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1.  21年3月期の業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(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 ％

21年3月期 17,048 6.5 502 1.8 504 1.0 629 0.3
20年3月期 16,009 5.0 493 34.5 499 34.8 627 74.5

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 22.21 ― 14.2 4.1 2.9
20年3月期 22.14 ― 15.6 4.1 3.1

（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 11,797 4,484 38.0 158.24
20年3月期 12,920 4,356 33.7 153.67

（参考） 自己資本   21年3月期  4,484百万円 20年3月期  4,356百万円

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 755 △790 57 428
20年3月期 459 198 △400 404

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

純資産配当
率（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 ― 0.00 ― 5.00 5.00 141 22.6 3.5
21年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00 141 22.5 3.2
22年3月期 

（予想）
― 0.00 ― 4.00 4.00 47.2

3.  22年3月期の業績予想（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）

 

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

7,400 △3.9 △70 ― △70 ― △80 ― △2.82

通期 15,500 △9.1 450 △10.4 450 △10.7 240 △61.8 8.47
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4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

〔（注） 詳細は、16ページ「重要な会計方針」及び20ページ「重要な会計方針の変更」をご覧ください。〕 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

（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、32ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 28,400,000株 20年3月期 28,400,000株
② 期末自己株式数 21年3月期  58,667株 20年3月期  49,450株

※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あたっての注意事項等について
は、３ページ「１．経営成績（1）経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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・当期の経営成績 

当事業年度におけるわが国経済は、米国から世界的に広がった金融不安を契機に、景気は急激に悪化

いたしました。前半は原油・原材料費が高騰し、後半は米国大手金融機関の破綻を機に世界同時不況が

急速に波及し、為替は急激な円高となり、輸出企業を中心に業績の悪化が進むとともに雇用・所得環境

にも厳しさが増すなど、当社を取り巻く経営環境は厳しい状況下で推移いたしました。 

このような厳しい環境の中、当社はお客様視点に立った「マーケット・イン」の発想で、今まで蓄積

してきた技術力を結集し、市場のニーズを先取りした商品開発力をベースに、新規市場の開拓と、徹底

した合理化への取組み、原価の低減、収益力の向上に全力を傾注してまいりました。 

この結果、当期の売上高は17,048百万円（前期比6.5％増）、経常利益は504百万円（前期比1.0％

増）、当期純利益は629百万円（前期比0.3％増）となりました。 

  

事業部門別の業績は次のとおりであります。 

  

防災事業 

機器部門は、経済環境の急速な悪化による不動産・建設業界の不況が一段と深刻になり、マンション

需要の激減や新規設備投資の中止等に伴い主力の消火器の需要が大きく落ち込む中、改正コンビナート

等災害防止法に対応した「大容量泡消火薬剤」の納入及び一般家庭用として開発した、環境と身体にや

さしい〈酢をベースとした食品原料を使用した新感覚消火器「キッチンアイ」〉などを中心に拡販を図

り、売上高は前期比15.0％の増収となりました。設備部門は、厳しい建設業界において、積極的受注活

動を行い大規模工場物件の完工等により、売上高は前期比5.6％の増収となりました。その結果、防災

事業全体では売上高12,915百万円と前期比11.9％の増収となりました。 

  

自転車事業 

自転車部門では、個人消費の低迷が続く中、当社の特徴を生かした「安全指向車」「湘南自転車」

「健康指向車」更に創業120周年記念特別モデル「リザーブ」を軸に営業活動を行いましたが、売上高

4,132百万円と前期比7.4％の減収となりました。 

  

・次期の見通し 

今後の経営環境につきましては、世界的な金融危機の深刻化や企業収益の悪化等の影響により、当面

厳しい状況が続くものと思われます。 

このような中、当社は、株式会社モリタホールディングスグループ（以下「モリタグループ」といい

ます）の一員として、モリタグループ内での技術を活用した新製品の開発と事業の集中と選択に関する

シナジー効果の強化に全力を傾注し、さらなる事業規模の拡大と持続的な成長発展に努めてまいりま

す。このような状況を踏まえ、次期（平成22年３月期）の業績見通しにつきましては、売上高15,500百

万円、経常利益450百万円、当期純利益240百万円を見込んでおります。 

  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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① 資産、負債及び純資産の状況 

（イ）資産 

流動資産は、前事業年度末に比べて8.7％減少し、7,710百万円となりました。これは、主として売

上債権（受取手形及び売掛金）630百万円の減少によるものであります。 

固定資産は、前事業年度末に比べて8.7％減少し、4,087百万円となりました。これは、主として株

式市場の下落により投資その他の資産が560百万円減少したことなどによります。 

この結果、総資産は、前事業年度末に比べて8.7％減少し、11,797百万円となりました。 

（ロ）負債 

流動負債は、前事業年度末に比べて11.8％減少し、5,455百万円となりました。これは、主として

仕入債務（支払手形及び買掛金）184百万円の減少、設備投資に伴う未払金203百万円と設備支払手形

155百万円の減少及び未払法人税等173百万円が減少したものの、短期借入金が200百万円増加したこ

となどによります。 

固定負債は、前事業年度末に比べて22.0％減少し、1,857百万円となりました。これは、主に繰延

税金負債が509百万円減少したことによります。 

この結果、負債合計は、前事業年度末に比べて、14.6％減少し、7,312百万円となりました。 

（ハ）純資産 

純資産は、前事業年度末に比べて2.9％増加し、4,484百万円となりました。これは、主として利益

剰余金が487百万円増加したものの、その他有価証券評価差額金が363百万円減少したことなどにより

ます。 

(2) 財政状態に関する分析

宮田工業㈱（7301）平成21年３月期決算短信（非連結）
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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23百万円

