担保に供している資産 

  (千円）

投資有価証券  34,346

上記に対応する債務   

買掛金  140,015

  (千円）

投資有価証券  20,242

上記に対応する債務   

買掛金  113,719

  (千円）

３. 輸出手形割引高  156,048

受取手形裏書譲渡高  523,764

  (千円）

３. 輸出手形割引高  156,757

受取手形裏書譲渡高  451,088

  ４. 偶発債務 

保証債務 

連結会社以外の会社の金融機関からの借入に対し、

債務保証を行っております。 

  ４. 偶発債務 

保証債務 

連結会社以外の会社の金融機関からの借入に対し、

債務保証を行っております。 

保証先 ＳＰＫシンガポール(PTE）リミテッド  

金額  238,631千円 

保証先 ＳＰＫシンガポール(PTE）リミテッド  

金額    千円 

保証先 ＳＰＫビークルプロダクツＳＤＮ.ＢＨＤ 

金額  千円 (RM 千)         

386,777

5,359 197

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 

    至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 

    至 平成21年３月31日） 

 ※１.販売費及び一般管理費のうち主要な費目       ※１.販売費及び一般管理費のうち主要な費目 

  (千円） 

給与手当  1,109,244

荷造運搬費  478,337

賞与  272,073

減価償却費  83,513

退職給付費用  87,719

のれん償却額  16,123

  (千円） 

給与手当  1,059,771

荷造運搬費  451,965

賞与  253,746

減価償却費  90,719

退職給付費用  72,146

貸倒引当金繰入額   12,344

※２.固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 ※２.       ─────── 

  (千円） 

機械装置及び運搬具  290

    

       

※３.固定資産除売却損の内訳は次のとおりであります。 ※３.固定資産除売却損の内訳は次のとおりであります。 

  (千円） 

機械装置及び運搬具売却損  65

建物及び構築物除却損  1,154

機械装置及び運搬具除却損  71

器具備品等除却損  293

  (千円） 

機械装置及び運搬具売却損  335

建物及び構築物除却損  2,693

機械装置及び運搬具除却損  189

器具備品等除却損  90
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前連結会計年度（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  

      

 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 

  (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 

  

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21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  

(注)1.普通株式の自己株式の増加200,100株は、取締役会決議による市場買付による増加200,000株及び単元未満株式の買

取りによる増加100株であります。    

   2.普通株式の発行済株式及び普通株式の自己株式の減少360,000株は、取締役会決議による消却による減少でありま

す。 

   

 2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

  該当事項はありません。 

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末 

株式数（株） 

当連結会計年度 

増加株式数（株） 

当連結会計年度 

減少株式数（株） 

当連結会計年度末 

株式数（株） 

 発行済株式                    

   普通株式   5,656,900  －  －  5,656,900

       合計  5,656,900  －       －  5,656,900

 自己株式                    

     普通株式    160,517  －  －  160,517

             合計   160,517  －  －  160,517

  

  

（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４月20日 

  取締役会 
普通株式   109,927  20 平成19年３月31日  平成19年６月４日

 平成19年10月19日 

  取締役会 
普通株式   115,424  21 平成19年９月30日  平成19年12月３日

  

  

（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４月21日 

  取締役会 
  普通株式  120,920  利益剰余金  22  平成20年３月31日  平成20年６月２日

  
前連結会計年度末 

株式数（株） 

当連結会計年度 

増加株式数（株） 

当連結会計年度 

減少株式数（株） 

当連結会計年度末 

株式数（株） 

 発行済株式                    

  普通株式 (注)2  5,656,900  －  360,000  5,296,900

       合計  5,656,900  －  360,000  5,296,900

 自己株式                    

   普通株式 (注)1,2    160,517  200,100  360,000  617

             合計   160,517  200,100  360,000  617
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 3.配当に関する事項 

  (1)配当金支払額 

  (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 

  

  

リース取引に関する注記事項については、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。  

    

  

  

（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20年４月21日 

  取締役会 
普通株式   120,920  22 平成20年３月31日  平成20年６月２日

 平成20年10月21日 

  取締役会 
普通株式   126,415  23 平成20年９月30日  平成20年12月１日

  

  

