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1.  21年3月期の業績（平成20年3月21日～平成21年3月20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 6,470 △15.4 0 △99.7 70 △75.2 △36 ―

20年3月期 7,647 △5.7 190 △13.3 286 △8.3 153 △0.9

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 △7.90 ― △1.3 1.6 0.0
20年3月期 33.07 ― 5.5 6.2 2.5

（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 4,233 2,653 62.7 572.26
20年3月期 4,658 2,791 59.9 602.25

（参考） 自己資本   21年3月期  2,653百万円 20年3月期  2,791百万円

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 533 △188 △61 749
20年3月期 △132 △25 △61 465

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 ― 12.50 12.50 57 37.8 2.1
21年3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00 46 △126.6 1.7

22年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 5.00 5.00 231.5

3.  22年3月期の業績予想（平成21年3月21日～平成22年3月20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

2,900 △17.8 △10 ― 20 72.2 0 ― 0.00

通期 6,000 △7.3 10 100.0 50 △28.6 10 ― 2.16
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4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

（注） 詳細は、17ページ「重要な会計方針」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、28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  4,680,000株 20年3月期  4,680,000株

② 期末自己株式数 21年3月期  43,836株 20年3月期  44,636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、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
後様々な要因により予想数値と異なる場合があります。 
 なお、業績予想に関する事項は、添付資料３ページの「次期の見通し」をご参照下さい。 
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

① 当期の経営成績

　当事業年度におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題による実体経済への不安要因が続く中にあり、

年度前半は原油価格高騰による原材料価格の上昇、米国経済の減速などにより景気の停滞感が強まる状況で推移し

ました。さらに年度後半には、米国の大手証券会社の破綻以降、世界経済が同時不況の様相を呈する中にあって、

急激な円高や株価下落等により輸出産業を中心として企業収益が圧迫されるなど、景気は急激に悪化の一途を辿り

ました。

　当機械工具業界におきましても、特に年度後半以降でのこの世界的な不況の影響は否めず、大口需要先である自

動車産業やＩＴ関連産業はもとより、製造業全般にわたって大幅減産や設備投資の抑制や一時停止が顕著となり、

工場等の操業縮小も相次いでみられるなど非常に厳しい状況で推移しました。

　このような景況下にあって当社は、国内有数のコネクター産業の集積地である岩手県宮古市への新拠点開設など

で営業基盤の拡充をはかる一方、技術部を中心に全社的な新規ユーザーの発掘やプライベート展開催によるニーズ

の掘り起こしをはかるなど、全社一丸となって受注確保に努めてまいりました。

　しかしながら、ユーザーにおける生産調整や設備投資抑制の影響は予想以上に大きく、本年３月開示発表のとお

り、昨年11月の下方修正目標にも残念ながら届きませんでした。

　この結果、当事業年度における経営成績は、売上高6,470百万円となり前年同期比1,176百万円（前年同期比

15.4％減）の減収となりました。

　利益につきましては、経常利益では70百万円（前年同期比75.2％減）となり前年同期比216百万円の大幅減益と

なりました。また、特別損失に過年度の役員退職慰労引当金繰入額71百万円を一括計上いたしましたが、これは会

計基準変更（「租税特別措置法上の準備金及び特別法上の引当金又は準備金並びに役員退職慰労引当金等に関する

監査上の取扱い」）によるものであります。これらにより、最終利益は36百万円（前年同期153百万円の当期純利

益）の当期純損失となりました。

② 次期の見通し

　今後の見通しにつきましては、わが国経済は引き続き世界的な金融市場の混乱による経済への影響は続くものと

思われ、当社の主要取引先である自動車産業やＩＴ関連産業での市場回復の目処は未だ不透明な状況にあり、設備

投資の中止・凍結や消費マインドの落ち込みによる販売低迷が当面続くことが予想されるなど当社を取り巻く環境

は前期以上に厳しいものと認識しております。

　このような厳しい経営環境もと、当社としては、営業本部が主導する新たな「顧客戦略」・「差別化戦略」・

「商品戦略」のもと、ユーザーニーズに的確に応えられる体制作りをしてまいります。加えて、聖域を設けない思

い切った経費削減を徹底することで、経営体質の強化をはかり、この厳しい難局を乗り切ってまいりたいと考えて

おります。

　以上から、通期における業績見通しとしては、売上高6,000百万円（前年同期比7.3％減）、営業利益10百万円

（前年同期比100.0％増）、経常利益50百万円（前年同期比28.6％減）、当期純利益10百万円を見込んでおります。

(2）財政状態に関する分析

① 資産、負債及び純資産の状況

（資産の部）

　流動資産は、前事業年度末に比べ592百万円減少し、3,016百万円（前年同期比16.4％減）となりました。主なも

のは、現金及び預金258百万円と受取手形で100百万円の増加がありましたが、売上高の減少に伴い、売掛金が929百

万円減少いたしました。

　固定資産は、前事業年度末に比べ167百万円増加し、1,217百万円（前年同期比16.0％増）となりました。主なも

のは、隣地土地建物の取得により有形固定資産で52百万円増加、投資有価証券の増加62百万円、繰延税金資産52百

万円の増加であります。

　この結果、総資産は、前事業年度末に比べ424百万円減少し、4,233百万円（前年同期比9.1％減）となりました。

（負債の部） 

　流動負債は、前事業年度末に比べ372百万円減少し、1,411百万円（前年同期比20.9％減）となりました。主なも

のは、買掛金の減少249百万円と未払法人税等で65百万円の減少などであります。

　固定負債は、前事業年度末に比べ86百万円増加し、169百万円（前年同期比103.8％増）となりました。主なもの

は、会計方針の変更により当事業年度から役員退職慰労引当金76百万円を計上したことによるものであります。

　この結果、負債合計は前事業年度末に比べ285百万円減少し、1,580百万円（前年同期比15.3％減）となりました。
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 （純資産の部）