増加し、当事業年度末には、428百万円となりました。 

（イ）営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動の結果得られた資金は755百万円となりました。 

収入の主な内訳は、税引前当期純利益499百万円、売上債権の減少額630百万円であり、支出の主な

内訳は、仕入債務の減少額184百万円、法人税等の支払額274百万円であります。 

（ロ）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790百万円となりました。 

これは、主に有形固定資産の取得による支出788百万円によるものであります。 

（ハ）財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動の結果得られた資金は57百万円となりました。 

これは、主に短期借入金の増加額200百万円と配当金の支払額139百万円によるものであります。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
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 

 
  

当社は、設立以来一貫して、株主の皆様に対する利益還元を も重要な政策のひとつとして経営に当

たってまいりました。また、配当につきましては安定的かつ継続的な配当を基本としております。 

したがいまして、当期の配当金は年間５円（配当性向22.5％）といたしました。次期の配当は年間４

円を予定しています（予定配当性向47.2％）。また、内部留保金につきましては、今後の設備投資等の

資金需要に備えることといたします。 

  

平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期

自己資本比率（％） 30.2 32.0 33.7 38.0

時価ベースの自己資本比率（％） 50.2 41.8 27.2 37.5

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） ― ― 518.7 339.8

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） ― ― 26.2 40.1

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

（注2） キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。

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

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

宮田工業㈱（7301）平成21年３月期決算短信（非連結）
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当社は、防災事業、自転車事業を主な内容としております。 

  

事業における位置付け及び事業部門との関連は次のとおりであります。 

防災事業 

消火器、消防資機材の製造販売、防災設備の施工及びメンテナンスを行っております。 

また、親会社㈱モリタホールディングスの子会社である㈱モリタ防災テックから継続的に消火器の製

造を受注しております。 

自転車事業 

自転車の製造販売を行っております。 

  

事業の系統図は次のとおりであります。 

 
法人主要株主でありました株式会社モリタホールディングスは、同社が平成20年10月９日から平成20

年11月７日までに実施した公開買付けの結果、平成20年11月14日をもって当社の親会社となりました。

また、パナソニック株式会社は同社が保有する当社株式の全部を上記の公開買付けにより売却したた

め、親会社ではなくなりました。 

 
  

  

2. 企業集団の状況

 

名称 住所
資本金

(百万円）
主要な事業
の内容

議決権の被所
有割合（％）

関係内容

（親会社) 
株式会社モリタホールディングス

大阪市生野区 4,746

消防ポンプ車、
消火器、防災設
備、環境関連機
器の製造販売等
を営む会社の株
式保有による、
当 該 会 社 の 支
配・管理及び管
理間接業務の受
託等

79.92 なし

宮田工業㈱（7301）平成21年３月期決算短信（非連結）
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(1) 会社の経営の基本方針、(2) 目標とする経営指標、(3) 会社の対処すべき課題 

平成19年３月期中間決算短信（非連結）（平成18年10月30日開示）により開示を行った内容から重要

な変更がないため開示を省略します。 

当該中間決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

http://www.gear-m.co.jp 

（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 

http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 

3. 経営方針

宮田工業㈱（7301）平成21年３月期決算短信（非連結）
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4.【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 404,965 428,077 

受取手形 1,684,574 1,361,940 

売掛金 ※2 3,590,276 ※2 3,282,907 

商品及び製品 1,061,462 1,401,025 

仕掛品 95,332 109,203 

未成工事支出金 703,141 420,166 

原材料 578,178 － 

貯蔵品 92,385 － 

原材料及び貯蔵品 － 540,380 

前払費用 21,105 40,508 

繰延税金資産 194,970 110,249 

その他 20,024 18,926 

貸倒引当金 △2,703 △2,852 

流動資産合計 8,443,715 7,710,532 

固定資産 

有形固定資産 

建物 ※1 3,146,132 ※1 3,302,495 

減価償却累計額 △2,316,569 △2,384,088 

建物（純額） 829,563 918,406 

構築物 404,858 417,162 

減価償却累計額 △297,967 △316,239 

構築物（純額） 106,890 100,923 

機械及び装置 2,020,386 2,410,105 

減価償却累計額 △1,593,628 △1,922,267 

機械及び装置（純額） 426,758 487,838 

車両運搬具 24,471 34,624 

減価償却累計額 △22,450 △28,966 

車両運搬具（純額） 2,020 5,657 

工具、器具及び備品 331,957 400,188 

減価償却累計額 △265,538 △349,480 

工具、器具及び備品（純額） 66,419 50,708 

土地 ※1 945,568 ※1 945,690 

リース資産 － 25,180 

減価償却累計額 － △2,365 

リース資産（純額） － 22,814 

建設仮勘定 24,482 38,697 

有形固定資産合計 2,401,704 2,570,738 

宮田工業㈱（7301）平成21年３月期決算短信（非連結）
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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) 

