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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） 

 

(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 10,939 △20.4 △82 ― 110 △94.0 △6 ―
20年3月期 13,748 2.3 1,780 △14.4 1,844 △10.3 1,078 △13.6

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 ％ ％ ％

21年3月期 △0.67 ― △0.0 0.5 △0.8
20年3月期 120.20 ― 5.8 8.3 12.9

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  △1百万円 20年3月期  11百万円

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 20,768 17,634 84.8 1,963.23
20年3月期 22,138 18,782 84.7 2,090.37

（参考） 自己資本   21年3月期  17,616百万円 20年3月期  18,758百万円

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 904 △2,040 △420 4,130
20年3月期 1,684 △1,880 △358 5,861

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 ― ― ― 44.00 44.00 394 36.6 2.1
21年3月期 ― ― ― 10.00 10.00 89 ― 0.5
22年3月期 

（予想）
― ― ― 10.00 10.00 59.8

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）

※上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と 
  異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は、添付資料の４ページをご参照ください。 

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

4,970 △23.5 △110 ― △96 ― △75 ― △8.35

通期 10,300 △5.8 150 ― 180 63.6 150 ― 16.72
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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」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 9,309,000株 20年3月期 9,309,000株
② 期末自己株式数 21年3月期  335,648株 20年3月期  335,438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） 

 

(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 8,908 △23.3 △240 ― △164 ― △34 ―
20年3月期 11,615 1.1 1,485 △18.4 1,494 △18.6 808 △30.1

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 △3.81 ―
20年3月期 90.10 ―

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 20,996 17,873 85.1 1,991.81
20年3月期 21,643 18,321 84.6 2,041.69

（参考） 自己資本 21年3月期  17,873百万円 20年3月期  18,321百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（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2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と 
  異なる場合があります。 

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

3,952 △25.0 △159 ― △150 ― △93 ― △10.36

通期 8,500 △4.6 25 ― 40 ― 90 ― 10.03
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(1）経営成績に関する分析 

  （当期の経営成績）  

     当連結会計年度における世界経済を概観しますと、米国のサブプライムローン問題に端を発した金融市場の危機的 

  な混乱が実体経済に波及し、世界的に経済環境が悪化しております。米国経済は、大手金融機関の経営破綻を契機に 

   信用不安が深刻さを増し、住宅投資の減少に加え個人消費や設備投資も減少に転じ、景気は後退しております。欧州 

   経済もこの影響を受け景気の後退局面となり、アジア経済も、景気の減速が一段と強まっております。一方、我が国 

   経済は、円高での企業収益の悪化や輸出の減少により景気の急速な悪化が続いており、設備投資は減少し雇用情勢も 

   悪化しております。 

 このような経済環境の中、当社製品の得意先関連業界の状況でありますが、プリント基板業界は生産調整も顕著と

なり需要が鈍化しております。一方、自動車部品業界でも、世界的に自動車市場の需要が減少し非常に厳しい状況が

続いております。 

 得意先関連業界のこのような事業環境の下で、当社グループは、海外市場への積極的な展開、国内市場の販売力強

化、研究開発体制の充実、生産・購買部門における更なる効率化を積極的に進めてまいりましたが、連結売上高は

109億３千９百万円 （前期比20.4%減）となりました。営業損益につきましては、引き続き生産革新運動により効率

化を図りコストダウンを積極的に進めてまいりましたが、前述のように世界的な需要の鈍化に加え、原材料価格等の

上昇及び研究開発費など経費の増加もあり、営業損失は８千２百万円（前年同期は営業利益17億８千万円）となりま

した。営業外収益及び費用につきましては、円高インドネシアルピア安での為替差益が増加したこと等により、経常

利益は１億１千万円（前期比94.0%減）となりましたが、当期純損失は６百万円（前年同期は当期純利益10億７千８

百万円）となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

 （スクリーン印刷用資材） 

   当社グループの主力製品であるスクリーン印刷用メッシュクロスは、国内において、片面基板生産の減少の影  

  響、一般印刷業界の低迷などにより厳しい状況であります。海外においても、景気減速の影響を受けて、北米、 

  欧州、中国を含めたアジアと各地域で売上が減少いたしました。 

   以上の結果、当セグメントの売上高は45億８百万円（前期比 18.5％減）、営業利益は１千４百万円（前期比  

  98.5％減）となりました。 

  
 （産業用資材） 

 産業資材用途としては、既存のメディカル用、生活関連用は増加いたしました。しかし、携帯電話用は需要低

迷に加え競争の激化により、防虫網は天候不順や消費需要の減退により、また、昨年度売上に寄与しましたスピ

ーカーグリル用が、今期モデル変更に伴い仕様変更となったことにより大きな減少要因となりました。 

 以上の結果、当セグメントの売上高は30億１千万円（前期比 27.3％減）、営業損失は４千５百万円（前年同期

は営業利益４億４千２百万円）となりました。 

  

 （化成品） 

自動車用フィルターは、第２四半期まで順調に推移してきましたインジェクター用及びＡＢＳ（アンチロック

ブレーキシステム）用フィルターも、秋口以降大幅な需要停滞の影響を受け減少しております。家電用フィルター

については、浄水器用フィルターは売上を伸ばしましたが、その他各用途とも減少いたしました。 

 以上の結果、当セグメントの売上高は31億５千５百万円（前期比 15.0％減）、営業損失は７千１百万円（前年

同期は営業利益３億２千８百万円）となりました。 

  
 （その他） 

  その他については、養殖業界の状況厳しく、入替用の養殖用生簀（いけす）金網の販売不振により、売上高は２

億６千５百万円（前期比 26.4％減）、営業利益は２千万円（前期比 40.1％減）となりました。 

   

   

  一方、個別決算では、売上高は89億８百万円（前期比 23.3％減）、経常損失は１億６千４百万（前年同期は経 

常利益14億９千４百万円）、当期純損失は３千４百万円（前年同期は当期純利益８億８百万円）となりました。 

  

１．経営成績
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（次期の見通し） 

  今後の見通しにつきましては、金融危機の影響により、世界的に景気の後退局面が長期化する可能性があり、先

行きは不透明な状況であります。 

  当社グループを取り巻く事業環境におきましても、在庫調整圧力は低下するものと思われますが、前述のような

経済環境が継続する中では、当面厳しい状況が続くものと予想されます。 

  このような状況の下で、当社グループは引き続き研究開発体制を強化し、マーケットニーズに的確に応える高付

加価値化技術・機能の提供を図るとともに、コストダウンの徹底や在庫圧縮など一層のコスト競争力ある生産プロ

セスの実現を推し進め収益力の強化に努めてまいります。 

 なお、当社の次期の業績については、連結決算で売上高103億円（前期比5.8％減）、経常利益１億８千万円（前

期比63.6％増）、当期純利益１億５千万円（前年同期は当期純損失６百万円）と予想しております。  

  

(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

 当連結会計年度末の総資産は、207億６千８百万円となり前連結会計年度末に比べ13億６千９百万円減少いたし

ました。流動資産は119億８千１百万円となり、21億６千７百万円減少いたしました。主な要因は、現金及び預金

の減少17億３千１百万円、売上債権の減少14億３千８百万円、たな卸資産の増加６億７千２百万円であります。固

定資産は87億８千７百万円となり７億９千７百万円増加いたしました。 

 当連結会計年度末の負債合計は31億３千４百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億２千１百万円減少いたし