　純資産合計は、前事業年度末と比べ138百万円減少し、2,653百万円（前年同期比5.0％減）となりました。主なも

のは、利益剰余金が配当金支払と当期純損失の計上により94百万円減少し、その他有価証券評価差額金が44百万円

減少したことによります。

　この結果、１株当たり純資産額は572円26銭となり、前事業年度末に比べ29円99銭減少いたしました。

② キャッシュ・フローの状況

　当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の期末残高は、前事業年度末に比べ283百万円

増加し、749百万円（前年同期比60.8％増）となりました。

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

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当事業年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、533百万円の収入（前事業年度は132百万円の支出）となり

ました。主な要因は、仕入債務の減少額262百万円と法人税等の支払額109百万円の支出要因がありましたが、売上

債権の減少額829百万円が収入の要因となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当事業年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、188百万円の支出（前年同期比631.4％増）となりました。

主な要因は、投資有価証券の取得による支出143百万円と、隣地土地建物取得による有形固定資産の取得による支出

64百万円などであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当事業年度の財務活動によるキャッシュ・フローは、61百万円の支出（前年同期比0.3％減）となりました。主な

要因は、前期末配当金の支払57百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出３百万円によるものでありま

す。

　当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期

自己資本比率（％） 62.8 59.5 60.3 59.9 62.7

時価ベースの自己資本比率

（％）
38.5 52.4 43.6 28.7 18.6

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（％）
－ － － － 0.0

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
－ － 395.3 － 618.2

（注）１．自己資本比率：自己資本／総資産

２．時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

３．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

４．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

５．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。

６．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。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　当社は、株主への利益還元の維持・向上を念頭に、安定配当に努めることを基本とし、更に長期的な視野に立って

安定的な経営基盤を確保するための内部留保を勘案して方針を決定しております。

　内部留保につきましては、財務体質の強化に努めながら積極的な事業展開と経営環境の急激な変化に備えるととも

に、新たな成長に繋がる投資などにも充当する考えであります。

　なお、当事業年度の期末配当金につきましては、業績及び今後の事業展開を勘案し、１株当たり10円といたします。

　また、次期の１株当たり配当金は、期末配当金５円を予定しております。
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(4）事業等のリスク

　当社の経営成績、財政状態及び株価等に影響を及ぼす可能性があると考えられる事項には、以下のようなものがあ

ります。

① 景気変動リスク

　当社は、機械・工具類の専門商社を追及しておりますが、一般的に景況の先行指数とされる設備投資動向と密接

な関係があります。

　従いまして、設備関連需要の下降局面では、当社の業績に影響を与える可能性があります。

② 債権管理リスク

　東北４件に跨る取引先構成はリスク分散になっておりますが、設備投資に関連する分野での景気の影響を受けや

すく、潜在的に与信リスクの可能性を有しております。

　従いまして、国内景気の動向によっては、貸倒引当金積み増しの事態が生じる可能性があります。

　なお、債権管理においては、より一層信用状態を継続的に把握するなど不良債権の発生防止には万全を期してお

ります。

③ 在庫品リスク

　需要の厳しい変化に伴い、商品の短命化、コスト削減に伴う設計変更、リードタイムの短縮、購買方針の変更等

により、当社の在庫商品の動きが緩慢になり滞留化することが考えられます。このことは、在庫処分の処置を講ず

ることとなり収益性に影響を与える可能性がありますので、当社の在庫管理規程を遵守し滞留在庫の発生防止に努

めてまいります。
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２．企業集団の状況
　当社は、機械工具類の販売を営む専門商社でありますが、事業上で企業集団を構成する関係会社がないため、連結財

務諸表を作成しておりませんので、企業集団の状況の記載は該当ありません。

３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社は、「企業の永続繁栄」「企業の存在価値」「企業の環境責任」を経営上の基本方針として捉え、業界地位の