無形固定資産 

ソフトウエア 3,968 5,813 

無形固定資産合計 3,968 5,813 

投資その他の資産 

投資有価証券 1,985,151 1,017,627 

親会社株式 － 356,400 

従業員に対する長期貸付金 1,996 956 

破産更生債権等 11,643 14,097 

差入保証金 78,636 78,172 

繰延税金資産 － 53,180 

その他 2,800 2,800 

貸倒引当金 △8,967 △12,591 

投資その他の資産合計 2,071,260 1,510,643 

固定資産合計 4,476,933 4,087,196 

資産合計 12,920,648 11,797,728 

負債の部 

流動負債 

支払手形 294,731 478,772 

買掛金 ※2 2,397,327 ※2 2,029,000 

短期借入金 ※1 1,600,000 ※1 1,800,000 

リース債務 － 5,672 

未払金 427,287 224,092 

未払法人税等 254,400 81,200 

未払費用 736,025 557,336 

前受金 188,818 174,082 

製品保証引当金 39,887 29,261 

販売促進引当金 7,200 2,200 

設備関係支払手形 214,970 59,759 

為替予約 8,416 － 

その他 14,272 13,652 

流動負債合計 6,183,337 5,455,029 

固定負債 

リース債務 － 18,755 

繰延税金負債 509,502 － 

退職給付引当金 1,089,640 1,070,889 

長期預り保証金 781,459 768,266 

固定負債合計 2,380,602 1,857,912 

負債合計 8,563,940 7,312,942 
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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 1,428,000 1,428,000 

資本剰余金 

資本準備金 1,074,187 1,074,187 

資本剰余金合計 1,074,187 1,074,187 

利益剰余金 

利益準備金 330,000 330,000 

その他利益剰余金 

固定資産圧縮積立金 25,787 23,690 

繰越利益剰余金 552,450 1,042,482 

利益剰余金合計 908,237 1,396,172 

自己株式 △6,273 △7,782 

株主資本合計 3,404,152 3,890,577 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 957,552 594,209 

繰延ヘッジ損益 △4,996 － 

評価・換算差額等合計 952,556 594,209 

純資産合計 4,356,708 4,484,786 

負債純資産合計 12,920,648 11,797,728 

宮田工業㈱（7301）平成21年３月期決算短信（非連結）

‐10‐



(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 ※1 16,009,494 ※1 17,048,365 

売上原価 

商品及び製品期首たな卸高 846,840 1,061,462 

当期製品製造原価 7,799,601 8,864,549 

当期商品及び製品仕入高 4,707,243 5,154,344 

合計 13,353,685 15,080,356 

他勘定振替高 ※2 7,679 ※2 19,397 

商品及び製品期末たな卸高 1,061,462 1,530,546 

売上原価合計 ※1, ※3 12,284,543 ※1, ※3 13,530,412 

売上総利益 3,724,951 3,517,952 

販売費及び一般管理費 

販売促進費 426,523 269,047 

運賃及び荷造費 414,435 372,677 

製品保証引当金繰入額 24,682 17,975 

販売促進引当金繰入額 1,938 2,200 

貸倒引当金繰入額 － 6,502 

広告宣伝費 159,351 188,304 

保管費 103,535 112,784 

役員報酬 75,180 81,068 

従業員給料及び手当 991,869 851,398 

退職給付引当金繰入額 42,393 65,819 

福利厚生費 184,400 164,657 

交際費 20,358 20,174 

旅費及び交通費 127,720 123,678 

通信費 45,309 46,637 

消耗品費 64,639 64,050 

租税公課 88,560 79,975 

減価償却費 42,920 85,387 

賃借料 149,259 154,741 

その他 268,864 308,748 

販売費及び一般管理費合計 ※3 3,231,936 ※3 3,015,829 

営業利益 493,014 502,122 

営業外収益 

受取利息 896 631 

受取配当金 32,338 30,132 

雑収入 19,157 12,157 

営業外収益合計 52,392 42,921 
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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 29,971 33,439 

雑支出 16,236 7,320 

営業外費用合計 46,207 40,760 

経常利益 499,199 504,284 

特別利益 

固定資産売却益 ※4 289,306 ※4 110 

ゴルフ会員権売却益 11,046 － 

貸倒引当金戻入額 942 － 

特別利益合計 301,294 110 

特別損失 

固定資産除却損 ※5 12,356 ※5 4,738 

電話加入権評価損 20,732 － 

レイアウト変更費用 ※6 233,924 ※6 － 

減損損失 ※7 17,477 ※7 － 

特別損失合計 284,490 4,738 

税引前当期純利益 516,004 499,656 

法人税、住民税及び事業税 245,223 86,744 

過年度法人税等 － 16,371 

法人税等調整額 △356,921 △233,145 

法人税等合計 △111,697 △130,030 

当期純利益 627,701 629,687 
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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 1,428,000 1,428,000 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,428,000 1,428,000 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 1,074,187 1,074,187 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,074,187 1,074,187 

利益剰余金 

利益準備金 

前期末残高 330,000 330,000 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 330,000 330,000 

その他利益剰余金 

固定資産圧縮積立金 

前期末残高 28,069 25,787 

当期変動額 

固定資産圧縮積立金の取崩 △2,282 △2,097 

当期変動額合計 △2,282 △2,097 

当期末残高 25,787 23,690 

繰越利益剰余金 

前期末残高 △77,533 552,450 

当期変動額 

剰余金の配当 － △141,752 

当期純利益 627,701 629,687 

固定資産圧縮積立金の取崩 2,282 2,097 

当期変動額合計 629,984 490,031 

当期末残高 552,450 1,042,482 

利益剰余金合計 

前期末残高 280,535 908,237 

当期変動額 

剰余金の配当 － △141,752 

固定資産圧縮積立金の取崩 － － 

当期純利益 627,701 629,687 

当期変動額合計 627,701 487,934 

当期末残高 908,237 1,396,172 
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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 △5,411 △6,273 

当期変動額 

自己株式の取得 △861 △1,509 

当期変動額合計 △861 △1,509 

当期末残高 △6,273 △7,782 

株主資本合計 

前期末残高 2,777,312 3,404,152 

当期変動額 

剰余金の配当 － △141,752 

当期純利益 627,701 629,687 

自己株式の取得 △861 △1,509 

当期変動額合計 626,839 486,425 

当期末残高 3,404,152 3,890,577 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 889,807 957,552 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