ました。流動負債は13億９百万円となり、４億９千３百万円減少いたしました。主な要因は、仕入債務の減少２億

８千５百万円であります。固定負債は18億２千４百万円となり、前連結会計年度末に比べ、２億７千２百万円増加

いたしました。主な要因は、リース債務の増加１億５千４百万円であります。 

 当連結会計年度末の純資産の部は176億３千４百万円となり、前連結会計年度末に比べ11億４千８百万円減少い

たしました。この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の84.7%から84.8%と0.1%増加いたしました。 

  

②キャッシュフローの状況 

 当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、営業活動の結果、税金

等調整前当期純利益が、７千３百万円（前年同期比96.0％減）と減益になり、又投資活動の結果、20億４千万円の

資金を使用し、財務活動の結果、４億２千万円の資金を使用したことにより、当連結会計年度末は、前連結会計年

度末に比べ17億３千１百万円減少し、41億３千万円となりました。 

  

   （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度における営業活動におけるキャッシュフローは、９億４百万円（前年同期比46.3%減）となり、

前年同期に比べ７億８千万円減少いたしました。これは主に、税金等調整前当期純利益の減少とたな卸資産の増加

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） 

 当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、前期に引き続き有形固定資産の取得を積極的に

行ったため、20億４千万円使用いたしました。 

  

   （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払いの増加、リース債務の返済等も

 あり、４億２千万円使用いたしました。  
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 利益配分に関しましては、当社は配当政策を 重要施策の一つとして認識しており、将来の事業拡大や収益向上を

図るための資金需要や財務状況も総合的に勘案するとともに、連結ベースでの配当性向３０％以上を基準として実施

していく方針であります。 

 内部留保資金については、新製品開発、生産性や品質レベル向上のための研究開発や設備更新、国際化、情報化に

対応するための投資をはじめ、新たな領域における事業化促進のための投資など、当社グループの将来の資金需要に

充当してまいります。 

 しかしながら、当期の配当につきましては、当年度の業績の状況に鑑み、誠に遺憾ではございますが、期末配当を

平成21年１月16日に発表しましたとおり、１株につき10円とさせていただく予定です。 

  なお、次期の配当につきましても、当期同様に１株につき10円の配当を予定しております。 

  

(4）事業等のリスク  

  当社グループは、事業等のリスクに関し、組織的・体系的に対応することとしておりますが、現在、当連結グル

ープの業績及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあり、投資家の判断に影響

を及ぼす可能性がある事項と考えております。 

  

  ① 経済状況・業界動向 

 当社グループの製品は国内外の幅広い用途及び業界に販売しております。しかしながら、景気後退に伴う需要の

減少、競争の激化による出荷変動、業界動向に影響を及ぼすような不測の事態の発生などにより、業績及び財務状

況等に影響を及ぼす可能性があります。 

  

  ② 為替変動に関するリスク 

 当社グループはマーケットの拡大が期待される海外における事業に注力しており、今後とも海外事業のウェイト

は高くなることを想定しております。当社グループは、為替リスクに対して、為替予約等によるリスクヘッジを行

っておりますが、為替変動が、当社の連結業績に影響を与える可能性があります。 

  

  ③ カントリーリスク 

 当社グループの事業は北米・アジア等グローバルに展開しております。したがって、各国における政治・経済状

況の変化、法律、税制の改正等により、業績及び財務状況等に影響を及ぼす可能性があります。 

  

  ④ 製品品質に関するリスク 

 当社グループでは、「品質第一主義」を企業理念として掲げ、製品の品質管理及び品質保証体制の確立に向けて

の取組みを強化しております。しかしながら、不良製品、誤表示製品などの流出が生じた場合には、損害賠償など

により多額のコストがかかり、業績及び財務状況等に影響を及ぼす可能性があります。 

  

  ⑤ 原材料の調達に関するリスク 

 当社グループでは、原糸を主とした原材料の調達を行っておりますが、原材料を安定的に確保するのに支障が生

じた場合や調達コストの上昇などにより、業績及び財務状況等に影響を及ぼす可能性があります。 

  

  ⑥ 法規制に関するリスク 

 当社グループでは、企業活動に係わる様々な法規制に服しており、コンプライアンス体制の強化に努めておりま

すが、これらの法規制を遵守できなかった場合には、対応費用の発生や信用の著しい低下により、業績及び財務状

況等に影響を及ぼす可能性があります。 

  

  ⑦ 自然災害に関するリスク 

 当社グループの事業拠点が、大規模な台風や地震等の天変地異による災害、火災などの事故に見舞われた場合に

は、その被害の程度によっては、業績及び財務状況等に影響を及ぼす可能性があります。  
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  ⑧ 情報システムに関するリスク 

 当社グループでは、システムを含め情報管理に対して適切なセキュリィティ対策を実施しておりますが、コンピ

ューターウィルス感染や不正アクセスなど予測の範囲を超える場合には、情報システムの停止または混乱などによ

り、業務活動に支障をきたし、業績及び財務状況等に影響を及ぼす可能性があります。  

  

- 6 -

ＮＢＣ㈱（3534）　平成21年３月期　決算短信



当社グループ（当社及び当社の関係会社）は当社、子会社6社、関連会社1社によって構成されております。 

同時に当社は親会社株式会社日清製粉グループ本社の一員であります。 

当社グループの主な事業内容と各関係会社等の当該事業に係る位置づけは次のとおりであります。 

なお、次の４部門は「第５ 経理の状況 １．(1）連結財務諸表注記」に掲げる事業の種類別セグメント情報の 

区分と同一であります。 

(1）スクリーン印刷用資材 

 当社はスクリーン印刷用資材を製造し、主に特約店を通じて販売、又子会社DYNAMESH INC.にも販売しておりま

す。子会社PT.NBC INDONESIAもスクリーン印刷用資材の製造販売を行っており、当社と同社とはそれぞれの製品の

一部について販売・購入を行っております。又スクリーン印刷用資材の製造販売を行っており、当社は同社製品の

一部について販売・購入を行っております。 

(2）産業用資材 

 産業用資材を当社が製造販売しております。子会社株式会社NBCハイネットも主として、産業用資材の製造 

販売を行っており、当社と同社とはそれぞれの製品の一部について販売・購入を行っております。子会社恩美絲

（上海）紗網貿易有限公司にも販売しております。 

(3）化成品 

 当社は化成品を製造し、商社経由あるいは直接ユーザー又は子会社DYNAMESH INC.、子会社恩美絲（上海）紗網貿

易有限公司にも販売しております。又子会社株式会社NBCメタルメッシュも化成品資材の製造販売を行っており、当

社は同社製品を購入する予定であります。 

(4）その他 

 子会社ＣＮＫ株式会社は養殖用生簀金網を製造し、主に特約店を通じて販売しております。 

   

以上述べた事項を事業系統図によって示すと下記のようになります。 

  

   