（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21年４月21日 

  取締役会 
  普通株式  127,110  利益剰余金  24  平成21年３月31日  平成21年６月１日

（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19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21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

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連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

（平成20年３月31日現在）

（千円） 

（平成21年３月31日現在）

（千円） 

  

現金及び預金勘定  2,841,316

預入期間が３ヶ月を超える定期預金  △56,642

現金及び現金同等物  2,784,674

現金及び預金勘定  2,805,028

預入期間が３ヶ月を超える定期預金  △674,779

現金及び現金同等物  2,130,249

         ───────  ２.重要な非資金取引の内容 

   当連結会計年度に新たに計上したファイナンス・リ

ース取引に係る資産及び債務の額は、それぞれ

17,159千円であります。 

（リース取引関係）
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１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

４．有価証券の減損処理 

  

（有価証券関係）

  種類

前連結会計年度（平成20年３月31日） 当連結会計年度（平成21年３月31日）

取得原価
（千円） 

連結貸借対照
表計上額 

（千円） 
差額（千円）

取得原価
（千円） 

連結貸借対照
表計上額 

（千円） 
差額（千円）

連結貸借対照表

計上額が取得原

価を超えるもの 

(1）株式  42,858  230,533  187,674  32,577  107,993  75,415

(2）債券  －  －  －  －  －  －

① 国債・地方債等  －  －  －  －  －  －

② 社債  －  －  －  －  －  －

③ その他  －  －  －  －  －  －

(3）その他  －  －  －  －  －  －

小計  42,858  230,533  187,674  32,577  107,993  75,415

連結貸借対照表

計上額が取得原

価を超えないも

の 

(1）株式  7,296  6,718  △578  11,158  11,014  △143

(2）債券  －  －  －  －  －  －

① 国債・地方債等  －  －  －  －  －  －

② 社債  －  －  －  －  －  －

③ その他  －  －  －  －  －  －

(3）その他  －  －  －  －  －  －

小計  7,296  6,718  △578  11,158  11,014  △143

合計  50,155  237,251  187,096  43,735  119,008  75,272

前連結会計年度 
（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

売却額（千円） 
売却益の合計 
（千円） 

売却損の合計
（千円） 

売却額（千円）
売却益の合計 
（千円） 

売却損の合計
（千円） 

 3,000  1,586  －  －  －  －

  
前連結会計年度（平成20年３月31日） 当連結会計年度（平成21年３月31日）

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円）

  その他有価証券     

非上場株式  101,150  101,150

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度において、有価証券について減損処理を

行ったものはありません。 

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得

原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行

い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要

性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額につい

て減損処理を行っております。 

当連結会計年度において、その他有価証券について6,419

千円減損処理を行っております。 

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得

原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行

い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要

性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額につい

て減損処理を行っております。 
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デリバティブ取引に関する注記事項については、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。 

  

   退職給付に関する注記事項については、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。 

  

   ストック・オプション等に関する注記事項については、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。 

  

  

  

（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）

（税効果会計関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

（千円）

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 

（千円）

（流動資産）  

繰延税金資産   

棚卸資産評価損否認  20,910

未払賞与否認  57,927

未払事業税否認  22,046

その他  19,422

繰延税金資産合計  120,306

繰延税金負債   

繰延ヘッジ損益  △574

繰延税金負債合計  △574

繰延税金資産の純額  119,731

      

（固定資産）   

繰延税金資産   

貸倒引当金損金算入限度超過額  975

退職給付引当金否認  213,780

未払役員退職慰労金否認  34,462

その他  1,434

繰延税金資産合計  250,653

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金  △76,709

繰延税金負債合計  △76,709

繰延税金資産の純額  173,943

（流動資産）  

繰延税金資産   

棚卸資産評価損否認  23,320

未払賞与否認  55,179

未払役員退職慰労金否認  31,405

未払事業税否認  14,130

その他  20,661

繰延税金資産合計  144,698

繰延税金負債      

繰延ヘッジ損益  △284

繰延税金負債合計  △284

繰延税金資産の純額  144,413

    