67,745 △363,343 

当期変動額合計 67,745 △363,343 

当期末残高 957,552 594,209 

繰延ヘッジ損益 

前期末残高 － △4,996 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△4,996 4,996 

当期変動額合計 △4,996 4,996 

当期末残高 △4,996 － 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 889,807 952,556 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

62,749 △358,347 

当期変動額合計 62,749 △358,347 

当期末残高 952,556 594,209 

純資産合計 

前期末残高 3,667,119 4,356,708 

当期変動額 

剰余金の配当 － △141,752 

当期純利益 627,701 629,687 

自己株式の取得 △861 △1,509 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 62,749 △358,347 

当期変動額合計 689,589 128,078 

当期末残高 4,356,708 4,484,786 
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(4)【キャッシュ・フロー計算書】 

(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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税引前当期純利益 516,004 499,656 

減価償却費 199,591 233,691 

減損損失 17,477 － 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,182 3,773 

製品補償損失引当金の増減額（△は減少） △13,306 － 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △88,814 △18,750 

受取利息及び受取配当金 △33,235 △30,764 

有形固定資産売却損益（△は益） △289,306 △110 

有形固定資産除却損 12,356 4,738 

支払利息 29,971 33,439 

売上債権の増減額（△は増加） 194,527 630,003 

たな卸資産の増減額（△は増加） △769,228 59,725 

仕入債務の増減額（△は減少） 521,652 △184,286 

前受金の増減額（△は減少） 42,944 △14,735 

その他 119,346 △198,121 

小計 458,797 1,018,261 

利息及び配当金の受取額 33,235 30,764 

利息の支払額 △17,531 △18,846 

法人税等の支払額 △15,423 △274,415 

営業活動によるキャッシュ・フロー 459,077 755,763 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

有形固定資産の取得による支出 △156,644 △788,558 

有形固定資産の売却による収入 349,386 216 

投資有価証券の取得による支出 △476 △455 

貸付けによる支出 △1,000 △900 

貸付金の回収による収入 6,590 1,939 

その他 1,042 △2,640 

投資活動によるキャッシュ・フロー 198,898 △790,398 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入金の増減額（△は減少） △400,000 200,000 

配当金の支払額 － △139,991 

リース債務の返済による支出 － △752 

その他 △861 △1,509 

財務活動によるキャッシュ・フロー △400,861 57,747 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 257,113 23,111 

現金及び現金同等物の期首残高 147,852 404,965 

現金及び現金同等物の期末残高 404,965 428,077 
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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)及び当事業年度(自 平成20年４月１日

至 平成21年３月31日) 

該当事項はありません。 

  
  

  

 

  

(5)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

(6)【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)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、売却原価は移

動平均法により算定)

(1)その他有価証券

 時価のあるもの

  同左

２ デリバティブ取引によ

り生じる正味の債権

（及び負債）の評価基

準及び評価方法

時価法 同左

３ たな卸資産の評価基準

及び評価方法

通常の販売目的で保有するたな卸資産

評価基準は原価法（収益性の低下によ
る簿価切下げの方法）によっておりま
す。

(1)製品・仕掛品

総平均法による原価法
(2)仕入商品・原材料・貯蔵品

終仕入原価法による原価法
(3)未成工事支出金

個別法による原価法

(1)製品・仕掛品

総平均法
(2)仕入商品・原材料・貯蔵品

終仕入原価法
(3)未成工事支出金

個別法

（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。
この変更に伴う当事業年度の損益に与

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)

４ 固定資産の減価償却の

方法

(1)有形固定資産

定率法によっております。但し、平成
19年４月１日以降に取得した建物（建物
附属設備は除く）については、定額法を
採用しております。

（会計方針の変更）
法人税法の改正（（所得税法等の一部

を改正する法律 平成19年３月30日 法
律第６号）及び（法人税法施行令の一部
を改正する政令 平成19年３月30日 政
令第83号））に伴い、当事業年度から、
平成19年４月１日以降に取得したものに
ついては、改正後の法人税法に基づく方
法に変更しております。
なお、この変更に伴う損益に与える影

響は、軽微であります。

（追加情報）
当事業年度から、平成19年３月31日以

前に取得したものについては、償却可能
限度額まで償却が終了した翌年から５年
間で均等償却する方法によっておりま
す。
当該変更に伴う損益に与える影響は、

軽微であります。

(1)有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっております。但し、平成
19年４月１日以降に取得した建物（建物
附属設備は除く）については、定額法を
採用しております。

(2)無形固定資産

定額法によっております。
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。

(2)無形固定資産

同左

(3)リース資産

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
額をゼロとして算定する方法によって
おります。
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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)

５ 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

能性を検討し、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) 製品保証引当金

販売済製品についてのアフター

サービス費用にあてるため、過去

の実績に基づいて必要額を計上し

ております。

(2) 製品保証引当金

同左

(3) 販売促進引当金

販売諸施策に基づき、流通過程

商品等の販売促進のために要する

販売手数料、売出費用等の必要額

を所定の基準により計上しており

ます。

(3) 販売促進引当金

同左

(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職給

付債務及び年金資産の見込額に基

づき、当事業年度末において発生

していると認められる額を計上し

ております。

過去勤務債務については、その

発生時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数(10年)

により定率法で計算した按分額を

費用処理しております。

数理計算上の差異については、

各期の発生時における従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年数

(10年)により定率法で計算した按

分額をそれぞれ発生の翌期から費

用処理しております。

(4) 退職給付引当金

同左

６ 収益及び費用の計上基

準

消火設備請負工事……工事完成基準 同左

７ 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。

――――――――――

宮田工業㈱（7301）平成21年３月期決算短信（非連結）

‐18‐



  