２．企業集団の状況
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(１）会社の経営の基本方針  

 当社グループは「品質第一主義を貫き、お客様の満足を通して社会に奉仕し、企業の繁栄と社員の幸福をはか

る」という企業理念のもと、チャレンジＶ－１００（自ら考え行動し、自分の価値を１００％発揮しよう）を経

営方針として定めております。 

 当社のコア技術である、 先端メッシュテクノロジーに、新たなノウハウ、技術サービスを蓄積し、エレクト

ロニクス分野のさらなる飛躍と、人と自然にやさしいクリーンな環境の創造に役立ちたいと考えております。 

  
(２）中長期的な会社の経営戦略、目標とする経営指標  

世界規模での市場環境悪化の中、地球環境保全に対する社会的ニーズの高まりや、グローバル規模での価格競

争の激化、さらには、国際化に伴う様々なリスクの増大など当社グループを取巻く事業環境は、ますます厳しさ

を増してきております。 

このような環境の中で当社は、お客様や社会のニーズ、又ビジネス環境の変化に迅速かつ柔軟に対応出来る企

業体質の強化に努め、活力ある高収益企業グループの構築を目指してまいります。 

・既存分野でのシェアアップとグローバルな事業展開による成長を図る 

・メッシュテクノロジーをコアに高付加価値化技術により事業の発展を図る 

 中長期的な会社の経営戦略の基本方針である“成長”の実現のために、上記二つを柱として、売上高、経常利

益、当期純利益、連結ＲＯＥ（自己資本当期純利益率）の一層の向上により、グループ業績の 大化を図りま

す。 

  
（３）会社の対処すべき課題 

  当社は、「お客様の満足を通して社会に奉仕する」という企業グループの使命を全うし、経営環境の変化に 

 フレキシブルに対応できる強い企業グループを実現するため、「価値ある機能部品製造業」をコンセプトとし 

  て掲げ、以下の重点施策を遂行してまいります。 

  

① 新技術の開発、用途開発、顧客開発による市場開拓の徹底 

  当社の目指す継続的な成長を実現するため、メッシュテクノロジーをコアとした関連周辺技術の深耕を推進 

 してまいります。製織・染色・表面加工及び二次加工などの技術の高度化を含めた新技術の開発に加え、スク 

 リーン印刷技術の体系化や金型・一体成形技術の高度化、その他関連技術など、メッシュクロスの持つ１次機 

 能のみならず、当社製品に関わる周辺技術にも視野を拡げた高付加価値化技術・機能の追求に取り組んでまい 

 ります。 

  また、昨年金属素材メッシュの製造販売会社である株式会社ＮＢＣメタルメッシュを子会社化することによ 

 り、当社保有の合成繊維メッシュと合わせ世界にも例のないメッシュクロスの製品ラインナップを充実させた 

 ことで、多様化する顧客のニーズにより的確に対応できるものと考えております。 

  今後さらに、生産・販売・技術・研究が連携し迅速な対応を可能とする体制を敷いて、マーケットニーズに 

 的確に応えていく用途開発、顧客開発による市場開拓の徹底を進めてまいります。 

  
② 品質・コスト・供給等生産体制の強化・充実 

  自動車・家電などの業界では、未曾有の世界不況での需要縮小もあり、今後さらにグローバルな生産体制や 

 再編が進み、原価低減と企業間の競争激化が進展するものと思われます。このような環境の中で当社が生き残 

 って行くためには、お客様に満足いただける品質、価格、納期及び新製品開発をも含めた生産体制の強化、充 

 実が不可欠であると認識しております。 

  今後も、販売・生産・物流の業務システム統制の改善や社員の意識改革などを一層推し進め、品質管理及び 

 品質保証体制の継続的な強化を図るとともに、コスト競争力のある効率の良い生産プロセスの実現を目指して 

 まいります。 

３．経営方針
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③ 海外事業の戦略的拡大 

  生産子会社であるPT.NBC INDONESIAは、環境の整備と一層の設備充実を図り、メッシュテクノロジーを更に 

 磨くと共に、徹底したコスト管理と生産性の向上を進め、世界市場での競争力を高めます。 

  営業面では、北米における重要拠点としてのDYNAMESH INC.、巨大な市場として発展する中国の恩美絲（上 

 海）紗網貿易有限公司、競合の拠点である欧州での情報収集・販売支援拠点としてのドイツ欧州駐在員事務所 

 のほか、今後も顧客の生産拠点の海外シフトなどへの的確な対応及び経済成長の著しいＢＲＩＣs地域での事業

 展開をもテーマとして掲げ、それぞれに経営資源を投入し営業力を更に強化することで、ＮＢＣブランドの確 

 立と世界シェアのアップを図ります。 

  

④ 地球環境保護対策 

 濾過布・フィルター等の環境保全資材を供給しているメーカーとして、地球環境保全を、経営の重要な課題 

 として捉え、循環型社会の構築と、環境に配慮した製品の開発を推進いたします。 

 ＣＯ2の排出削減については、山梨都留工場ＬＮＧサテライト導入による液化天然ガス転換を実施のほか、 

 今後も省エネ機器・設備の導入、コ・ジェネレーションシステムの導入等を行うことによって、２０１０年ま 

 でにＣＯ2の排出量を１９９０年度比１６％削減する目標を掲げ、地球温暖化の防止に努めてまいります。  

  

⑤ 人事制度改革 

  以上の施策を実行するのは人材であり、その育成も又、 重要課題の一つであると認識しております。変革 

 の時代を切り拓くリーダーの育成やスキルアップ教育の充実、又個々の課題と目標を明確にし、その生産性に 

 報いる環境を整備してまいりましたが、さらに制度改革を推し進め、社員の能力と活力の向上を図ることで、 

 企業の競争力を一層高めてまいります。  
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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 5,861,769 4,130,677 

受取手形及び売掛金 3,894,939 2,456,839 

たな卸資産 3,950,404 － 

商品及び製品 － 3,040,146 

仕掛品 － 585,431 

原材料及び貯蔵品 － 987,949 

繰延税金資産 194,228 237,139 

未収還付法人税等 － 308,365 

その他の流動資産 247,269 238,330 

貸倒引当金 － △3,385 

流動資産合計 14,148,612 11,981,493 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,486,630 3,136,024 

機械装置及び運搬具（純額） 2,064,833 2,425,137 

土地 1,647,023 1,698,446 

建設仮勘定 759,108 364,435 

その他の有形固定資産 354,912 285,644 

有形固定資産合計 7,312,508 7,909,688 

無形固定資産   

のれん 48,280 38,624 

ソフトウエア － 168,595 

ソフトウエア仮勘定 － 73,422 

その他の無形固定資産 44,585 44,031 

無形固定資産合計 92,866 324,673 

投資その他の資産   

投資有価証券 179,170 92,227 

長期貸付金 2,402 1,013 

繰延税金資産 357,636 404,074 

その他の投資その他の資産 52,999 74,093 

貸倒引当金 △7,938 △18,500 

投資その他の資産合計 584,270 552,907 

固定資産合計 7,989,645 8,787,269 

資産合計 22,138,258 20,768,762 
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（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 892,192 606,357 

未払金 322,827 275,472 

未払費用 301,680 268,278 

リース債務 － 44,438 

未払法人税等 247,267 59,295 

役員賞与引当金 9,500 － 

その他の流動負債 29,625 55,940 

流動負債合計 1,803,093 1,309,782 

固定負債   

リース債務 － 154,158 

退職給付引当金 1,408,748 1,511,387 

修繕引当金 22,154 12,664 

負ののれん 1,021 － 

その他の固定負債 120,645 146,462 

固定負債合計 1,552,570 1,824,672 

負債合計 3,355,664 3,134,455 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,992,000 1,992,000 

資本剰余金 2,079,627 2,079,627 

利益剰余金 15,336,119 14,802,804 

自己株式 △467,019 △467,230 

株主資本合計 18,940,727 18,407,201 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 24,339 5,496 

為替換算調整勘定 △206,999 △795,903 

評価・換算差額等合計 △182,660 △790,406 

少数株主持分 24,526 17,512 

純資産合計 18,782,594 17,634,306 

負債純資産合計 22,138,258 20,768,762 
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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 13,748,701 10,939,539 

