
平成21年3月期 決算短信 
平成21年5月1日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 ＴＯＡ株式会社 上場取引所 東 大 
コード番号 6809 URL http://www.toa.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 吉川 隆典
問合せ先責任者 （役職名） 執行役員経理部長 （氏名） 田中 利秀 TEL 078-303-5620
定時株主総会開催予定日 平成21年6月26日 配当支払開始予定日 平成21年6月29日
有価証券報告書提出予定日 平成21年6月26日

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 34,874 △7.0 2,845 △32.5 2,843 △30.8 1,707 △15.9
20年3月期 37,509 7.6 4,212 15.7 4,107 9.3 2,029 △15.4

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 49.61 ― 6.2 7.9 8.2
20年3月期 58.49 ― 7.3 11.1 11.2

（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 34,397 27,491 78.4 795.66
20年3月期 37,476 28,731 74.7 807.16

（参考） 自己資本   21年3月期  26,959百万円 20年3月期  28,007百万円

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 1,411 △748 △992 10,864
20年3月期 3,987 △1,122 △931 11,947

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 ― 10.00 ― 10.00 20.00 694 34.2 2.5
21年3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00 684 40.3 2.5
22年3月期 

（予想） ― 10.00 ― 10.00 20.00 52.1

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

15,200 △5.9 700 △34.5 700 △42.4 400 △43.0 11.81

通期 33,300 △4.5 2,200 △22.7 2,100 △26.1 1,300 △23.9 38.37

－1－



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、16ページ「(6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４ 会計処理基準に関する事項」及び、21ページ「(7) 連結財務諸表
作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注） １株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、35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 35,536,635株 20年3月期 35,536,635株
② 期末自己株式数 21年3月期  1,652,757株 20年3月期  838,202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 27,125 △8.5 1,464 △43.6 1,513 △40.9 811 80.9
20年3月期 29,649 3.2 2,595 △6.1 2,560 △17.0 448 △78.5

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
円 銭 円 銭

21年3月期 23.59 ―
20年3月期 12.93 ―

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 27,005 22,951 85.0 677.36
20年3月期 28,709 23,556 82.1 678.89

（参考） 自己資本 21年3月期  22,951百万円 20年3月期  23,556百万円

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）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化
等により、上記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

11,800 △7.8 500 △14.5 500 △31.4 300 △19.6 8.85

通期 26,500 △2.3 1,400 △4.4 1,400 △7.5 900 10.9 26.56

－2－
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当連結会計年度における日本経済は、原油・原材料価格の高騰により景気の減速懸念が高まる中、米

国の金融危機に端を発する世界同時不況が波及し、企業業績の減少やそれに伴う雇用環境にも厳しさが

増し、急速に景気の悪化が進みました。当業界におきましても官公庁・民間ともに設備投資計画の見直

しなどにより、需要が減少し非常に厳しい経営環境が続いております。 

海外においては、アメリカ地域では金融危機による景気の悪化が進行し、厳しい市場環境が続いてお

ります。ヨーロッパ地域の需要は概ね拡大傾向にありますが、一部の地域で景気減速による影響を受け

ています。アジア地域では、オリンピック需要が一巡した中国の景気が減速傾向にあります。 

このような状況の中で、当社グループは、音響分野、セキュリティ分野ともに新商品の投入により、

販売の拡大を図ってまいりましたが、景気低迷の影響を受け需要は減少しました。また生産面では、原

材料価格の高騰が続く中、国内・海外生産拠点における生産性の向上に取り組んでまいりましたが、コ

スト上昇分を吸収するまでには至りませんでした。 

  

売上高は、34,874百万円（前連結会計年度比 △2,635百万円、7.0％減）となりました。 

国内販売は、年度後半から顕著となった景気低迷の影響を受け、設備投資計画の見直しなど需要の減

少により、22,331百万円（前連結会計年度比△1,805百万円、7.5％減）となりました。 

海外販売は、アメリカ地域では金融危機の影響により市場全体の冷え込みが加速しており、チェーン

店舗向けＢＧＭ放送設備の売上が減少しました。ヨーロッパ地域の需要は概ね拡大傾向にありますが、

英国市場は景気減速により低迷しています。アジア地域では、北京オリンピックに沸いた中国の景気が

減速傾向になる中、アンプ、スピーカー等の中国専用品の市場投入、商品系列別の専門流通開拓などを

行ないました。また、堅調に推移していたアセアン諸国の市場にも不透明感が出てきています。この結

果、海外販売は、12,543百万円（前連結会計年度比△829百万円、6.2％減）となりました。 

  