（固定資産）   

繰延税金資産      

退職給付引当金否認  223,570

その他  6,367

繰延税金資産小計  229,937

評価性引当額  △1,231

繰延税金資産合計  228,705

繰延税金負債      

その他有価証券評価差額金    △30,861

繰延税金負債合計  △30,861

繰延税金資産の純額  197,844

     

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の主要な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の主要な項目別の内訳 

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であ

るため注記を省略しております。 

         同左 
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前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）および当連結会計年度（自 平成20年４月

１日 至 平成21年３月31日）において、当連結グループは同一セグメントに属する自動車部品・用品・附属

品と産業車両部品の国内販売および輸出入を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため該当事項はあ

りません。 

  

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）および当連結会計年度（自 平成20年４月

１日 至 平成21年３月31日）において、本邦以外の国または地域に所在する連結子会社および重要な在外支

店がないため、該当事項はありません。 

  

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

 （注）１．国または地域は、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または地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）アジア・オセアニア……シンガポール、フィリピンおよび台湾 

(2）中南米……………………パナマ、エクアドルおよびグアテマラ 

(3）その他の地域……………中東、アフリカ、欧州および北米地域 

３．海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国また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20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 （注）１．国または地域は、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または地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）アジア・オセアニア……シンガポール、フィリピンおよび台湾 

(2）中南米……………………パナマ、エクアドルおよびグアテマラ 

(3）その他の地域……………中東、アフリカ、欧州および北米地域 

３．海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

  

   関連当事者情報に関する注記事項については、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。 

  

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高

  
アジア・
オセアニア 

中南米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  4,123,500  3,219,773  3,272,570  10,615,843

Ⅱ 連結売上高（千円）  ―  ―  ―  32,037,304

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 12.9  10.0  10.2  33.1

  
アジア・
オセアニア 

中南米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  3,422,502  3,435,647  3,047,273  9,905,423

Ⅱ 連結売上高（千円）      －      －      －  29,199,671

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 11.7  11.8  10.4  33.9

（関連当事者情報）
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 （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、以下のとおりで

あります。 

  

該当事項はありません。 

  

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額 1,789円38銭

１株当たり当期純利益金額 146円95銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額 
 146円95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、希薄化効果を有している潜在株式が存在し

ていないため記載しておりません。  

１株当たり純資産額 1,869円73銭

１株当たり当期純利益金額   111円83銭

  
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益（千円）  807,718  606,289

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）  807,718  606,289

期中平均株式数（千株）  5,496  5,421

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）  0  －

（うち新株予約権）  (0)          (－)

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金額の算定に含め

なかった潜在株式の概要 

 ────── 平成17年６月22日定時株主総会決議

による新株予約権（ストックオプシ

ョン） 

 普通株式 142,800株  

（重要な後発事象）
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,348,067 2,187,675

受取手形 ※2  3,263,610 ※2  2,666,576

売掛金 ※2  3,941,510 ※2  3,668,940

商品 2,231,026 2,244,216

前渡金 46,007 26,331

前払費用 2,144 723

繰延税金資産 110,748 135,291

未収入金 242,534 390,295

未収消費税等 79,264 63,823

その他 3,251 6,722

貸倒引当金 △2,362 △5,014

流動資産合計 12,265,804 11,385,583

固定資産   

有形固定資産   

建物 612,123 628,165

減価償却累計額 △517,572 △528,385

建物（純額） 94,551 99,780

構築物 15,576 15,576

減価償却累計額 △12,477 △12,888

構築物（純額） 3,099 2,688

車両運搬具 22,459 20,775

減価償却累計額 △15,661 △15,853

車両運搬具（純額） 6,797 4,921

工具、器具及び備品 97,683 162,204

減価償却累計額 △82,022 △137,808

工具、器具及び備品（純額） 15,661 24,395

土地 619,325 619,325

リース資産 － 10,333

減価償却累計額 － △818

リース資産（純額） － 9,515

有形固定資産合計 739,434 760,626

無形固定資産   

ソフトウエア 94,396 35,075

電話加入権 9,760 9,760

リース資産 － 6,256

無形固定資産合計 104,156 51,092
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  338,401 ※1  220,158