売上原価 9,061,828 8,125,792 

売上総利益 4,686,873 2,813,746 

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 263,137 245,461 

給料及び報酬 828,501 814,043 

退職給付引当金繰入額 70,880 69,738 

減価償却費 62,301 92,760 

その他 1,682,049 1,674,512 

販売費及び一般管理費合計 2,906,871 2,896,514 

営業利益又は営業損失（△） 1,780,001 △82,767 

営業外収益   

受取利息 26,602 44,398 

受取配当金 3,643 4,084 

賃貸料収入 8,233 9,489 

持分法による投資利益 11,197 － 

廃材処分益 7,371 559 

為替差益 12,207 135,697 

その他 6,594 15,685 

営業外収益合計 75,851 209,913 

営業外費用   

支払利息 9,285 9,947 

持分法による投資損失 － 1,676 

その他 2,401 5,044 

営業外費用合計 11,686 16,668 

経常利益 1,844,167 110,478 

特別利益   

修繕引当金戻入益 10,825 － 

役員賞与引当金戻入額 － 4,500 

移転補償金 － 19,555 

その他 1,991 2,378 

特別利益合計 12,816 26,433 

特別損失   

固定資産処分損 12,126 9,366 

たな卸資産処分損 28,469 － 

ゴルフ会員権評価損 － 9,699 

減損損失 － 44,654 

特別損失合計 40,595 63,720 

税金等調整前当期純利益 1,816,387 73,191 

法人税、住民税及び事業税 726,312 116,966 
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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) 

法人税等調整額 7,888 △44,573 

法人税等合計 734,201 72,393 

少数株主利益 3,528 6,835 

当期純利益又は当期純損失（△） 1,078,657 △6,036 
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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 1,992,000 1,992,000 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,992,000 1,992,000 

資本剰余金   

前期末残高 2,079,627 2,079,627 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 2,079,627 2,079,627 

利益剰余金   

前期末残高 14,616,404 15,336,119 

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △132,441 

当期変動額   

剰余金の配当 △358,942 △394,836 

当期純利益又は当期純損失（△） 1,078,657 △6,036 

当期変動額合計 719,714 △400,873 

当期末残高 15,336,119 14,802,804 

自己株式   

前期末残高 △467,019 △467,019 

当期変動額   

自己株式の取得 － △210 

当期変動額合計 － △210 

当期末残高 △467,019 △467,230 

株主資本合計   

前期末残高 18,221,012 18,940,727 

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △132,441 

当期変動額   

剰余金の配当 △358,942 △394,836 

当期純利益又は当期純損失（△） 1,078,657 △6,036 

自己株式の取得 － △210 

当期変動額合計 719,714 △401,083 

当期末残高 18,940,727 18,407,201 
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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 58,361 24,339 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △34,022 △18,842 

当期変動額合計 △34,022 △18,842 

当期末残高 24,339 5,496 

為替換算調整勘定   

前期末残高 △67,744 △206,999 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △139,255 △588,904 

当期変動額合計 △139,255 △588,904 

当期末残高 △206,999 △795,903 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △9,382 △182,660 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △173,277 △607,746 

当期変動額合計 △173,277 △607,746 

当期末残高 △182,660 △790,406 

少数株主持分   

前期末残高 23,965 24,526 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 561 △7,014 

当期変動額合計 561 △7,014 

当期末残高 24,526 17,512 

純資産合計   

前期末残高 18,235,595 18,782,594 

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △132,441 

当期変動額   

剰余金の配当 △358,942 △394,836 

当期純利益又は当期純損失（△） 1,078,657 △6,036 

自己株式の取得 － △210 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △172,716 △614,761 

当期変動額合計 546,998 △1,015,845 

当期末残高 18,782,594 17,634,306 
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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 1,816,387 73,191 

減価償却費 831,003 1,048,522 

のれん償却額 － 9,656 

負ののれん償却額 △1,021 △1,021 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,462 13,946 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 36,154 102,639 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △12,833 △4,250 

修繕引当金の増減額（△は減少） △20,315 △9,490 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △500 △9,500 

受取利息及び受取配当金 △30,246 △48,482 

支払利息 9,285 9,947 

為替差損益（△は益） － 1,227 

持分法による投資損益（△は益） △11,199 1,676 

有形固定資産処分損益（△は益） 12,126 9,366 

ゴルフ会員権評価損 － 9,699 

売上債権の増減額（△は増加） 402,256 1,250,594 

たな卸資産の増減額（△は増加） △403,543 △812,488 

その他の流動資産の増減額（△は増加） 55,621 36,819 

仕入債務の増減額（△は減少） △131,976 △224,941 

未払消費税等の増減額（△は減少） 51,134 △14,138 

未払費用の増減額（△は減少） △30,140 △33,401 

その他の流動負債の増減額（△は減少） △42,861 △62,625 

その他の固定負債の増減額（△は減少） 6,543 35,634 

減損損失 － 44,654 

その他 △2,173 － 

小計 2,531,240 1,427,232 

利息及び配当金の受取額 44,597 72,372 

利息の支払額 △9,285 △9,947 

有形固定資産の除却による支出 － △2,350 

法人税等の支払額 △882,282 △583,254 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,684,270 904,054 
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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) 

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 － △2,500,000 

定期預金の払戻による収入 － 2,500,000 

有形及び無形固定資産の取得による支出 △1,687,612 △2,039,237 

有形固定資産の売却による収入 411 － 

子会社株式の取得による支出 △194,241 － 

長期貸付金の回収による収入 1,136 1,390 

その他の固定資産の増減額（△は増加） － △2,963 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,880,306 △2,040,810 

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 － △23,595 

自己株式の取得による支出 － △210 

配当金の支払額 △358,942 △396,895 

財務活動によるキャッシュ・フロー △358,942 △420,700 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △33,968 △173,632 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △588,944 △1,731,091 

現金及び現金同等物の期首残高 6,450,714 5,861,769 

現金及び現金同等物の期末残高 5,861,769 4,130,677 
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 該当事項はありません。  

   

  

継続企業の前提に関する注記

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前連結会計年度 
（自 平成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 
    子会社6社 

       PT.NBC INDONESIA、株式会社NBCハイネット、  

       DYNAMESH INC.、CNK株式会社 

       恩美絲（上海）紗網貿易有限公司及び新たに 
       NBCメタルメッシュ（旧ケーティーエムメッシュ株 

       式会社が平成20年２月１日社名変更）を連結の範囲 

       に含めることと致しました。         

    なお、非連結子会社はありません。 

１．連結の範囲に関する事項 
    子会社6社 

       PT.NBC INDONESIA、株式会社NBCハイネット、  

       DYNAMESH INC.、CNK株式会社 

       恩美絲（上海）紗網貿易有限公司 
       株式会社NBCメタルメッシュ 

    なお、非連結子会社はありません。 

２．持分法の適用に関する事項 
THAINAK INDUSTRIES CO.,LTD.を持分法適用会社と

しております。 

２．持分法の適用に関する事項 
THAINAK INDUSTRIES CO.,LTD.を持分法適用会社と

しております。 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社のうち、海外子会社の決算日は12月31日