 
  

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)

８ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を行っておりま

す。なお、為替予約については、

振当処理の要件を満たしている場

合には振当処理によっておりま

す。

(1) ヘッジ会計の方法

同左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段は為替予約取引、ヘ

ッジ対象は外貨建金銭債務及び外

貨建予定取引であります。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(3) ヘッジ方針

為替予約取引は、外貨建金銭債

務の為替変動リスクをヘッジする

ことを目的としております。な

お、投機目的の取引は行わない方

針であります。

(3) ヘッジ方針

同左

(4) ヘッジの有効性評価の方法

為替予約については、当該取引

とヘッジ対象となる負債又は予定

取引に関する重要な条件が同一で

あり、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・フロー変動を相殺するもので

あると想定することができるた

め、有効性の評価の判定は省略し

ております。

(4) ヘッジの有効性評価の方法

同左

９ キャッシュ・フロー

計算書における資金

の範囲

手許現金、要求払預金及び取得日か

ら３ヶ月以内に満期日又は償還日の到

来する流動性の高い、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短期的な投資

であります。

同左

10 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

消費税等の会計処理は税抜方式に

よっております。

消費税等の会計処理

同左
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会計方針の変更 

 
  

 
  

  

(7)【重要な会計方針の変更】

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等）

 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

係る会計処理によっております。

 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日以前のもの

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。

 これによる損益に与える影響はありません。

（追加情報）

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)

 

――――――――――  

 当事業年度より、有形固定資産のうち機械及び装置

について、従来採用していた耐用年数から実態に即し

た耐用年数に変更しております。これは、合理化及び

増産に伴う設備投資計画が従前に増して増加してお

り、また今後も引き続き重点投資として積極的な設備

投資が予想されるため平均使用年数の見直しを行った

結果、従来使用していた耐用年数からより実態に近い

耐用年数に変更したものであります。この結果、従来

の方法に比べ、当事業年度の営業利益、経常利益、税

引前当期純利益が33,136千円それぞれ増加しておりま

す。

(8)【財務諸表に関する注記事項】

(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及びこれに対応する債務は

次のとおりであります。

工場財団組成等による担保提供資産

建物 597,232千円

土地 507,537千円

計 1,104,770千円

上記に対応する債務

短期借入金 1,600,000千円

 

※１ 担保に供している資産及びこれに対応する債務は

次のとおりであります。

工場財団組成等による担保提供資産

建物 679,355千円

土地 507,529千円

計 1,186,884千円

上記に対応する債務

短期借入金 1,800,000千円

※２ 関係会社に対する資産及び債務

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

ものは、次のとおりであります。

売掛金 1,586千円

買掛金 1,180千円

※２ 関係会社に対する資産及び債務

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

ものは、次のとおりであります。

売掛金 ―千円

買掛金 ―千円
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(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 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。

売上高 19,323千円

売上原価 17,528千円

(材料及び商品の仕入高)

※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。

売上高 ―千円

売上原価 ―千円

(材料及び商品の仕入高)

※２ 部品売のため仕掛品よりの振替並びに経費払出等

   の合計額であります。

※２          同左

※３ 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

317,660千円

※３ 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

347,744千円

※４ 固定資産売却益の内訳

土地 274,817千円

機械及び装置 14,489

  計 289,306

※４ 固定資産売却益の内訳

土地 109千円

機械及び装置 1

 計 110

※５ 固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 7,269千円

機械及び装置 3,912

車両運搬具 51

工具器具備品 1,123

  計 12,356

※５ 固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 1,303千円

機械及び装置 2,926

車両運搬具 140

工具器具備品 367

 計 4,738

※６ レイアウト変更費用

大規模地震等自然災害に備えるため、建物等老朽化
設備の補強及び生産設備の移動を行った費用であり
ます。

※６ ――――――――――

 

※７ 減損損失

当社は、以下の資産について減損損失を計上しまし
た。

用途 種類 場所
金額
(千円)

賃貸用不動産 土地 神奈川県藤沢市 17,477

上記資産は賃貸用として利用しておりますが、賃貸
契約の解除により遊休となる予定のため、帳簿価額
を回収可能価額まで減額し、減損損失17,477千円を
特別損失に計上しております。
賃貸資産については個別資産をグルーピングの 小
単位としております。
なお、当該減損損失の測定に使用した回収可能価額
は正味売却価額であります。正味売却価額は資産の
重要性を勘案して、不動産鑑定評価額に基づき算定
しております。

※７ ――――――――――
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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） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

  

３ 配当に関する事項 

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

 
  

当事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

  
３ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

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

 
  

(株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 28,400,000 ― ― 28,400,000

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 43,678 5,772 ― 49,450

決議 株式の種類 配当の原資
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 利益剰余金 141,752 5 平成20年３月31日 平成20年６月30日

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 28,400,000 ― ― 28,400,000

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 49,450 9,217 ― 58,667

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 141,752 5 平成20年３月31日 平成20年６月30日

決議 株式の種類 配当の原資
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21年４月27日
取締役会

普通株式 利益剰余金 141,706 5 平成21年３月31日 平成21年６月26日
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(キャッシュ・フロー計算書関係)

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)

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20年３月31日現在の現金及び預金勘定404,965千円

と現金及び現金同等物の期末残高は同額であります。

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21年３月31日現在の現金及び預金勘定428,077千円

と現金及び現金同等物の期末残高は同額であります。
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(リース取引関係)

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)