向上に取組んでおります。「お客様第一」の基本姿勢のもと、多様化するユーザーニーズに合ったサービスの提供を

モットーとして、お客様に信頼される機械工具専門商社を目指すべく、「商品力」「価格力」「営業力」「財務力」

の体質強化をキーワードに、企業体質の改善・収益基盤の拡大に努めてまいります。

(2）目標とする経営指標

　当社は、収益性の高い経営基盤の確立を目指しており、特に、売上総利益率の改善、仕入改革・経費の節減などに

よる営業利益の創造、或いは経常利益の向上など、損益分岐点重視の経営を主眼に、財務体質の強化を図りバランス

の取れた企業への成長を目指しております。

(3）中長期的な会社の経営戦略

　経営環境は、企業間競争が激化し、今後とも極めて厳しい状況が続くものと思われますが、危機管理体制強化の観

点から先行管理に徹し、発生する諸々の経営課題に積極的に取組み信頼される企業として、更なる発展に努め一層高

い経営基盤の確立を目指してまいります。

　具体的には、収益重視型経営の実現に向けての営業基盤・財務基盤の確立と将来を展望しての人材育成の強化を施

策の重点テーマとして、企業の永久発展の礎を創ってまいりたいと考えます。

(4）会社の対処すべき課題

① 顧客戦略の強化

　既存取引先はもとより新規開拓企業に対しても「お客様第一」の基本姿勢のもと、ユーザーとの揺るぎ無い信頼

関係に繋げる顧客戦略を強化できるかが課題であります。

　この厳しい環境下にあって、本年度の経営スローガン「共創・お客様を明るい未来へ」を掲げ、総力を挙げて製

造業を支援してまいります。

② 差別化戦略の展開

　技術部が中心となり、これまで当社の実施してきたビジネスモデルを新たな領域を広げること、また当社の販売

商品作り、販売方法等にオリジナリティを加えた新たなビジネスモデルを構築して、他社に無い差別化戦略を展開

していけるかが、今後の技術商社としての課題であります。

③ 人材の育成

　人材が最も重要な経営資源と捉えており、優秀な人材の育成が今後の当社の成長戦略には欠かせないと考えてお

ります。新入社員はもとより管理職を含めた社員一人一人の能力を最大限に引き出す職場環境を実現することは、

企業にとって従来以上に重要になっておりますことから、教育・研修の強化に向けた環境作りや研修の充実をは

かってまいります。

④ 商品戦略の推進

　ベース売上の中心として位置づける切削工具・メカトロ商品の拡販に向けて、また、スポット売上の工作機械の

拡販に向けても、如何に効果的な商品戦略を打ち出せるかが課題であります。加えて、現場周りを充実させての緻

密な情報収集力と商品提案力が重要な要素にもなりますことから、戦略強化のための営業マン指導にも力を注いで

まいりたいと考えます。

⑤ 企業の社会的責任（ＣＳＲ）

　企業の社会的な責任への関心が高まっている中にあり、コンプライアンスやガバナンスなど全ての企業活動にお

いて利害関係者（ステークホルダー）との良好な関係を築く必要があります。なお、企業活動の課題である環境保

護については、平成18年２月に国際規格「ＩＳＯ14001」を全社にて認証取得しておりますが、今後も当社環境方

針に従い、地球環境への影響を最小化するように努めてまいります。
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(5）内部管理体制の整備・運用状況

　有価証券上場規程第８条の３及び適時開示規則第10条第３項に基づき開示しております「コーポレート・ガバナン

スに関する報告書」「内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」に記載しておりますのでご参照

ください。「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」については、ジャスダック証券取引所ホームページ（「Ｊ

ＤＳ」検索ページ）にてご参照ください。

　　（ジャスダック証券取引所ホームページ（「ＪＤＳ」検索ページ））

　　　http：//jds.jasdaq.co.jp/tekiji/

(6）その他、会社の経営上重要な事項

該当事項はありません。
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４．財務諸表
(1）貸借対照表

前事業年度
（平成20年３月20日）

当事業年度
（平成21年３月20日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 491,065 749,824

２．受取手形 ※４ 640,447 740,969

３．売掛金 2,213,800 1,284,210

４．商品 202,077 185,326

５．前渡金 10,590 5,273

６．前払費用 863 2,058

７．繰延税金資産 22,926 16,471

８．未収収益 5,765 970

９．従業員短期貸付金 13,424 17,210

10．未収入金 8,483 13,363

11．未収消費税等 － 1,065

12．その他 1,054 884

13．貸倒引当金 △2,110 △1,470

流動資産合計 3,608,388 77.5 3,016,159 71.2

Ⅱ　固定資産

(1）有形固定資産

１．建物 400,797 423,031

減価償却累計額 260,501 140,296 269,133 153,897

２．構築物 4,206 4,994

減価償却累計額 3,636 570 3,835 1,159

３．車両運搬具 110 110

減価償却累計額 104 5 105 4

４．器具及び備品 56,359 57,339

減価償却累計額 49,271 7,088 51,544 5,794

５．土地 229,357 269,006

有形固定資産合計 377,318 8.1 429,861 10.2

(2）無形固定資産

１．電話加入権 4,323 4,323

２．施設利用権 130 120

３．ソフトウェア 15,750 11,550

無形固定資産合計 20,204 0.4 15,993 0.4
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前事業年度
（平成20年３月20日）

当事業年度
（平成21年３月20日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

(3）投資その他の資産

１．投資有価証券 536,783 599,612

２．出資金 14,720 18,968

３．従業員長期貸付金 9,173 6,698

４．破産更生債権等 9,010 8,991

５．繰延税金資産 30,851 83,097

６．差入保証金・敷金 31,563 35,517

７．保険積立金 2,117 2,117

８．長期前払費用 1,102 477

９．その他 ※１ 21,950 21,950

10．貸倒引当金 △5,155 △5,918

投資その他の資産合計 652,116 14.0 771,512 18.2

固定資産合計 1,049,639 22.5 1,217,367 28.8

資産合計 4,658,028 100.0 4,233,527 100.0
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前事業年度
（平成20年３月20日）

当事業年度
（平成21年３月20日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形 673,559 655,411