であります。連結財務諸表の作成にあたっては、同
日現在の決算財務諸表を使用しておりますが、連結

決算日との間に生じた重要な取引については、連結

上必要な調整を行っております。 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

同左 

４．会計処理基準に関する事項 

(1）重要な有価証券の評価基準及び評価方法 
満期保有目的債券……償却原価法（定額法） 

４．会計処理基準に関する事項 

(1）重要な有価証券の評価基準及び評価方法 
満期保有目的債券……同左 

その他有価証券 

時価のあるもの………決算期末日の市場価格等に

基づく時価法 

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は主として移動平均法により算定） 

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）重要なたな卸資産の評価基準及び評価方法 

①製品及び商品……………………総平均法による
原価法 

②仕掛品・原材料及び貯蔵品……移動平均法によ

る原価法 

  

  

  

          ────── 

(2）重要なたな卸資産の評価基準及び評価方法 

①製品及び商品 
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仕掛品・原材料及び貯蔵品         
移動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）      
  
（会計方針の変更） 

 当連結会計年度より「たな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）が適用されたことに伴い、主として総平均法によ 
 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）により算定しております。 

 これによる損益への影響はありません。 
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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） 

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）重要な減価償却資産の減価償却方法 

イ．有形固定資産 

当社及び国内連結子会社は定率法、在外連結子

会社は所在地国の会計基準の規定に基づく定額
法によっております。ただし、当社及び国内連

結子会社については、平成10年４月１日以降に

取得した建物（附属設備を除く）については、

定額法を採用しております。なお、取得価額が
10万円以上20万円未満の資産については、３年

間で均等償却する方法を採用しております。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   ５～50年 
機械装置及び運搬具 ２～20年 

   
────── 

  

  

  

  
  

  

  

  
  

  
 （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、当社及 

 び国内連結子会社が平成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。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38,076千円減少しております。なお、セグメント情 
 報に与える影響額は、当該箇所に記載しております。 

 （追加情報） 

 当連結会計年度より当社及び国内連結子会社は、法人 

 税法の改正に伴い、平成19年3月31日までに取得した資 
 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％に到達した連結会計年 

 度の翌連結会計年度より、取得価額の5％相当額と備忘 

 価額との差額を5年間で均等償却し、減価償却費に含め 
 て計上しております。この変更により営業利益、経常 

 利益及び税金等調整前当期純利益は、それぞれ40,100 

 千円減少しております。なお、セグメント情報に与え 

 る影響額は、当該箇所に記載しております。 

(3）重要な減価償却資産の減価償却方法 
 イ．有形固定資産 (リース資産を除く)……同左 

  

  
  

  

  

  
  

  

  

   
  

  （追加情報） 

 当社および国内連結子会社の機械装置について、従 

 来、耐用年数を10～14年としておりましたが、当連結 

 会計年度より法人税法の改正を契機とし、耐用年数の 
 見直しを行い、7～10年に変更しております。これに 

 より当連結会計期間の営業利益、経常利益、および税 

 金等調整前当期純利益は、それぞれ123,462千円減少 

 しております。 
 なお、セグメント情報に与える影響額は、当該箇所に 

 記載しております。  

             

          ────── 
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前連結会計年度 
（自 平成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） 

ロ．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）に基づく定額法を採用しており

ます。 

ロ．無形固定資産(リース資産を除く)……同左 

  

                ──────     ハ．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、リース取引の開始日が平成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。  
（会計方針の変更） 

 当連結会計年度から「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、所有権移転外ファイナンス・リース 

取引については、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理から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会計基準適用初年度前の所

有権移転外ファイナンス・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

処理を引き続き適用しております。 
 これによる損益への影響はありません。 

(4）重要な引当金の計上基準 

貸倒引当金 

 …当社及び国内連結子会社については、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おります。 

在外連結子会社については、債権の貸倒による
損失に備えるため、個々の債権の回収可能性を 

勘案して回収不能見込額を計上しております。  

(4）重要な引当金の計上基準 

貸倒引当金……同左 

   

退職給付引当金 

当社及び一部の連結子会社は、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
職給付債務の見込額に基づき、計上しておりま

す。数理計算上の差異は、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間による定額法により按分し

た額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用
処理することとしております。 

退職給付引当金……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） 

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） 

役員退職慰労引当金  
────── 

  
────── 

   （追加情報） 

   当連結会計年度において、当社は役員退職慰労金 
   制度を廃止いたしました。                 

   なお、重任役員については、平成19年６月開催定 

   時株主総会終了時までの在任期間に対応する退職 

   慰労金を退任時に支払うこととし、その未支給額 
   を固定負債の「その他の固定負債」へ振替えてお 

   ります。 

  

  

修繕引当金 

……当社は数年に一回周期的に行う大口修繕に
備えるため、その費用を対象資産ごとに見

積り、当連結会計年度末の見積負担額を計

上しております。  

修繕引当金……同左 

 

  

  

  

     役員賞与引当金    

          当社は役員に対して支給する賞与の支払に充て 

     るため、当連結会計年度における支給見込額を 

     計上しております。 

     役員賞与引当金  ……同左 

       

  

(5）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への 

  換算基準 

    外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替  
    相場により円貨に換算し、換算差額は損益とし 

    て処理しております。なお、在外子会社等の資 

    産及び負債は、連結決算日の直物為替相場によ 

    り円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場 
    により円貨に換算し、換算差額は純資産の部に 

    おける為替換算調整勘定及び少数株主持分に含 

    めております。 

(5）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への 

  換算基準……同左 

  

(6）重要なリース取引の処理方法 

当社及び国内連結子会社等は、リース物件の 

所有権が借主に移転すると認められるもの以外 

のファイナンス・リース取引については、通常 

の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ
ております。      

(6）重要なリース取引の処理方法    

         ────── 
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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） 

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） 

(7）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。 

但し、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。 

(7）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…デリバティブ取引（為替予約取引 

及び買建の通貨オプションコール取

引） 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…同左 

ヘッジ対象…外貨建予定取引 ヘッジ対象…同左 

③ヘッジ方針 
ヘッジ対象の範囲内で、将来の為替相場の変動に

よるリスクを回避する目的でのみヘッジ手段を利

用する方針であります。 

③ヘッジ方針……同左 

  

④ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計又は
相場変動を半期ごとに比較し、両者の変動額等を

基礎にして、ヘッジ有効性を評価しております。 

④ヘッジ有効性評価の方法……同左 

  

(8）当社と連結子会社の会計処理基準の主要な差異の

概要 

PT. NBC INDONESIAはインドネシア法人であり、
インドネシア会計原則により認められた一定の為

替差損を固定資産に計上のうえ、減価償却を行っ

ております。なお、固定資産期末残高に含まれる

当該為替差損金額は135,518千円（11,257百万ル
ピア）であります。 

               ────── 

  

(9）消費税等の会計処理  

税抜方式によっております。 

(8）消費税等の会計処理……同左 

  

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価については、全面

時価評価法を採用しております。 

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

同左 

６．のれん及び負ののれんの償却に関する事項  

    のれん及び負ののれんの償却については、原則と 
   して５年間の均等償却を行っております。 

６．のれん及び負ののれんの償却に関する事項  

同左 

７．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

手許資金、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．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

 同左   

           ────── 

  

８．連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に

関する当面の取り扱いに関する事項 

当連結会計期間より、「連結財務諸表作成における

在外子会社の会計処理における当面の取扱い」 
(実務対応報告第18号 平成18年5月17日)を適用 

し、連結決算上必要な修正処理を行っておりま

す。  

この修正において、当連結会計期間期首の利益剰 
余金が132,441千円減少しております。これによる 

損益への影響及びセグメントへ情報へ与える影響 

は軽微であります。 
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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） 

１.「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規  

   則等を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）が適用になることに伴い、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「商品及び製品」 