関係会社株式 287,315 287,315

出資金 13,390 13,390

従業員長期貸付金 12,116 9,976

関係会社長期貸付金 1,615 1,155

破産更生債権等 4,429 9,232

長期前払費用 3,050 3,546

繰延税金資産 173,618 197,690

差入保証金 154,395 52,026

保険積立金 2,171 1,086

その他 4,800 －

貸倒引当金 △6,533 △9,124

投資その他の資産合計 988,771 786,454

固定資産合計 1,832,361 1,598,173

資産合計 14,098,166 12,983,756

負債の部   

流動負債   

支払手形 563,547 404,273

買掛金 ※1  2,587,884 ※1  1,913,765

リース債務 － 5,398

未払金 315,935 304,778

未払費用 162,977 158,063

未払法人税等 250,940 121,819

前受金 93,255 58,190

預り金 45,452 23,657

その他 6,588 7,206

流動負債合計 4,026,582 2,997,154

固定負債   

リース債務 － 10,445

退職給付引当金 520,787 544,917

預り保証金 51,443 60,168

長期未払金 84,056 8,266

固定負債合計 656,286 623,798

負債合計 4,682,869 3,620,952
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 898,591 898,591

資本剰余金   

資本準備金 961,044 961,044

資本剰余金合計 961,044 961,044

利益剰余金   

利益準備金 136,657 136,657

その他利益剰余金   

別途積立金 6,880,000 7,080,000

繰越利益剰余金 761,789 242,528

利益剰余金合計 7,778,447 7,459,186

自己株式 △333,999 △837

株主資本合計 9,304,082 9,317,983

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 110,386 44,410

繰延ヘッジ損益 827 409

評価・換算差額等合計 111,213 44,820

純資産合計 9,415,296 9,362,804

負債純資産合計 14,098,166 12,983,756
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 31,004,339 28,180,251

売上原価   

商品期首たな卸高 2,267,886 2,231,026

当期商品仕入高 26,852,360 24,538,186

合計 29,120,246 26,769,213

商品期末たな卸高 2,231,026 2,244,216

商品売上原価 26,889,220 24,524,996

売上総利益 4,115,119 3,655,255

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 440,361 414,549

広告宣伝費 25,624 30,751

旅費及び交通費 200,101 189,407

通信費 54,861 50,125

交際費 12,057 11,510

賃借料 229,877 235,303

貸倒引当金繰入額 － 12,618

役員報酬 118,485 117,750

給料及び手当 1,019,888 972,961

賞与 242,622 225,213

退職給付費用 86,623 70,099

法定福利費 194,931 195,975

福利厚生費 77,434 54,650

水道光熱費 23,102 22,768

消耗品費 44,797 51,402

租税公課 39,491 39,015

減価償却費 79,816 86,331

その他 103,343 115,379

販売費及び一般管理費合計 2,993,421 2,895,813

営業利益 1,121,698 759,441

営業外収益   

受取利息 4,336 9,358

受取配当金 4,294 5,148

仕入割引 154,542 136,794

その他 20,563 39,111

営業外収益合計 183,737 190,413

営業外費用   

支払利息 318 428

売上割引 62,310 60,833

その他 11,652 14,785

営業外費用合計 74,281 76,047

経常利益 1,231,153 873,807
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,056 －

投資有価証券売却益 1,586 －

特別利益合計 2,642 －

特別損失   

移転関連費用 10,002 6,574

固定資産除却損 ※1  1,519 ※1  2,973

固定資産売却損 － ※2  181

投資有価証券評価損 － 6,419

その他 － 726

特別損失合計 11,522 16,875

税引前当期純利益 1,222,274 856,931

法人税、住民税及び事業税 512,446 373,134

法人税等調整額 9,755 △2,477

法人税等合計 522,202 370,656

当期純利益 700,072 486,274
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 898,591 898,591

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 898,591 898,591

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 961,044 961,044

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 961,044 961,044

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 136,657 136,657

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 136,657 136,657

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 6,330,000 6,880,000

当期変動額   

剰余金の内訳科目間の振替 550,000 200,000

当期変動額合計 550,000 200,000

当期末残高 6,880,000 7,080,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 837,068 761,789