利益面では、販売費及び一般管理費の抑制効果があったものの、売上高の減少が大きく影響し、営業

利益は2,845百万円（前連結会計年度比△1,367百万円、32.5％減）、経常利益は2,843百万円（前連結

会計年度比△1,264百万円、30.8％減）となりました。また当連結会計年度から「棚卸資産の評価に関

する会計基準」を新規適用したことにより、たな卸資産評価損115百万円を特別損失に計上しました。 

これらの結果、当期純利益は1,707百万円（前連結会計年度比△322百万円、15.9％減）となりまし

た。 

  

音響セグメントの連結売上高は27,629百万円（前連結会計年度比△1,110百万円、3.9％減）、営業利

益は4,906百万円（前連結会計年度比△754百万円、13.3％減）となりました。 

国内販売は、オフィスビルのリニューアル需要や工場の増改築需要があったものの、百貨店など商業

施設の設備投資計画の見直しなどから売上は減少しました。 

海外販売は、ヨーロッパ地域では、建築案件への非常・業務兼用放送設備の納入などが増加しまし

た。一方、アメリカ地域では全米の大手チェーン店舗の出店計画延期などによりＢＧＭ用アンプやペー

ジング用アンプの売上が減少し、アジア地域においてはオリンピックが閉幕した中国での建築案件の減

少や金融危機以後の欧米大手企業の撤退による投資意欲の減退から売上が減少しました。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

①当期の経営成績

（セグメント別の状況）

・音響セグメント
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音響セグメントにおける、当期の売上に貢献した主な新商品は以下の通りです。 

▽イベントコンパニオン、観光ガイド用途向けに、腰に装着して両手が自由な状態で拡声が可能な「ハ

ンズフリー拡声器」を発売しました。本体の身体への固定は伸縮性のベルトで行い、簡単装着で動き

ながらの使用にも対応可能です。携帯型オーディオプレーヤーを接続すれば、音楽などのBGMを再生

しながらの拡声が可能。直感的に操作できるボタンと大型回転式ボリュームの採用により、手袋等を

はめた状態でも操作性に優れています。 

▽学校・予備校等など、隣接室で同時にワイヤレスマイクロホンを使用する場合に、混信に強く、秘話

性に優れたワイヤレスマイクシステム「赤外線マイクシステム」を発売しました。電波と違い、赤外

線は壁などの遮蔽物を透過しないため、隣接する会議室や教室で同時に使用しても混信せず、また、

室外からの傍受や盗聴を防止でき、情報セキュリティの高まりを受け、行政、企業など、会議内容に

秘話性が求められる市場に対応しています。 

▽駅・空港・鉄道車両などの自動案内放送、工場・プラントでの自動音声アナウンスに 適な、「音声

ファイル装置」を発売しました。文節ごとに録音されたメッセージや音楽を、任意に編集・連結して

再生する機能を持ち、 大65,536文節の記憶や、 大16系統の音声の同時多重出力が可能で、国際空

港などの大規模な物件に対応します。 

▽音楽ホールや体育施設のメインスピーカー用途向けに、「ラインアレイスピーカーtypeC（タイプ・

シー）」を発売しました。ラインアレイとは、複数のスピーカーを垂直方向に近接配置し、線状の音

源（線音源）を構成する技術です。垂直方向への音の広がりを抑える特性を持ち、天井や床からの不

要な音の反射を抑え、明瞭な音声を伝達可能です。距離による音の減衰が少なく遠達性に優れるほ

か、ハウリングに強いなどの利点があります。 防滴仕様もラインアップし、水滴がかかる場所でも

使用可能な商品です。  

  