  「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しており 
   ます。なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含ま 

   れる「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵 

   品」はそれぞれ、2,769,971千円、571,880千円、 

   608,552千円であります。 

  
 ２. 前連結会計年度において無形固定資産「その他」に 

  含めておりました「ソフトウェア」は金額の重要性が 

   増加したため、当連結会計年度においては区分掲記し 
   ております。 

  なお、前連結会計年度における「ソフトウェア」の金 

   額は305千円であります。  
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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．有形固定資産減価償却累計額 10,314,052千円 １．有形固定資産減価償却累計額 10,903,882千円 

２．関連会社に対するものは次のとおりであります。 ２．関連会社に対するものは次のとおりであります。 

投資有価証券（株式） 94,648千円 投資有価証券（株式） 39,104千円 

（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） 

１．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

は、327,662千円であります。 

  
            ──────  

  
  

  

  

  
  

  

  

   

                   ────── 

  

１．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

は、395,096千円であります。 

  
２．固定資産処分損の内訳は下記の通りです。 

      

  
３. 減損損失  

  当連結会計年度において、当社グループは以下の資産

グループについて減損損失を計上しました。 
     

  
当社グループは、原則として、事業用資産については

事業の種類別セグメントを基準としてグルーピングを

行っており、国内子会社につきましては会社ごとのグ
ルーピングを行っています。また、遊休資産について

は個別資産ごとにグルーピングを行っております。 

当連結会計年度において事業の用に供していない遊休

資産のうち、時価が著しく低下した資産グループの帳
簿価格を回収可能額まで減額し、当該土地の減少額を

減損損失（44,654千円）として特別損失に計上いたし

ました。 

なお、当資産グループの回収可能価額は、不動産鑑定
評価により評価しております。   

建物 3,212千円 

構築物  19千円 

機械及び装置 4,094千円 

工具器具備品他 2,040千円 

計 9,366千円 

場所 用途 種類 

鹿児島県 
霧島市  

遊休資産 土地 
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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期となるもの 

（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（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式         

普通株式  9,309  －  －  9,309

合計  9,309  －  －  9,309

自己株式         

普通株式  335  0  －  335

合計  335  0  －  335

  
（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  358,942  40 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） 

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27日 

定時株主総会 
普通株式  394,836 利益剰余金   44 平成20年3月31日 平成20年6月30日 
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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 

   

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期となるもの 

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式         

普通株式  9,309  －  －  9,309

合計  9,309  －  －  9,309

自己株式         

普通株式  335  0  －  335

合計  335  0  －  335

  
（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6月27日 

定時株主総会 
普通株式  394,836  44 平成20年3月31日 平成20年6月30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6月26日 

定時株主総会 
普通株式  89,733 利益剰余金   10 平成21年3月31日 平成21年6月29日 
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成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） （平成21年３月31日現在） 

現金及び預金勘定 5,861,769千円 

預入期間が３か月を越える 
定期預金 

－千円 

取得日から３か月以内に償還期限

の到来する短期投資（有価証券） 
－千円 

現金及び現金同等物 5,861,769千円 

現金及び預金勘定 4,130,677千円 

預入期間が３か月を越える 
定期預金 

－千円 

取得日から３か月以内に償還期限

の到来する短期投資（有価証券） 
－千円 

現金及び現金同等物 4,130,677千円 

    

 ２．株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資 

   産及び負債の主な内訳 

   株式の取得により新たに株式会社NBCメタルメッシュ 

   を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の 

     内訳並びに株式会社NBCメタルメッシュの取得価額と 

     株式会社NBCメタルメッシュ取得のための支出(純額) 

     との関係は次のとおりであります。 

           ──────  

  

流動資産 199,156千円 

固定資産 22,795千円 

のれん  48,280千円 

流動負債  △20,396千円 

株式会社NBCメタルメッシュ 

取得価額  
249,837千円 

株式会社NBCメタルメッシュ 

現金及び現金同等物  
△55,596千円 

差引：株式会社NBCメタルメッシ

ュ 取得のための支出  
194,241千円 
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１．採用している退職給付制度の概要 
 当社及び一部の連結子会社は、退職一時金制度を設けております。また、従業員の退職等に際して割増退職

金を支払う場合があります。 

２．退職給付債務及びその内訳 

３．退職給付費用の内訳 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

（退職給付関係）

  
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） 

退職給付債務（千円）  1,582,950  1,670,639

(1）退職給付引当金（千円）  1,408,748  1,511,387

(2）未認識数理計算上の差異（千円）  174,201  159,251

  
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） 

退職給付費用（千円）  140,837  138,502

(1）勤務費用（千円）  93,901  95,046

(2）利息費用（千円）  23,857  23,496

(3）数理計算上の差異の費用処理額（千円）  23,079  19,959

  
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）割引率（％） 主に 1.5 同左 

(2）退職給付見込額の期間配分方法 勤務期間定額基準 同左 

(3）過去勤務債務の額の処理年数  －  －

(4）数理計算上の差異の処理年数 平均残存勤務期間 同左 

(5）会計基準変更時差異の処理年数（年）  1  1
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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) 

 （注）１．事業区分は、製品の種類の類似性を考慮して行っております。 
    ２．各事業区分の主要製品 

     ３．資産のうち消去又は、全社の項目に含めた全社資産の金額は6,492,699千円であり、その主なものは、当社 

      での余資運用資金（現預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。 

     ４．減価償却費には無形固定資産に係る償却額が含まれております。 

    ５．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、当社及び国内連結子会社が平成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。この変更に伴 

       い，従来の方法によった場合に比較して、当連結会計年度の営業費用はスクリーン印刷用資材事業が 

              27,331千円、産業用資材事業が2,998千円、化成品事業が7,048千円、その他事業が698千円増加し、営業 

              利益が同額減少しております。 
      ６．追加情報 

       当連結会計年度より当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、平成19年3月31日までに取得し 

       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％に到達した連 

       結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の5％相当額と備忘価額との差額を5年間で均等償却し、減 
       価償却費に含めて計上しております。この変更に伴い、当連結会計年度の営業費用はスクリーン印刷用 

       資材事業が24,226千円、産業用資材事業が9,368千円、化成品事業が5,854千円、その他事業が648千円増 

       加し、営業利益が同額減少しております。 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
スクリーン
印刷用資材 
（千円） 

産業用資材 
（千円） 

化成品 
（千円） 

その他 
（千円） 計（千円） 消去又は全

社（千円） 
連結 

（千円） 

１．売上高及び営業損益               

売上高               

(1）外部顧客に対する

売上高 
 5,532,646  4,143,185  3,712,495  360,375  13,748,701  －  13,748,701

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 －  －  －  －  －  －  －

計  5,532,646  4,143,185  3,712,495  360,375  13,748,701  －  13,748,701

営業費用  4,557,480  3,701,164  3,383,792  326,264  11,968,699  －  11,968,699

営業利益  975,166  442,021  328,703  34,111  1,780,001  －  1,780,001

２．資産、減価償却費及

び資本的支出 
              

資産  9,411,949  2,969,578  3,262,482  1,550  15,645,559  6,492,699  22,138,258

減価償却費  535,339  44,405  213,914  4,386  798,044  32,959  831,003

資本的支出  668,920  153,515  276,704  7,105  1,106,244  268,476  1,374,720

スクリーン印刷用資材 … 印刷用・スクリーン印刷用資材 

産業用資材 … 産業資材用メッシュ 

化成品 … 成形フィルター、金型 

その他 … 養殖用金網 
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     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．事業区分は、製品の種類の類似性を考慮して行っております。 
    ２．各事業区分の主要製品 