２．買掛金 906,449 657,040

３．未払金 70,260 70,271

４．未払費用 8,677 6,458

５．未払法人税等 72,816 7,003

６．未払消費税等 7,955 －

７．前受金 9,292 －

８．預り金 6 22

９．賞与引当金 21,400 15,100

10．役員賞与引当金 13,000 －

流動負債合計 1,783,417 38.3 1,411,308 33.3

Ⅱ　固定負債

１．退職給付引当金 68,535 83,088

２．役員退職慰労引当金 － 76,700

３．長期未払金 14,433 9,339

固定負債合計 82,969 1.8 169,128 4.0

負債合計 1,866,386 40.1 1,580,436 37.3

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   1,017,550 21.8  1,017,550 24.0

２．資本剰余金        

(1）資本準備金  587,550   587,550   

(2）その他資本剰余金  587,085   587,111   

資本剰余金合計   1,174,635 25.2  1,174,661 27.8

３．利益剰余金        

(1）利益準備金  42,664   42,664   

(2）その他利益剰余金        

別途積立金  332,000   382,000   

繰越利益剰余金  233,142   88,589   

利益剰余金合計   607,807 13.0  513,254 12.1

４．自己株式   △6,878 △0.1  △6,755 △0.2

株主資本合計   2,793,114 60.0  2,698,710 63.7

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評価差額
金

  △1,473 △0.0  △45,619 △1.0

評価・換算差額等合計   △1,473 △0.0  △45,619 △1.0

純資産合計   2,791,641 59.9  2,653,091 62.7

負債純資産合計   4,658,028 100.0  4,233,527 100.0
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(2）損益計算書

前事業年度
（自　平成19年３月21日
至　平成20年３月20日）

当事業年度
（自　平成20年３月21日
至　平成21年３月20日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 7,647,418 100.0 6,470,957 100.0

Ⅱ　売上原価

１．商品期首たな卸高 247,462 202,077

２．当期商品仕入高 6,523,646 5,537,417

合計 6,771,109 5,739,495

３．他勘定振替高 ※１ 132 9

４．商品期末たな卸高 202,077 6,568,899 85.9 185,326 5,554,159 85.8

売上総利益 1,078,519 14.1 916,797 14.2

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,2 887,662 11.6 916,215 14.2

営業利益 190,857 2.5 582 0.0

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 1,524 1,257

２．有価証券利息 16,241 5,501

３．受取配当金 6,552 3,747

４．仕入割引 68,057 57,050

５．為替差益 368 －

６．雑収入 3,739 96,483 1.2 3,812 71,370 1.1

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 1,117 863

２．売上割引 209 173

３．為替差損 － 1,326 0.0 12 1,049 0.0

経常利益 286,014 3.7 70,903 1.1
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前事業年度
（自　平成19年３月21日
至　平成20年３月20日）

当事業年度
（自　平成20年３月21日
至　平成21年３月20日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅵ　特別利益

１．投資有価証券売却益 3,300 3,300 0.0 － － －

Ⅶ　特別損失

１．固定資産除却損 ※３ － 22

２．投資有価証券売却損 1,850 0

３．投資有価証券評価損 372 6,049

４．役員退職慰労引当金繰入
額

－ 71,414

５．営業補償 － 1,714

６．過年度消費税等  － 2,222 0.0 1,277 80,478 1.2

税引前当期純利益又は税
引前当期純損失（△）

287,092 3.7 △9,575 △0.1

法人税、住民税及び事業
税

136,735 42,652

法人税等調整額 △2,961 133,774 1.7 △15,616 27,035 0.4

当期純利益又は当期純損
失（△）

153,318 2.0 △36,610 △0.6
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(3）株主資本等変動計算書

前事業年度（自　平成19年３月21日　至　平成20年３月20日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計

資本準備金
その他資本
剰余金

利益準備金

その他利益剰余金

別途積立金
繰越利益剰
余金

平成19年３月20日　残高
（千円）

1,017,550 587,550 587,085 42,664 252,000 217,775 △6,633 2,697,991

事業年度中の変動額

別途積立金の積立     80,000 △80,000  －

剰余金の配当      △57,950  △57,950

当期純利益      153,318  153,318

自己株式の取得       △245 △245

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

       －

事業年度中の変動額合計
（千円）

－ － － － 80,000 15,367 △245 95,122

平成20年３月20日　残高
（千円）

1,017,550 587,550 587,085 42,664 332,000 233,142 △6,878 2,793,114

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成19年３月20日　残高
（千円）

56,578 56,578 2,754,570

事業年度中の変動額

別途積立金の積立  － －

剰余金の配当  － △57,950

当期純利益  － 153,318

自己株式の取得  － △245

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△58,051 △58,051 △58,051

事業年度中の変動額合計
（千円）

△58,051 △58,051 37,070

平成20年３月20日　残高
（千円）

△1,473 △1,473 2,791,641
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当事業年度（自　平成20年３月21日　至　平成21年３月20日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計

資本準備金
その他資本
剰余金

利益準備金

その他利益剰余金

別途積立金
繰越利益剰
余金

平成20年３月20日　残高
（千円）

1,017,550 587,550 587,085 42,664 332,000 233,142 △6,878 2,793,114

事業年度中の変動額

別途積立金の積立     50,000 △50,000  －

剰余金の配当      △57,942  △57,942

当期純損失（△）      △36,610  △36,610

自己株式の売却   26    123 149

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

       －

事業年度中の変動額合計
（千円）

－ － 26 － 50,000 △144,552 123 △94,403

平成21年３月20日　残高
（千円）

1,017,550 587,550 587,111 42,664 382,000 88,589 △6,755 2,698,710

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成20年３月20日　残高
（千円）

△1,473 △1,473 2,791,641

事業年度中の変動額

別途積立金の積立  － －

剰余金の配当  － △57,942

当期純損失（△）  － △36,610

自己株式の売却  － 149

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△44,146 △44,146 △44,146

事業年度中の変動額合計
（千円）

△44,146 △44,146 △138,550

平成21年３月20日　残高
（千円）

△45,619 △45,619 2,653,091
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(4）キャッシュ・フロー計算書