セキュリティセグメントの連結売上高は6,661百万円（前連結会計年度比△1,634百万円、19.7％

減）、営業利益は719百万円（前連結会計年度比△602百万円、45.6％減）となりました。 

新製品の市場導入などにより販売拡充を図りましたが、景気後退による需要の低迷により売上高は減

少しました。また、原材料価格の高騰や競合他社との価格競争激化により、営業利益は減少しました。

セキュリティセグメントにおける、当期の売上に貢献した主な新商品は以下の通りです。 

▽マンションや小型店舗などの一般防犯用途向けに、耐衝撃性能を備え、従来比30％小型化（当社比）

した「コンビネーションカメラ」を発売しました。 あらかじめ監視したい箇所の画角やズーム倍率

を64箇所まで記憶させ、ワンタッチで再現する「プリセット機能」を搭載。また、プライバシーに配

慮して、隣接家屋の窓など撮影してはいけない部分をグレーに塗りつぶして表示できなくする「プラ

イバシーマスキング機能」などの機能を搭載した商品です。 

▽コンビニエンスストアの事務室、中規模マンションの管理人室などの限られたスペースに設置するの

に適した、壁掛型デジタルレコーダーを発売しました。接続可能なカメラ台数を4台（4局）とし、映

像だけでなく、4系統の音声の同時録音が可能なユニットに15型液晶モニターを搭載しております。

インターネットなどのIPネットワークを経由しての遠隔監視や本機の遠隔操作が可能です。本部で監

視カメラ映像を集中管理する必要のある、多店舗展開する商業施設などへの展開を図ります。 

▽業界 大水準の2TBハードディスクを搭載した防犯カメラ用「デジタルレコーダー」を発売しまし

た。16台の防犯カメラを接続し、鮮明な映像と音声をハードディスクに約11万8千時間録画すること

ができます。また、ネットワークを経由しての遠隔監視や録画映像の確認が可能です。セキュリティ

対策に重要な時刻の記録については、時刻補正機能を内蔵し、常に正しい時間を記録します。その

他、本機の動作状況（アラーム動作）を、メールで管理者に通知する機能など、利便性の高い機能を

搭載しています。 

・セキュリティセグメント
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音声技術、映像技術、伝送技術の発展と融合を行い、事業領域の拡大に繋がる技術開発を進めており

ます。 

・音響・映像機器のネットワーク化を推進しています。 

・映像技術は画像センシングと認識技術に注力し、インテリジェントセキュリティシステムを目指してお

り、音響信号処理技術と動体自動追尾技術を組み合わせた複合技術などの開発を行っています。 

・アクティブ消音技術は、三次元空間のより広い範囲で低い周波数の騒音に低減効果を発揮する装置のフ

ィールドテストを行っています。 

  

 

  

次期の国内外の経済環境は、金融危機による世界同時不況が当面続くものと思われます。当業界にお

きましては、民間設備投資計画の縮小に伴い需要の減少が予想され、競合他社との競争が一層激しさを

増すものと思われます。 

このような環境の中、国内では、より一層顧客中心の営業体制にシフトし、リニューアル需要の掘り

起こしを行います。また、セキュリティ・ネットワーク専門営業を主要都市に配置し、各エリアにおけ

る販売を推進牽引いたします。海外におきましては、世界各地域において商品をベースとしたブランド

価値と認知度の向上を図り、エンドユーザーの指名・定番化を促進し、販売の拡大に繋げていきます。

生産面においては、引き続き生産効率の向上とコスト競争力の向上に取り組み、利益の確保に努めて

まいります。 

  

（研究開発の状況）

②次期の見通し

売上高(百万円) 営業利益
(百万円)

経常利益
(百万円)

当期純利益 
(百万円)

１株当たり
当期純利益 

(円)合計 （国内） （海外）

平成22年３月期 33,300 (22,300) (11,000) 2,200 2,100 1,300 38.37

平成21年３月期 34,874 (22,331) (12,543) 2,845 2,843 1,707 49.61

増減率 △4.5％ (△0.1％) (△12.3％) △22.7％ △26.1％ △23.9％ △22.7％
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当連結会計年度における資産総額は34,397百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,079百万円の減

少となりました。減少の主な要因は、現金及び預金の減少、受取手形及び売掛金の回収、たな卸資産の

減少などによるものです。負債総額は6,906百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,839百万円の減少