     ３．資産のうち消去又は、全社の項目に含めた全社資産の金額は5,302,450千円であり、その主なものは、当社 

      での余資運用資金（現預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。 

     ４．減価償却費には無形固定資産に係る償却額が含まれております。                                                     

    ５．追加情報 

     （有形固定資産の耐用年数の変更） 
      当社及び国内連結子会社の機械装置については、従来、耐用年数を10～14年としておりましたが、 

      当連結会計期間より法人税法の改正を契機とし見直しを行い、７～10年に変更しております。 

      この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計期間の営業利益は、スクリーン印刷用   

      資材事業で106,305千円、産業用資材事業で16,742千円、化成品事業で413千円それぞれ減少しております。

  
スクリーン
印刷用資材 
（千円） 

産業用資材 
（千円） 

化成品 
（千円） 

その他 
（千円） 計（千円） 消去又は全

社（千円） 
連結 

（千円） 

１．売上高及び営業損益               

売上高               

(1）外部顧客に対する

売上高 
 4,508,051  3,010,832  3,155,581  265,073  10,939,539  －  10,939,539

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 －   －  －  －  －  －  －

計  4,508,051  3,010,832  3,155,581  265,073  10,939,539  －  10,939,539

営業費用  4,493,894  3,056,446  3,227,310  244,655  11,022,306  －  11,022,306

営業利益  14,156  △45,613  △71,728  20,418  △82,767  －  △82,767

２．資産、減価償却費及

び資本的支出 
              

資産  10,142,060  2,462,300  2,649,847  212,105  15,466,312  5,302,450  20,768,762

減価償却費  712,573  46,342  212,522  3,790  975,227  73,295  1,048,522

資本的支出  1,294,220  410,226  149,037  0  1,853,483  288,371  2,141,854

スクリーン印刷用資材 … 印刷用・スクリーン印刷用資材 

産業用資材 … 産業資材用メッシュ 

化成品 … 成形フィルター、金型 

その他 … 養殖用金網 
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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） 

 （注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。 
２．各区分に属する主な国又は地域は次のとおりであります。 

(1）北 米……米国 

(2）その他……アジア 

        ３．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、当社及び国内連結子会社が平成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。この変更に伴い、 

      従来の方法によった場合と比較して、当連結会計年度の営業費用は、日本が38,076千円増加し、営業利益 

      が同額減少しております。 

４．追加情報 

当連結会計年度より当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、平成19年3月31日までに取得した

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％に到達した連結会 
計年度の翌連結会計年度より、取得価額の5％相当額と備忘価額との差額を5年間で均等償却し、減価償却費

に含めて計上しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較して、当連結会計年度の営業

費用は、日本が40,100千円増加し、営業利益が同額減少しております。 

ｂ．所在地別セグメント情報

  日本 北米 その他 計 消去又は全社 連  結 

Ⅰ 売上高及び営業損益             

売上高             

外部顧客に対する売上高  12,041,442  1,292,860  414,398  13,748,701  －  13,748,701

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 814,315  43,307  690,160  1,547,782 (1,547,782)  －

計  12,855,757  1,336,167  1,104,558  15,296,483 (1,547,782)  13,748,701

営業費用  11,301,063  1,327,797  879,762  13,508,622 (1,539,923)  11,968,699

営業利益  1,554,696  8,370  224,796  1,787,861 (7,861)  1,780,001

Ⅱ 資産  13,437,345  697,824  1,510,388  15,645,559  6,492,699  22,138,258
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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．地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する主な国又は地域は次のとおりであります。 

(1）北 米……米国 
(2）その他……アジア 

     ３．追加情報 

     （有形固定資産の耐用年数の変更） 

      当社及び国内連結子会社の機械装置については、従来、耐用年数を10～14年としておりましたが、 

      当連結会計期間より法人税法の改正を契機とし見直しを行い、７～10年に変更しております。 

      この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計期間の営業利益は、日本で123,462千円 

      減少しております。 

  日本 北米 その他 計 消去又は全社 連  結 

Ⅰ 売上高及び営業損益             

売上高             

外部顧客に対する売上高  9,650,305  923,355  365,878  10,939,539  －  10,939,539

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 491,559  70,067  554,526  1,116,153 (1,116,153)  －

計  10,141,864  993,423  920,404  12,055,692 (1,116,153)  10,939,539

営業費用  10,438,684  1,031,769  670,601  12,141,055 (1,118,749)  11,022,306

営業利益  △296,819  △38,345  249,803  △85,362 (△2,595)  △82,767

Ⅱ 資産  13,933,298  444,917  1,088,096  15,466,312  5,302,450  20,768,762
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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） 

 （注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。 
２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）アジア……中国、韓国、台湾等 

(2）北米………米国、カナダ 

(3）その他……ドイツ、英国等 
３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 （注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 
(1）アジア……中国、韓国、台湾等 

(2）北米………米国、カナダ 

(3）その他……ドイツ、英国等 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

ｃ．海外売上高

  アジア 北米 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,996,382  1,293,271  1,005,979  4,295,632

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  13,748,701

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占

める割合（％） 
14.5  9.4  7.3  31.2  

  アジア 北米 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,633,617  921,448  890,100  3,445,166

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  10,939,539

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占

める割合（％） 
14.9  8.4  8.1  31.5  
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 （注） 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。 

 （開示の省略） 

     リース取引、関連当事者との取引、デリバティブ取引、ストック・オプション等、企業結合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。 

（１株当たり情報）

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株当たり純資産額  2,090円37銭   1,963円23銭 

１株当たり当期純損益（△は損失）    120円20銭        △67銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、潜在株式

が存在しないため記載しておりませ

ん。 

同 左 

                 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) 

当期純損益(△は損失)（千円）  1,078,657  △6,036

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純損益 

(△は損失)（千円） 
 1,078,657  △6,036

期中平均株式数（株）  8,973,562  8,973,511

（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 5,051,399 3,493,067 

受取手形 1,426,329 958,214 

売掛金 1,974,220 1,136,811 

商品 110,761 － 

製品 2,001,494 － 

原材料 403,811 － 

商品及び製品 － 2,336,116 

仕掛品 540,914 546,781 

貯蔵品 7,997 － 

原材料及び貯蔵品 － 714,029 

繰延税金資産 140,426 167,992 

未収還付法人税等  285,207 

未収入金 142,103 62,933 

立替金 － 171,260 

その他 65,240 151,793 

流動資産合計 11,864,700 10,024,207 

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,212,835 2,991,627 

構築物（純額） 80,727 72,815 

機械及び装置（純額） 1,771,322 2,176,068 

車両運搬具（純額） 2,333 2,856 

工具、器具及び備品（純額） 277,624 257,325 

土地 1,567,844 1,644,191 

建設仮勘定 759,108 364,435 

有形固定資産合計 6,671,796 7,509,319 

無形固定資産   

借地権 40,351 40,351 

ソフトウエア － 167,374 

ソフトウエア仮勘定 － 73,422 

その他 3,928 3,679 

無形固定資産合計 44,280 284,827 

投資その他の資産   

投資有価証券 84,522 53,123 

関係会社株式 2,330,169 2,330,169 

従業員に対する長期貸付金 2,402 1,013 

関係会社長期貸付金 360,000 360,000 

破産更生債権等 8,433 － 
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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) 