当期変動額   

剰余金の配当 △225,351 △247,335

当期純利益 700,072 486,274

自己株式の消却 － △558,199

剰余金の内訳科目間の振替 △550,000 △200,000

当期変動額合計 △75,279 △519,260

当期末残高 761,789 242,528

利益剰余金合計   

前期末残高 7,303,726 7,778,447

当期変動額   

剰余金の配当 △225,351 △247,335

当期純利益 700,072 486,274

自己株式の消却 － △558,199

剰余金の内訳科目間の振替 － －

当期変動額合計 474,720 △319,260

当期末残高 7,778,447 7,459,186
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

自己株式   

前期末残高 △333,999 △333,999

当期変動額   

自己株式の取得 － △225,037

自己株式の消却 － 558,199

当期変動額合計 － 333,161

当期末残高 △333,999 △837

株主資本合計   

前期末残高 8,829,361 9,304,082

当期変動額   

剰余金の配当 △225,351 △247,335

当期純利益 700,072 486,274

自己株式の取得 － △225,037

当期変動額合計 474,720 13,901

当期末残高 9,304,082 9,317,983

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 148,780 110,386

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △38,393 △65,976

当期変動額合計 △38,393 △65,976

当期末残高 110,386 44,410

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 802 827

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 24 △417

当期変動額合計 24 △417

当期末残高 827 409

評価・換算差額等合計   

前期末残高 149,583 111,213

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △38,369 △66,393

当期変動額合計 △38,369 △66,393

当期末残高 111,213 44,820

純資産合計   

前期末残高 8,978,945 9,415,296

当期変動額   

剰余金の配当 △225,351 △247,335

当期純利益 700,072 486,274

自己株式の取得 － △225,037

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △38,369 △66,393

当期変動額合計 436,350 △52,492

当期末残高 9,415,296 9,362,804
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 該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

重要な会計方針

項目 
前事業年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21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）  

(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．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

たな卸資産 

(1）国内向商品 

総平均法による原価法 

たな卸資産 

(1) 国内向商品 

総平均法による原価法（貸借対照表

価額については、収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法） 

  (2）海外向商品 

個別法による原価法 

(2) 海外向商品 

個別法による原価法（貸借対照表価

額については収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法） 

（会計方針の変更） 

 当事業年度より「棚卸資産の評価に

関する会計基準」（企業会計基準第

９号 平成18年７月５日公表分）を

適用しております。 

 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

1,580千円減少しております。 

３．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産  

定率法を採用しております。 

（ただし、平成10年４月１日以降に

取得した建物（附属設備を除く）は

定額法によっております。） 

なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。  

建物        ８～50年 

工具・器具及び備品 ３～20年 

(1）有形固定資産 （リース資産を除

く） 

   同左    

  

  （会計方針の変更） 

法人税法の改正に伴い、当事業年度

より、平成19年４月１日以降に取得

した有形固定資産について、改正後

の法人税法に基づく減価償却の方法

に変更しております。なお、これに

よる損益に与える影響は軽微であり

ます。    

───────   
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項目 
前事業年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  (2）無形固定資産  

定額法を採用しております。 

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）に基づいております。 

(2）無形固定資産 （リース資産を除く） 

同左 

  

    ───────  

  

  

(3）リース資産  

  所有権移転ファイナンス・リース

取引に係るリース資産 

  自己所有の固定資産に適用する減

価償却方法と同一の方法を採用し

ております。 
  
  所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引に係るリース資産 

  リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法を採用して

おります。 
  
  なお、所有権移転外ファイナン

ス・リース取引のうち、リース取

引開始日が平成20年３月31日以前

の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。  

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上しており

ます。 

(1）貸倒引当金 

同左 

  (2）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、計上

しております。 

なお、退職給付債務は簡便法に基づ

き計算しております。 

(2）退職給付引当金 

同左 

５．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引については、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理によってお

ります。 

  ───────     

  

６．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっております。

ただし、為替予約等が付されている

外貨建金銭債権債務等については、

振当処理を行っております。 

(1）ヘッジ会計の方法 

同左 
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項目 
前事業年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段：為替予約取引 