 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

 ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額

 リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所有権移

転外ファイナンス・リース取引

 ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額

 

取得価額 
相当額 
(千円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円)

期末残高
相当額 
(千円)

機械装置及び 
運搬具

46,356 26,791 19,564

工具、器具及び
備品

279,218 131,183 148,034

合計 325,574 157,975 167,599

(注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高

が有形固定資産の期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法により算定してお

ります。

 

取得価額
相当額 
(千円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円)

期末残高
相当額 
(千円)

機械装置及び
運搬具

49,951 30,406 19,544

工具、器具及び
備品

241,758 144,468 97,289

合計 291,709 174,874 116,834

(注)    同左

 

 ② 未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

１年内 60,490千円

１年超 107,108

 計 167,599

(注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資産の期末残高等

に占める割合が低いため、支払利子込み法に

より算定しております。

 

 ② 未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

１年内 47,259千円

１年超 69,575

計 116,834

(注)     同左

 ③ 支払リース料、減価償却費相当額

支払リース料 57,957千円

減価償却費相当額 57,957千円

 ③ 支払リース料、減価償却費相当額

支払リース料 64,263千円

減価償却費相当額 64,263千円

 ④ 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。

 ④ 減価償却費相当額の算定方法

      同左

――――――――――

ファイナンス・リース取引

(1) リース資産の内容

・有形固定資産

主として、防災事業におけるコンピュータ（工

具、器具及び備品）であります。

(2) リース資産の減価償却の方法

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、残存価額をゼロ

として算定する方法によっております。

宮田工業㈱（7301）平成21年３月期決算短信（非連結）

‐24‐



前事業年度(平成20年３月31日現在) 

  

  

 
  

該当事項はありません。 

  

子会社及び関連会社を有していないため、該当事項はありません。 

  

(有価証券関係)

１ その他有価証券で時価のあるもの

区分
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 370,058 1,983,612 1,613,553

② 債券 ― ― ―

③ その他 ― ― ―

小計 370,058 1,983,612 1,613,553

貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの

① 株式 1,883 1,539 △344

② 債券 ― ― ―

③ その他 ― ― ―

小計 1,883 1,539 △344

合計 371,942 1,985,151 1,613,208

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)

３ 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの
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当事業年度(平成21年３月31日現在) 

  

  

 
  

該当事項はありません。 

  

子会社及び関連会社を有していないため、該当事項はありません。 

  

  

１ その他有価証券で時価のあるもの

区分
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 366,921 1,369,430 1,002,509

② 債券 ― ― ―

③ その他 ― ― ―

小計 366,921 1,369,430 1,002,509

貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの

① 株式 5,476 4,596 △880

② 債券 ― ― ―

③ その他 ― ― ―

小計 5,476 4,596 △880

合計 372,398 1,374,027 1,001,628

２ 当事業年度中に売却したその他有価証券(自平成20年４月１日 至平成21年３月31日)

３ 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの
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１．取引の状況に関する事項 

 
  

２．取引の時価等に関する事項 
  

前事業年度末（平成20年３月31日） 

該当事項はありません。 

なお、為替予約取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除い

ております。 
  

当事業年度末（平成21年３月31日） 

該当事項はありません。 

なお、為替予約取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除い

ております。 
  

(デリバティブ取引関係)

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) 取引の内容・取引の利用目的

通常の営業過程における輸入取引の為替相場の変

動によるリスクを軽減するため、為替予約取引を行

っております。

なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を

行っております。

 ① ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を行っております。なお、為替予

約については、振当処理の要件を満たしている場合

には振当処理によっております。

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象  

ヘッジ手段は為替予約取引、ヘッジ対象は外貨建

金銭債務及び外貨建予定取引であります。

 ③ ヘッジ方針

為替予約取引は、外貨建金銭債務の為替変動リス

クをヘッジすることを目的としております。

 ④ ヘッジの有効性評価の方法

為替予約については、当該取引とヘッジ対象とな

る負債又は予定取引に関する重要な条件が同一であ

り、ヘッジ開始時及びその後も継続して変動相場又

はキャッシュ・フロー変動を相殺するものであると

想定することができるため、有効性の評価の判定は

省略しております。

(1) 取引の内容・取引の利用目的

    同左

(2) 取引に対する取組方針

為替予約取引は輸入取引に係る外貨建債務を対象

として必要な範囲内で為替予約取引を行うこととし

ております。なお、投機目的の取引は行わない方針

であります。

(2) 取引に対する取組方針

    同左

(3) 取引に係るリスクの内容

為替予約取引は為替相場の変動によるリスクを有

しております。デリバティブ取引の契約先は、いず

れも信用度の高い国内の銀行であるため、相手先の

契約不履行によるいわゆる信用リスクは、ほとんど

ないと判断しております。

(3) 取引に係るリスクの内容

    同左

(4) 取引に係るリスク管理体制

デリバティブ取引については投機を目的とした投

資行為は行わないと定めた社内管理規定に基づき、

関係部署と連携をとりながら経理部が運用管理を行

っております。

(4) 取引に係るリスク管理体制

    同左
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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) 

関連会社を有していないため、該当事項はありません。 

  

当事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

関連会社を有していないため、該当事項はありません。 

  

  

 
(注) １ 取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

  上記各社への当社製品の販売については、市場価格を参考に決定しております。 

  

(持分法損益等)

(関連当事者情報)

前事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

１ 親会社及び法人主要株主等

属性
会社等 
の名称

住所
資本金又 
は出資金 
(百万円)

事業の内容 
又は職業

議決権等
の所有 

(被所有)割合
(％)

関係内容

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等 
(名)