繰延税金資産 471,678 409,241 

その他 32,686 24,695 

投資損失引当金 △218,988 － 

貸倒引当金 △7,938 － 

投資その他の資産合計 3,062,966 3,178,242 

固定資産合計 9,779,043 10,972,390 

資産合計 21,643,743 20,996,597 

負債の部   

流動負債   

支払手形 208,279 － 

買掛金 509,135 406,238 

リース債務 － 44,438 

未払金 252,580 223,023 

未払費用 290,080 256,242 

未払法人税等 211,019 － 

役員賞与引当金 9,500 － 

預り金 288,756 346,182 

その他 13,265 34,974 

流動負債合計 1,782,617 1,311,099 

固定負債   

リース債務 － 154,158 

退職給付引当金 1,397,060 1,498,996 

修繕引当金 22,154 12,664 

その他 120,645 146,462 

固定負債合計 1,539,860 1,812,282 

負債合計 3,322,477 3,123,381 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,992,000 1,992,000 

資本剰余金   

資本準備金 2,079,627 2,079,627 

資本剰余金合計 2,079,627 2,079,627 

利益剰余金   

利益準備金 498,000 498,000 

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 321,946 311,797 

別途積立金 12,587,100 12,987,100 

繰越利益剰余金 1,285,272 466,425 

利益剰余金合計 14,692,319 14,263,322 

自己株式 △467,019 △467,230 
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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) 

株主資本合計 18,296,927 17,867,719 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 24,339 5,496 

評価・換算差額等合計 24,339 5,496 

純資産合計 18,321,266 17,873,216 

負債純資産合計 21,643,743 20,996,597 
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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   

製品売上高 11,188,578 8,597,952 

商品売上高 427,230 310,148 

売上高合計 11,615,808 8,908,101 

売上原価   

製品期首たな卸高 1,762,871 2,001,494 

商品期首たな卸高 122,382 110,761 

当期製品製造原価 5,411,958 5,210,522 

当期製品仕入高 2,340,355 1,589,984 

当期商品仕入高 320,176 289,928 

合計 9,957,744 9,202,691 

製品期末たな卸高 2,001,494 2,180,041 

商品期末たな卸高 110,761 156,075 

売上原価合計 7,845,488 6,866,574 

売上総利益 3,770,320 2,041,526 

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 169,225 160,326 

旅費及び交通費 103,157 94,562 

手数料 41,474 55,379 

広告宣伝費 88,978 47,749 

賃借料 63,012 79,429 

給料及び報酬 630,031 615,262 

賞与 157,813 146,864 

退職給付引当金繰入額 70,142 67,166 

福利厚生費 179,815 188,441 

減価償却費 45,672 85,173 

販売奨励金 111,133 133,030 

研究開発費 169,938 137,372 

報酬料金等 183,445 163,303 

その他 270,831 307,967 

販売費及び一般管理費合計 2,284,674 2,282,030 

営業利益又は営業損失（△） 1,485,645 △240,503 

営業外収益   

受取利息 13,218 22,124 

受取配当金 24,705 66,063 

仕入割引 3,936 3,899 

賃貸料収入 21,703 113,465 

その他 3,908 2,744 

営業外収益合計 67,471 208,297 
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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) 

営業外費用   

支払利息 6,771 6,458 

為替差損 38,422 28,849 

売上割引 975 845 

賃貸資産減価償却費等 10,521 96,126 

その他 2,109 440 

営業外費用合計 58,799 132,721 

経常利益又は経常損失（△） 1,494,316 △164,927 

特別利益   

投資損失引当金戻入額 22,522 218,988 

修繕引当金戻入益 10,825 － 

その他 1,991 26,433 

特別利益合計 35,338 245,421 

特別損失   

固定資産処分損 12,103 9,349 

たな卸資産処分損 28,469 － 

ゴルフ会員権評価損 － 9,699 

減損損失 － 44,654 

特別損失合計 40,572 63,702 

税引前当期純利益 1,489,081 16,791 

法人税、住民税及び事業税 594,794 3,523 

法人税等調整額 85,744 47,428 

法人税等合計 680,538 50,951 

当期純利益又は当期純損失（△） 808,542 △34,160 
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 （注） 原価計算の方法 

標準原価に基づく等級別総合原価計算を採用しており、期末において原価差額を調整して実際原価に修正して

おります。 

製造原価明細書

    
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） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ．原材料費      1,392,071  25.5    1,160,202  22.2

Ⅱ．労務費      2,045,365  37.5    2,020,116  38.7

Ⅲ．経費      2,014,896  37.0    2,036,070  39.1

（うち外注加工費）      (795,101)  (14.6)    (705,179)  (13.5)

（うち減価償却費）      (688,134)  (12.6)    (807,037)  (15.5)

当期総製造費用      5,452,333  100.0    5,216,390  100.0

期首仕掛品たな卸高      500,539      540,914   

期末仕掛品たな卸高      540,914      546,781   

当期製品製造原価      5,411,958      5,210,522   
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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 1,992,000 1,992,000 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,992,000 1,992,000 

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 2,079,627 2,079,627 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 2,079,627 2,079,627 

その他資本剰余金   

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

資本剰余金合計   

前期末残高 2,079,627 2,079,627 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 2,079,627 2,079,627 

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 498,000 498,000 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 498,000 498,000 

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 332,790 321,946 

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △10,843 △10,149 

当期変動額合計 △10,843 △10,149 

当期末残高 321,946 311,797 

別途積立金   

前期末残高 11,787,100 12,587,100 

当期変動額   

別途積立金の積立 800,000 400,000 

当期変動額合計 800,000 400,000 

当期末残高 12,587,100 12,987,100 
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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) 

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,624,829 1,285,272 

当期変動額   

別途積立金の積立 △800,000 △400,000 

固定資産圧縮積立金の取崩 10,843 10,149 

剰余金の配当 △358,942 △394,836 

当期純利益又は当期純損失（△） 808,542 △34,160 

当期変動額合計 △339,556 △818,847 

当期末残高 1,285,272 466,425 

利益剰余金合計   

前期末残高 14,242,719 14,692,319 

当期変動額   

別途積立金の積立 － － 

固定資産圧縮積立金の取崩 － － 

剰余金の配当 △358,942 △394,836 

当期純利益又は当期純損失（△） 808,542 △34,160 

当期変動額合計 449,599 △428,996 

当期末残高 14,692,319 14,263,322 

自己株式   

前期末残高 △467,019 △467,019 

当期変動額   

自己株式の取得 － △210 

当期変動額合計 － △210 

当期末残高 △467,019 △467,230 

株主資本合計   

前期末残高 17,847,327 18,296,927 

当期変動額   

剰余金の配当 △358,942 △394,836 

当期純利益又は当期純損失（△） 808,542 △34,160 

自己株式の処分 － △210 

当期変動額合計 449,599 △429,207 

当期末残高 18,296,927 17,867,719 
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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) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 58,361 24,339 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △34,022 △18,842 

当期変動額合計 △34,022 △18,842 

当期末残高 24,339 5,496 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 58,361 24,339 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △34,022 △18,842 

当期変動額合計 △34,022 △18,842 

当期末残高 24,339 5,496 

純資産合計   

前期末残高 17,905,688 18,321,266 

当期変動額   

剰余金の配当 △358,942 △394,836 

当期純利益又は当期純損失（△） 808,542 △34,160 

自己株式の取得 － △210 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △34,022 △18,842 

当期変動額合計 415,577 △448,050 

当期末残高 18,321,266 17,873,216 
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 該当事項はありません。  

  

継続企業の前提に関する注記
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