前事業年度
（自　平成19年３月21日
至　平成20年３月20日）

当事業年度
（自　平成20年３月21日
至　平成21年３月20日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純
損失（△）

287,092 △9,575

減価償却費 15,467 15,901

賞与引当金の減少額 △1,800 △6,300

役員賞与引当金の減少額 △7,000 △13,000

退職給付引当金の増加額 7,673 14,553

役員退職慰労引当金の増加額 － 76,700

貸倒引当金の増減（△）額 △580 122

受取利息及び受取配当金 △24,318 △10,507

投資有価証券売却益 △3,300 －

投資有価証券売却損 1,850 0

投資有価証券評価損 372 6,049

営業補償損失 － 1,714

支払利息 1,117 863

有形固定資産除却損 － 22

売上債権の増（△）減額 △411,565 829,830

たな卸資産の減少額 45,384 16,751

仕入債務の増減（△）額 88,845 △262,241

未収消費税等の増加額 － △1,065

未払消費税等の減少額 △20,550 △7,955

その他流動資産の増加額 △204 △5,896

その他流動負債の増減（△）額 20,849 △12,946

長期営業債権の増（△）減額 12,457 △4,072

小計 11,791 628,948

利息及び配当金の受取額 20,282 15,211

利息の支払額 △1,117 △863

法人税等の支払額 △163,291 △109,822

営業活動によるキャッシュ・フロー △132,333 533,474
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前事業年度
（自　平成19年３月21日
至　平成20年３月20日）

当事業年度
（自　平成20年３月21日
至　平成21年３月20日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻しによる収入 － 24,637

有形固定資産の取得による支出 △5,271 △64,256

投資有価証券の取得による支出 △323,533 △143,201

投資有価証券の売却による収入 302,300 0

出資による支出 － △4,248

貸付けによる支出 △4,470 △6,170

貸付金の回収による収入 5,217 4,858

投資活動によるキャッシュ・フロー △25,757 △188,378

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の売却による収入 － 149

自己株式の取得による支出 △245 －

ファイナンス・リース債務の返済に
よる支出

△3,762 △3,987

配当金の支払額 △57,950 △57,942

財務活動によるキャッシュ・フロー △61,958 △61,780

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減（△）額 △220,049 283,315

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 685,980 465,930

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 465,930 749,246

(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

　　　該当事項はありません。
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成19年３月21日
至　平成20年３月20日）

当事業年度
（自　平成20年３月21日
至　平成21年３月20日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

──────────

　

 

その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格に基づく時価法（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）に

よっております。

満期保有目的の債券

　償却原価法（定額法）を採用しており

ます。

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によっており

ます。

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

商品

　移動平均法による原価法によっておりま

す。

商品

同左

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）については、

定額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。

(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）については、

定額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　　　　　10年～50年

器具及び備品　　　　　５年～15年

建　　　　物　　　　　10年～50年

器具及び備品　　　　　５年～15年

（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。

　この変更に伴う営業利益、経常利益及

び税引前当期純利益に与える影響額は軽

微であります。

──────────

　

 

 

 

 

 

 

　

 

 

（追加情報）　

　法人税法の改正に伴い、平成19年３月

31日以前に取得した資産については、改

正前の法人税法に基づく減価償却の方法

の適用により取得価額の５％に到達した

事業年度の翌事業年度より、取得価額の

５％相当額と備忘価額との差額を５年間

にわたり均等償却し、減価償却費に含め

て計上しております。

　これによる営業利益、経常利益及び

税引前当期純損失に与える影響額は軽

微であります。
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項目
前事業年度

（自　平成19年３月21日
至　平成20年３月20日）

当事業年度
（自　平成20年３月21日
至　平成21年３月20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

同左

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

別に回収可能性を検討して回収不能見込

額を計上しております。

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員の賞与支給に備えるため、支給

見込額のうち当事業年度に負担すべき額

を計上しております。

(2）賞与引当金

同左

(3）役員賞与引当金

　役員の賞与支給に備えるため、支給見

込額に基づき計上しております。

(3）役員賞与引当金

　役員の賞与支給に備えるため、支給見

込額に基づき計上しております。

　なお、当事業年度の引当金計上額はあ

りません。

(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計上しております。

(4）退職給付引当金

同左

──────────

 

(5）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備えるため、

役員退職慰労金規程に基づく期末要支給

額を計上しております。　

（会計方針の変更）

　役員退職慰労引当金は、従来支出時の

費用として処理しておりましたが、当事

業年度から役員退職慰労金規程に基づく

期末要支給額を役員退職慰労引当金とし

て計上する方法に変更いたしました。

　この変更は、「租税特別措置法上の準

備金及び特別法上の引当金又は準備金並

びに役員退職慰労引当金等に関する監査

上の取扱い」（日本公認会計士協会　平

成19年４月13日　監査・保証実務委員会

報告第42号）の公表を契機に、役員退職

慰労金の将来の支給時における一時的な

費用負担を回避し、役員の在任期間にわ

たり合理的に費用を期間配分することに

より、期間損益計算の適正化及び財務内

容の健全化を図るために行ったものであ

ります。　

㈱植松商会（9914）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３月21日
至　平成20年３月20日）