事業上
の関係

親会社
松下電 
器産業 
㈱

大阪府 
門真市

258,740

電気機械 
器具・通 
信機械・ 
その他機 
械器具の 
製造販売

(被所有)
直接 41.08

―
防災関
連製品 
の販売

営業取引
防災関連製 
品の販売

19,323 売掛金 1,586

法人主
要株主

㈱ 
モリタ

大阪市
生野区

4,746
防災・環 
境関連事 
業

所有
直接 2.14
(被所有)
直接 10.09

―

防災関
連製品 
の開発 
・生産 
の協業

営業取引
防災関連製
品の販売

1,354,129 売掛金 219,321
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当事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

１ 関連当事者との取引 

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る)等 

  

   

   

 
  

(2) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等 

  

 

 
  

２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記 

(1) 親会社情報 

㈱モリタホールディングス （東京証券取引所、大阪証券取引所に上場） 

  

(2) 重要な関連会社の要約財務情報 

該当事項はありません。 

  

種類
会社等の名称 
又は氏名

所在地
資本金又 
は出資金 
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有 
(被所有) 
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)

主要株主 ㈱モリタ
大阪市
生野区

4,746
防災・環境
関連事業

所有
直接 2.15
(被所有)
直接 10.09

防災関連製
品の開発・
生産の協業

営業取引
防災関連製
品の販売

722,065 売掛金 290,224

（注） １ 主要株主㈱モリタは平成20年10月１日に持株会社制に移行し、㈱モリタホールディングスに商号変更し
ております。

２ 主要株主㈱モリタとの取引内容は、平成20年９月30日時点のものであります。

３ ㈱モリタホールディングスは、平成20年10月９日から平成20年11月７日までに実施された当社株式に対
する公開買付けの結果、平成20年11月14日をもって当社の親会社となりました。

種類
会社等の名称 
又は氏名

所在地
資本金又 
は出資金 
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有 
(被所有) 
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)

親会社
㈱モリタホー
ルディングス

大阪市
生野区

4,746

消防ポンプ
車、消 火
器、防災設
備、環境関
連機器の製
造販売を営
む会社の株
式保有によ
る、当該会
社の経営の
支配・管理
及び管理間
接業務の受
託等

所有
直接 2.15
(被所有)
直接 79.92

なし なし ― ― ―

種類
会社等の名称 
又は氏名

所在地
資本金又 
は出資金 
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有 
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)

同一の
親会社
を持つ
会社

㈱モリタ防災
テック

東 京 都
港区

100

消火器、消
火・火報設
備及び資機
材の製造、
販売及び保
守・修理等

なし 商品の販売
防災関連製
品の販売

549,615 売掛金 117,401

同一の
親会社
を持つ
会社

㈱モリタ
兵 庫 県
三田市

100

消防ポンプ
車及び資機
材の製造・
販売及び保
守・修理等

なし 商品の販売
防災関連製
品の販売

346,305 売掛金 7,334

（注） １ 上記内容は、平成20年10月１日から平成21年３月31日までの取引であります。

２ 記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。

３ 取引条件及び取引条件の決定方針等

上記各社への当社製品の販売については、市場価格を参考に決定しております。
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(税効果会計関係)

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 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）流動の部

   繰延税金資産

    製品保証引当金 16,210千円

    未払費用 126,163

    その他 52,597

   繰延税金資産合計 194,970

   繰延税金負債

    その他 ―

   繰延税金負債合計 ―

   繰延税金資産との相殺 ―

   繰延税金資産の純額 194,970

  

 （2）固定の部

   繰延税金資産

    退職給付引当金 442,829千円

    減価償却費超過額 46,668

    その他 36,377

   繰延税金資産小計 525,875

    評価性引当額 △362,066

   繰延税金資産合計 163,808

   繰延税金負債との相殺 △163,808

   繰延税金資産の純額 ―

   

   繰延税金負債

    その他有価証券評価差額金 △655,656

    固定資産圧縮積立金 △17,654

   繰延税金負債合計 △673,310

   繰延税金資産との相殺 163,808

   繰延税金負債の純額 △509,502

   

 

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）流動の部

   繰延税金資産

    製品保証引当金 11,891千円

    未払費用 72,789

    その他 25,568

   繰延税金資産合計 110,249

   繰延税金負債

    その他 ―

   繰延税金負債合計 ―

   繰延税金資産との相殺 ―

   繰延税金資産の純額 110,249

 

 （2）固定の部

   繰延税金資産

    退職給付引当金 435,209千円

    減価償却費超過額 37,831

    その他 38,699

   繰延税金資産小計 511,740

    評価性引当額 △34,921

   繰延税金資産合計 476,819

   繰延税金負債との相殺 △423,638

   繰延税金資産の純額 53,180

   

   繰延税金負債

    その他有価証券評価差額金 △407,419

    固定資産圧縮積立金 △16,219

   繰延税金負債合計 △423,638

   繰延税金資産との相殺 423,638

   繰延税金負債の純額 ―

   

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.6％

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない 
項目

2.7

受取配当金等永久に益金に算入され 
ない項目

△1.2

住民税均等割 2.9

評価性引当額 △61.6

試験研究費税額控除 △4.7

その他 △0.3

税効果会計適用後の法人税等の 
負担率

△21.6

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.6％

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない 
項目

2.5

受取配当金等永久に益金に算入され 
ない項目

△1.1

住民税均等割 3.0

評価性引当額 △65.4

試験研究費税額控除 △5.4

その他 △0.3

税効果会計適用後の法人税等の 
負担率

△26.0
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(退職給付関係)