ヘッジ対象：外貨建予定取引 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  (3）ヘッジ方針 

当社は、通常の営業過程における輸

出入取引により発生する外貨建営業

債権債務の将来の為替相場の変動リ

スクをヘッジする目的で、包括的な

先物為替予約取引を行っておりま

す。また、リスクヘッジの手段とし

てのデリバティブ取引は為替予約取

引のみを行うものとしております。 

(3）ヘッジ方針 

同左 

  (4）ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ開始時から有効性判定時点ま

での期間において、ヘッジ対象の相

場変動又はキャッシュ・フロー変動

の累計とヘッジ手段の相場変動又は

キャッシュ・フロー変動の累計とを

比較し、両者の変動額等を基礎にし

て判断しております。 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

７．その他財務諸表作成のた

めの重要な事項 

(1）消費税等の会計処理は、税抜方式に

よっております。 

(1）      同左 

  (2）輸出に関する運賃諸掛、手数料等の

販売諸掛及び輸出手形の金利は、売

上原価に含めて処理しております。 

(2）      同左 

会計処理方法の変更

 前事業年度 

 （自 平成19年４月１日 

   至 平成20年３月31日） 

 当事業年度 

 （自 平成20年４月１日 

   至 平成21年３月31日） 

─────── （リース取引に関する会計基準） 

  所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっておりましたが、当事業年度より「リース取

引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成

５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19

年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号

（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制

度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用し、

通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ております。 

  なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有

権移転外ファイナンス・リース取引については、引

き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理を適用しております。 

  これにより、営業利益、経常利益及び税引前当期純

利益に与える影響は軽微であります。   
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成20年３月31日） 

当事業年度 
（平成21年３月31日） 

※１．担保に供している資産 ※１．担保に供している資産 

  （千円）

投資有価証券  34,346

（上記に対応する債務）   

買掛金  140,015

  （千円）

投資有価証券  20,242

（上記に対応する債務）   

買掛金  113,719

※２．関係会社項目 

関係会社に対する資産には区分掲記されたものの

ほか次のものがあります。  

※２．関係会社項目 

関係会社に対する資産には区分掲記されたものの

ほか次のものがあります。 

流動資産 （千円）

受取手形  37,934

売掛金  109,564

流動資産 （千円）

受取手形  29,433

売掛金  80,351

  （千円）

 ３．輸出手形割引高  156,048

受取手形裏書譲渡高  435,625

  （千円）

 ３．輸出手形割引高  156,757

受取手形裏書譲渡高  361,715

 ４．偶発債務 

保証債務 

次の関係会社について金融機関からの借入に対

し、債務保証を行っております。 

 ４．偶発債務 

保証債務 

次の関係会社について金融機関からの借入に対

し、債務保証を行っております。 

保証先 ＳＰＫシンガポール(PTE）リミテッド 

金額  238,631 千円 

保証先 ＳＰＫシンガポール(PTE）リミテッド 

金額  千円 

保証先 ＳＰＫビークルプロダクツＳＤＮ.ＢＨＤ 

金額  千円 (RM 千) 

386,777

5,359 197

（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

※１．固定資産除却損  

(千円)  

※１．固定資産除却損 

(千円)  

建物 

車輌及び運搬具  

工具・器具及び備品 

 

 

 

1,154

71

293

建物 

車輌及び運搬具  

工具・器具及び備品 

 

 

 

2,693

70

209

  ※２. 固定資産売却損 

(千円)   

車輌及び運搬具                         181
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前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

当事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

(注)1.普通株式の自己株式の増加200,100株は、取締役会決議による市場買付による増加200,000株及び単元未満株式の買

取りによる増加100株であります。    

   2.普通株式の自己株式の減少360,000株は、取締役会決議による消却による減少であります。 

  

リース取引に関する注記事項については、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。 

  

  

前事業年度（平成20年３月31日）及び当事業年度（平成21年３月31日）における子会社株式及び関連会社株式で時価

のあるものはありません。 

  

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

普通株式  160,517  ―  ―  160,517

合計  160,517  ―  ―  160,517

  
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

普通株式  160,517  200,100  360,000  617

合計  160,517  200,100  360,000  617

（リース取引関係）

（有価証券関係）
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（税効果会計関係）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