当事業年度
（自　平成20年３月21日
至　平成21年３月20日）

　この変更により、当事業年度の発生額

5,285千円は販売費及び一般管理費へ、

過年度分相当額71,414千円は特別損失に

計上しております。この結果、営業利益

及び経常利益は5,285千円それぞれ減少

し、税引前当期純損失は76,700千円増加

しております。

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。

同左

６．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

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

　消費税等の会計処理は、税抜き方式に

よっております。

(1）消費税等の会計処理

同左
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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20日）

当事業年度
（平成21年３月20日）

※１．差入保証金の代用として供している定期預金 ※１．差入保証金の代用として供している定期預金

16,000千円 16,000千円

　２．債務保証

　　　従業員の銀行借入金に対して保証を行っております。

　　　従業員　１名 2,727千円

　２．債務保証

　　　従業員の銀行借入金に対して保証を行っております。

　　　従業員　１名 2,347千円

　３．受取手形裏書譲渡高 297,553千円 　３．受取手形裏書譲渡高 202,296千円

※４．期末日満期手形

　　　期末日満期手形の会計処理については、当期の末日

は金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われた

ものとして処理しております。期末日満期手形の金額

は次のとおりであります。

　　　受取手形 30,126千円

※４．期末日満期手形

　　　期末日満期手形の会計処理については、当期の末日

は金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われた

ものとして処理しております。期末日満期手形の金額

は次のとおりであります。

　　　受取手形 39,298千円

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成19年３月21日
至　平成20年３月20日）

当事業年度
（自　平成20年３月21日
至　平成21年３月20日）

※１．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 ※１．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

販売費及び一般管理費 132千円

計 132

販売費及び一般管理費 9千円

計 9

※２．販売費に属する費用のおおよその割合は64％であり、

一般管理費に属する費用のおおよその割合は36％であ

ります。

※２．販売費に属する費用のおおよその割合は68％であり、

一般管理費に属する費用のおおよその割合は32％であ

ります。

　主要な費目及び金額は次のとおりであります。 　主要な費目及び金額は次のとおりであります。

役員報酬 55,845千円

給料手当・賞与 405,459

法定福利費 62,206

賞与引当金繰入額 21,400

役員賞与引当金繰入額 13,000

退職給付費用 23,333

減価償却費 15,467

支払リース料 50,510

旅費交通費 21,997

貸倒引当金繰入額 429

役員報酬 59,100千円

給料手当・賞与 420,405

法定福利費 62,179

賞与引当金繰入額 15,100

退職給付費用 19,696

役員退職慰労引当金繰入額 5,285

減価償却費 15,901

支払リース料 59,368

旅費交通費 25,070

貸倒引当金繰入額 122

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

器具及び備品 22千円
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自平成19年３月21日　至平成20年３月20日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（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）

発行済株式

普通株式 4,680,000 － － 4,680,000

合計 4,680,000 － － 4,680,000

自己株式

普通株式 43,936 700 － 44,636

合計 43,936 700 － 44,636

（注）　普通株式の自己株式の株式数の増加700株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月19日

定時株主総会
普通株式 57,950 12.5 平成19年３月20日 平成19年６月19日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年６月19日

定時株主総会
普通株式 57,942 利益剰余金 12.5 平成20年３月20日 平成20年６月20日
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当事業年度（自平成20年３月21日　至平成21年３月20日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（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）

発行済株式

普通株式 4,680,000 － － 4,680,000

合計 4,680,000 － － 4,680,000

自己株式

普通株式 44,636 － 800 43,836

合計 44,636 － 800 43,836

（注）　普通株式の自己株式の株式数の減少800株は、単元未満株式の買増請求による減少であります。

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成20年６月19日

定時株主総会
普通株式 57,942 12.5 平成20年３月20日 平成20年６月20日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成21年６月18日

定時株主総会
普通株式 46,361 利益剰余金 10.0 平成21年３月20日 平成21年６月19日

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度
（自　平成19年３月21日
至　平成20年３月20日）

当事業年度
（自　平成20年３月21日
至　平成21年３月20日）

１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲載さ

れている科目の金額との関係

１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲載さ

れている科目の金額との関係

（平成20年３月20日現在） （平成21年３月20日現在）

現金及び預金 491,065千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △25,134

現金及び現金同等物 465,930

現金及び預金 749,824千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △578

現金及び現金同等物 749,246
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成19年３月21日
至　平成20年３月20日）

当事業年度
（自　平成20年３月21日
至　平成21年３月20日）

１．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

(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）

器具及び備品 38,187 14,354 23,833

ソフトウエア 15,450 7,214 8,235

合計 53,637 21,568 32,068

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）

器具及び備品 38,187 22,898 15,289

ソフトウエア 11,650 6,060 5,589

合計 49,837 28,959 20,878

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 11,170千円

１年超 21,412

合計 32,583

１年内 8,258千円

１年超 13,154

合計 21,412

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 (3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 11,508千円