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 採用している退職給付制度の概要

  当社は、確定給付型の制度として適格退職年金制度

及び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。

  なお、平成19年12月に現在の適格退職年金制度か

ら、平成20年４月１日に確定給付型の企業年金基金

制度へ移行することを決定しました。

１ 採用している退職給付制度の概要

  当社は、確定給付型の制度として企業年金基金制度

及び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 退職給付債務に関する事項

① 退職給付債務 2,510,545千円

  (内訳)

② 未認識過去勤務債務 △28,105

③ 未認識数理計算上の差異 162,640

④ 年金資産 1,286,371

⑤ 退職給付引当金 1,089,640

（注）企業年金基金制度へ移行することを決定したこと

に伴い、過去勤務債務（債務の減少）が発生して

おります。

 

２ 退職給付債務に関する事項

① 退職給付債務 2,292,404千円

(内訳)

② 未認識過去勤務債務 △22,315

③ 未認識数理計算上の差異 226,590

④ 年金資産 1,017,240

⑤ 退職給付引当金 1,070,889

（注）――――――――――

３ 退職給付費用に関する事項

① 勤務費用 105,152千円

② 利息費用 38,579

③ 期待運用収益 △23,785

④ 過去勤務債務の費用処理額 △2,072

⑤ 数理計算上の差異の費用処理額 △19,032

⑥ 退職給付費用 98,841

３ 退職給付費用に関する事項

① 勤務費用 100,999千円

② 利息費用 36,214

③ 期待運用収益 △19,295

④ 過去勤務債務の費用処理額 △5,789

⑤ 数理計算上の差異の費用処理額 33,503

⑥ 退職給付費用 145,632

 
 

 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

① 退職給付見込額の期間配分方法

  期間定額基準

② 割引率 1.5％

③ 期待運用収益率 1.5％

④ 過去勤務債務の額の処理年数 定率法 10年

(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数により定率法で計算した額を発生した事業年

度から費用処理する方法。)

⑤ 数理計算上の差異の処理年数 定率法 10年

(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数により定率法で計算した額を費用処理する方

法。但し、翌事業年度から費用処理することとし

ております。)

 
 

 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

① 退職給付見込額の期間配分方法

 期間定額基準

② 割引率 1.5％

③ 期待運用収益率 1.5％

④ 過去勤務債務の額の処理年数 定率法 10年

(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数により定率法で計算した額を発生した事業年

度から費用処理する方法。)

⑤ 数理計算上の差異の処理年数 定率法 10年

(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数により定率法で計算した額を費用処理する方

法。但し、翌事業年度から費用処理することとし

ております。)
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(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
  

２ １株当たり当期純利益 

 
  

  

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 153円67銭 １株当たり純資産額 158円24銭

１株当たり当期純利益 22円14銭 １株当たり当期純利益 22円21銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

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。

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)

貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 4,356,708 4,484,786

普通株式に係る純資産額(千円) 4,356,708 4,484,786

普通株式の発行済株式数(千株) 28,400 28,400

普通株式の自己株式数(千株) 49 58

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の
数(千株)

28,350 28,341

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)

損益計算書上の当期純利益(千円) 627,701 629,687

普通株式に係る当期純利益(千円) 627,701 629,687

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 28,353 28,346

(重要な後発事象)
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5. その他

(1) 役員の異動

①代表者の異動（平成21年６月25日付予定）

１.新任代表取締役候補

代表取締役社長 近藤  勝 （現 専務取締役）

２.退任予定代表取締役

取締役会長 尾下  脩 （現 代表取締役 社長）

②その他の役員の異動（平成21年６月25日付予定）

１.新任取締役候補

取締役 高橋 宏幸 （現 執行役員）

２.退任予定取締役

常勤監査役 白石 丈喜 （現 取締役）

３.新任監査役候補

監査役（非常勤・社外） 川口 和三 （現 株式会社モリタホールディングス 取締役）

監査役（非常勤・社外） 赤松  清 （現 株式会社モリタユージー 取締役副社長）

４.退任予定監査役

宮崎 勝美 （現 常勤監査役）

中野 寿哲 （現 監査役・社外）

西山  浩 （現 監査役・社外）

③執行役員新任予定者（平成21年６月１日付予定）

執行役員 野島  隆 （現 総務部次長）
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①生産実績 

当事業年度の生産実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。 

 
（注）１．金額は販売価格によっております。 

２．防災部門の（ ）は、外注依存分であり内数であります。 
３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

②受注実績 

当事業年度の受注実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。 

 
（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

③販売実績 

当事業年度の販売実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。 

 
（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．総販売実績の10％を超える主要な販売先はありません。 

  

  

(2) その他

事業部門

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)

比較増減

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 前年同期比(%)

防災部門
8,579,654 8,485,905 △93,749 △1.1

(2,848,602) (3,254,135) (405,533) (＋14.2)

自転車部門 460,319 543,890 83,571 ＋18.2 

合     計 9,039,974 9,029,796 △10,177 △0.1

事業部門

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)

比較増減

受注高 
(千円)

受注残高
(千円)

受注高
(千円)

受注残高
(千円)

受注高 
(千円)

受注残高
(千円)

防災部門 4,687,781 1,961,537 3,636,583 1,500,305 △1,051,198 △461,232

事業部門

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)

比較増減

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 前年同期比(%)

 機器 7,666,514 8,817,826 1,151,311 ＋15.0

 設備 3,879,016 4,097,814 218,798 ＋5.6

防災部門 11,545,530 12,915,641 1,370,110 ＋11.9

自転車部門 4,463,963 4,132,724 △331,239 △7.4 

合     計 16,009,494 17,048,365 1,038,870 ＋6.5
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