（流動資産） （千円）

繰延税金資産   

 棚卸資産評価損否認  19,680

 未払賞与否認  54,489

 未払事業税否認  18,957

 その他  18,196

繰延税金資産合計  111,323

 繰延税金負債   

 繰延ヘッジ損益  △574

 繰延税金負債合計  △574

 繰延税金資産の純額  110,748

   

（固定資産）   

繰延税金資産   

 貸倒引当金損金算入限度超過 

 額 

 908

 退職給付引当金否認  213,522

 未払役員退職慰労金否認  34,462

 その他  1,434

繰延税金資産合計  250,327

繰延税金負債   

 その他有価証券評価差額金  △76,709

繰延税金負債合計  △76,709

繰延税金資産の純額  173,618

（流動資産） （千円）

繰延税金資産   

 棚卸資産評価損否認  22,500

 未払賞与否認  52,070

 未払役員退職慰労金否認  31,405

 未払事業税否認  10,059

 その他  19,540

繰延税金資産合計  135,576

 繰延税金負債   

 繰延ヘッジ損益  △284

 繰延税金負債合計  △284

 繰延税金資産の純額  135,291

   

（固定資産）   

繰延税金資産   

 退職給付引当金否認  223,416

 その他  6,367

繰延税金資産小計  229,783

評価性引当額  △1,231

繰延税金資産合計  228,552

繰延税金負債   

 その他有価証券評価差額金  △30,861

繰延税金負債合計  △30,861

繰延税金資産の純額  197,690

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の主要な項目別の内訳 

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の

負担率との間の差異が法定実効税率の100分の

５以下であるため注記を省略しております。 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の主要な項目別の内訳 

法定実効税率 41.0％ 

（調整）   

 交際費等永久に損金に算入 

 されない項目 

0.6 

 住民税均等割 2.1 

 その他 △0.4 

税効果会計適用後の法人税等の

負担率 

43.3 
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 （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、以下のとおりで

あります。 

  

     該当事項はありません。 

   

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額 1,713円00銭

１株当たり当期純利益金額  127円37銭

１株当たり純資産額 1,767円81銭

１株当たり当期純利益金額   89円69銭

潜在株式調整後１株当たり  

当期純利益金額  127円37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、希薄化効果を有している潜在株式が存在し

ていないため記載しておりません。  

  
前事業年度

(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益（千円）  700,072  486,274

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）  700,072  486,274

期中平均株式数（千株）  5,496  5,421

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）  0  －

（うち新株予約権）  (0)  (－)

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金額の算定に含め

なかった潜在株式の概要 

  ＿＿＿＿＿＿＿ 平成17年６月22日定時株主総会決

議による新株予約権（ストックオ

プション） 

 普通株式 142,800株  

（重要な後発事象）
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(1）役員の異動（平成21年２月25日付で開示しております。） 
  
①代表者の異動（平成21年６月19日付予定）  

（氏名）    （新役職名）          （現役職名） 

砂川 裕伸  代表取締役専務海外営業本部長  取締役兼専務執行役員海外営業本部長 

中嶋  功      （退 任）         代表取締役会長 

 なお、代表取締役会長である中嶋 功は、平成21年６月19日付で、相談役に就任予定であります。 

  

②その他の役員の異動（平成21年６月19日付予定） 

（氏  名）     （新役職名）              （現役職名）     

轟   富和  代表取締役社長          代表取締役兼社長執行役員        ※ 

砂川 裕伸  代表取締役専務海外営業本部長      取締役兼専務執行役員海外営業本部長  (昇格) 

中田 陽市    専務取締役管理本部長           取締役兼常務執行役員管理本部長    (昇格) 

松村 秀樹  常務取締役国内営業本部長     常務執行役員国内営業本部長      (新任)      

赤穂 伸也  常務取締役工機営業本部長     常務執行役員工機営業本部長      (新任) 

畠  昇    取締役商品部長          理事・名古屋営業所長         (新任) 

沖   恭一郎   取締役アジア営業部マネジャー   執行役員国内営業本部副本部長兼商品部長         (新任) 

中嶋 功    相談役                  代表取締役会長            (退任) 

  ※執行役員制廃止に伴う役職名の変更 

  

(2）その他 

 該当事項はありません。 

  

６．その他
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