減価償却費相当額 10,693千円

支払利息相当額 772千円

支払リース料 11,999千円

減価償却費相当額 11,190千円

支払利息相当額 829千円

(4）減価償却費相当額の算定方法 (4）減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。

同左

(5）利息相当額の算定方法 (5）利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息

法によっております。

同左

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料 未経過リース料

１年内 36,211千円

１年超 77,338

合計 113,549

１年内 37,485千円

１年超 62,604

合計 100,089
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（有価証券関係）

有価証券

１　満期保有目的の債券で時価のあるもの

種類

前事業年度（平成20年３月20日） 当事業年度（平成21年３月20日）

貸借対照表計
上額

（千円）

時価
（千円）

差額
（千円）

貸借対照表計
上額

（千円）

時価
（千円）

差額
（千円）

時価が貸借対照表

計上額を超えるも

の

(1）国債・地方債等 － － － 100,069 100,690 620

(2）社債 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 － － － 100,069 100,690 620

時価が貸借対照表

計上額を超えない

もの

(1）国債・地方債等 － － － － － －

(2）社債 － － － 10,000 9,861 △138

(3）その他 － － － － － －

小計 － － － 10,000 9,861 △138

合計 － － － 110,069 110,551 481

２　その他有価証券で時価のあるもの

種類

前事業年度（平成20年３月20日） 当事業年度（平成21年３月20日）

取得原価
（千円）

貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）
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 92,360 116,620 24,259 44,458 54,753 10,294

(2)債券

①国債・地方債等 － － － － － －

②社債 － － － － － －

③その他 － － － － － －

(3)その他 － － － － － －

小計 92,360 116,620 24,259 44,458 54,753 10,294

貸借対照表計上

額が取得原価を

超えないもの

(1)株式 20,301 17,889 △2,411 75,372 47,814 △27,558

(2)債券

①国債・地方債等 － － － － － －

②社債 － － － － － －

③その他 － － － － － －

(3)その他 111,597 87,270 △24,327 131,509 71,971 △59,537

小計 131,899 105,159 △26,739 206,881 119,785 △87,095

合計 224,259 221,779 △2,479 251,340 174,538 △76,801

（注）　当事業年度において、その他有価証券で時価のある株式について6,049千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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３　前事業年度及び当事業年度中に売却したその他有価証券

前事業年度
（自平成19年３月21日　至平成20年３月20日）

当事業年度
（自平成20年３月21日　至平成21年３月20日）

売却額（千円）
売却益の合計額

（千円）
売却損の合計額

（千円）
売却額（千円）

売却益の合計額
（千円）

売却損の合計額
（千円）

302,300 3,300 1,850 0 － 0

４　時価のない主な有価証券の内容

種類
前事業年度（平成20年３月20日） 当事業年度（平成21年３月20日）

貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 15,653 15,653

非上場外国債券 299,350 299,350

５　その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額

種類

前事業年度（平成20年３月20日） 当事業年度（平成21年３月20日）

１年以内
（千円）

１年超５年
以内
（千円）

５年超10年
以内
（千円）

10年超
（千円）

１年以内
（千円）

１年超５年
以内
（千円）

５年超10年
以内
（千円）

10年超
（千円）

１．債券

(1)国債・地方債等 － － － － － 100,069 － －

(2)社債 － － － － － － 10,000 －

(3)その他 － － － 299,350 － － 10,771 299,350

２．その他 － － － － － － － －

合計 － － － 299,350 － 100,069 20,771 299,350

（デリバティブ取引関係）

前事業年度（自平成19年３月21日　至平成20年３月20日）及び当事業年度（自平成20年３月21日　至平成21年３月

20日）

　デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。
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（退職給付関係）

前事業年度
（平成20年３月20日）

当事業年度
（平成21年３月20日）

１　採用している退職給付制度の概要 １　採用している退職給付制度の概要

　退職一時金制度と適格退職年金制度を採用しておりま

す。

　退職一時金制度と適格退職年金制度を採用しておりま

す。

２　退職給付債務及びその内訳 ２　退職給付債務及びその内訳

(1)退職給付債務（千円） △157,773

(2)年金資産残高（千円） 89,237

(3)退職給付引当金（千円） △68,535

(1)退職給付債務（千円） △161,588

(2)年金資産残高（千円） 78,499

(3)退職給付引当金（千円） △83,088

３　退職給付費用の内訳 ３　退職給付費用の内訳

(1)勤務費用（千円） 23,333

(2)退職給付費用（千円） 23,333

(1)勤務費用（千円） 19,696

(2)退職給付費用（千円） 19,696

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 ４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

　簡便法を採用しておりますので、基礎率等については

該当ありません。

　簡便法を採用しておりますので、基礎率等については

該当ありません。

５　退職給付債務及び退職給付費用の算定方法として簡便

法を採用しております。

５　退職給付債務及び退職給付費用の算定方法として簡便

法を採用しております。

（ストック・オプション等関係）

該当事項はありません。

（企業結合等関係）

該当事項はありません。　
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（税効果会計関係）

前事業年度
（平成20年３月20日）

当事業年度
（平成21年３月20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

繰延税金資産（流動） 繰延税金資産（流動）

商品評価損否認 6,326千円

賞与引当金否認 8,688千円

未払社会保険料否認 1,604千円

未払事業税否認 6,307千円

計 22,926千円

繰延税金資産（固定）

退職給付引当金否認 27,825千円

減損損失 2,174千円

貸倒引当金損金算入限度超過額 10,590千円

その他有価証券評価評価差額金 1,006千円

その他 1,769千円

計 43,366千円

評価性引当額 △12,515千円

繰延税金資産合計 53,778千円

商品評価損否認 7,623千円

賞与引当金否認 6,130千円

未払社会保険料否認 708千円

未払事業税否認 1,098千円

その他 909千円

計 16,471千円

繰延税金資産（固定）

退職給付引当金否認 33,734千円

役員退職慰労引当金否認 31,140千円

減損損失 2,174千円

貸倒引当金損金算入限度超過額 11,025千円

その他有価証券評価評価差額金 31,181千円

その他 4,519千円

計 113,774千円

評価性引当額 △30,676千円

繰延税金資産合計 99,569千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

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 1.9％

受取配当金等永久に益金に算入されない項

目
△0.3％

住民税等均等割額 2.8％

役員賞与引当金 1.8％

その他 △0.2％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 46.6％

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 53.9％

受取配当金等永久に益金に算入されない項

目
△7.9％

住民税等均等割額 87.6％

評価性引当額の増加 189.7％

その他 △0.3％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 282.3％

（持分法損益等）

　該当事項はありません。

（関連当事者との取引）

前事業年度（自平成19年３月21日　至平成20年３月20日）

 　該当事項はありません。

当事業年度（自平成20年３月21日　至平成21年３月20日）

 　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成19年３月21日
至　平成20年３月20日）

当事業年度
（自　平成20年３月21日
至　平成21年３月20日）

１株当たり純資産額 602円25銭

１株当たり当期純利益金額 33円07銭

１株当たり純資産額 572円26銭

１株当たり当期純損失金額 7円90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、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

（注）１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前事業年度
（自　平成19年３月21日
　至　平成20年３月20日）

当事業年度
（自　平成20年３月21日
　至　平成21年３月20日）

当期純利益又は当期純損失（△）（千

円）
153,318 △36,610

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又は当期純

損失（△）（千円）
153,318 △36,610

普通株式の期中平均株式数（千株） 4,635 4,635

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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５．販売及び仕入の実績
(1）販売実績

区分

前事業年度

（自　平成19年３月21日 

至　平成20年３月20日）

当事業年度

（自　平成20年３月21日 

至　平成21年３月20日）

対前期増減

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 増減額（千円） 増減率（％）

 機械 939,303 12.3 1,013,287 15.7 73,984 7.9

 工具 1,684,681 22.0 1,483,704 22.9 △200,977 △11.9

 産機 3,498,358 45.7 2,628,731 40.6 △869,627 △24.9

 伝動機器 762,280 10.0 672,566 10.4 △89,714 △11.8

 その他 762,796 10.0 672,669 10.4 △90,127 △11.8

 合計 7,647,418 100.0 6,470,957 100.0 △1,176,461 △15.4

（注）１．商品区分の内訳は、つぎのとおりであります。

区分 主要商品

機械 金属工作機械、鍛圧機械、自動プログラミング、製缶・鉄骨機械関連

工具
切削工具、作業工具、測定工具・機器、ツーリング工作用機器、伝動工具、空気工具、

その他 

産機
原動機、油・空圧機器、コンプレッサー、省力化・合理化機器、荷役・搬送機器、溶接

機、管工機材、保管機器、環境改善機器、ＭＥ機器、化学製品、建機、その他 

伝動機器 軸受、伝導機、伝導用品、変・減速機、その他

その他 鋼材、ＯＡ機器、食品関連機器、家電品、季節商品、その他 

２．販売数量については、品種が多岐にわたり数量表示が困難なため、記載を省略しております。

３．最近２事業年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりでありま

す。なお、当事業年度は販売割合が10％以上の相手先がないため記載を省略しております。

相手先 

前事業年度

（自　平成19年３月21日 

至　平成20年３月20日）

当事業年度

（自　平成20年３月21日 

至　平成21年３月20日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

東北ヒロセ電機株式会社 871,592 11.4 － －

 合計 871,592 11.4 － －

４．記載金額には、消費税等は含んでおりません。

(2）仕入実績

区分

前事業年度

（自　平成19年３月21日 

至　平成20年３月20日）

当事業年度

（自　平成20年３月21日 

至　平成21年３月20日）

対前期増減

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 増減額（千円） 増減率（％）

 機械 808,289 12.4 896,610 16.2 88,321 10.9

 工具 1,436,287 22.0 1,279,754 23.1 △156,532 △10.9

 産機 2,925,997 44.8 2,216,877 40.0 △709,120 △24.2

 伝動機器 637,494 9.8 555,270 10.1 △82,224 △12.9

 その他 715,578 11.0 588,905 10.6 △126,673 △17.7

 合計 6,523,646 100.0 5,537,417 100.0 △986,229 △15.1

（注）１．商品区分の内訳は、販売実績に記載の通りであります。

２．仕入数量については、品種が多岐にわたり数量表示が困難なため、記載を省略しております。

３．記載金額には、消費税等は含んでおりません。
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６．その他
(1）役員の異動

①代表取締役の異動 

　該当事項はありません。

②その他の役員の異動

　・新任取締役候補

取締役　　　　　菅野　省一　（現　執行役員技術部長）

　・退任予定取締役

取締役会長　　　日下　　隆　（顧問　就任予定）　

取締役　　　　　菊地　彬夫

③就任予定日

　平成21年６月18日
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