となりました。減少の主な要因は、支払手形及び買掛金の支払い、未払法人税の減少などによるもので

す。また、純資産につきましては27,491百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,239百万円の減少と

なりました。これは主に、利益剰余金の増加はありましたが、自己株式の買入れや為替の円高による影

響などによるものであります。 

  

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ

1,083百万円減少し、当連結会計年度末には、10,864百万円となりました。当連結会計年度における各

キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（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よる資金の増加は1,411百万円となりました。これらは主に法人

税の支払いが1,537百万円ありましたが、税金等調整前当期純利益が2,689百万円あったこと、売上債権

の減少による資金の増加が433百万円あったことなどにより資金が増加しました。 

  

（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資金の減少は748百万円となりました。これらは主に定期預

金の預入れによる支出が888百万円あったこと、海外及び国内生産子会社の生産設備などの取得による

資金の減少が491百万円あったことなどによるものです。 

  

（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資金の減少は992百万円となりました。これらは主に自己株

式の取得による支出が402百万円、配当金支払による資金の減少が691百万円あったことなどによるもの

です。 

  

当社は、株主への利益還元の充実を経営の優先課題の一つとして位置づけております。利益配分に関

しましては、安定的な配当を基本におくとともに、業績を勘案しつつ株主への利益還元を図ってまいり

ます。また内部留保にも意を配り、長期的に安定した経営基盤を確保するとともに、積極的な研究開発

投資を行い会社の競争力を高め、また財務体質の強化を図ることにより、企業価値の向上に努めてまい

ります。当期における１株当たり配当金は、年間20円を予定しております。（内10円の配当を中間配当

で実施済）また、次期の１株当たり配当金は当期と同様に年間で20円（中間配当金10円、期末配当金10

円）を予定しております。 

  

(2) 財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

②キャッシュ・フローの状況

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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当社の企業集団は、当社及び子会社19社の計20社で構成されており、音響セグメントとセキュリティ

セグメントの２つを中心に製造、販売及び、これらに関連する事業を営んでおります。音響セグメント

は、拡声放送機器、プロサウンド機器、通信機器で構成されており、セキュリティセグメントは映像機

器を中心としております。 

グループ各社は、開発・製造及び販売に機能分担していますが、下図にも示しているとおり開発と生

産会社は事業別に一体性を持たせるようにしております。 

各社の位置付けとしましては、当社が企画・開発した製品を生産委託している国内生産子会社と海外

生産子会社等から受け入れ、販売しております。 

国内市場では代理店を経由し、北米、欧州・アフリカ・中近東、アジア・オセアニア地域へは現地販

売子会社を経由して販売しており、また海外市場の一部へは国内商社及び現地代理店等を経由して販売

しております。 

国内子会社のTOAエンジニアリング㈱はエンジニアリングを、㈱ジーベックはソフト企画制作、音響

ホール・スタジオ等の管理・運営などの専門機能を分担する会社であります。 

以上の事業概要図は次のとおりであります。 
  

 

  
・当連結会計年度における関係会社の異動状況 

国内子会社２社（アコース㈱、パスコ㈱）を平成20年10月１日付けでアコース㈱を存続会社として合

併いたしました。 

2. 企業集団の状況
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当社グループは、「プロの厳しい基準にかなう高い専門性を追求し、徹底した市場細分化と創造的な

商品開発により、人間社会の《音によるコミュニケーション》に貢献する国際企業をめざす」という企

業目的のもとで、 

 ・顧客が安心して使用できる商品をつくる。 

 ・取引先が安心して取引きできるようにする。 

 ・従業員が安心して働けるようにする。 

の「三つの安心」を経営基本方針として、創業以来一貫して、事業を進めてまいりました。また、当社

グループは社会の公器として、顧客・株主・取引先・従業員など、すべてのステークホルダーの信頼と

期待にお応えできるよう日々、経営を行っております。 

  

当社は、主な経営指標として、ＲＯＥ（自己資本当期純利益率)、及び、ＲＯＡ(総資産経常利益率)

を活用しております。収益構造の変革、コストダウン、資産の効率的運用などによりその向上を図り、

株主価値の一層の向上を目指して行きます。 

  

激変する経済環境へ対処すべく、昨年度よりスタートしました中期５ヵ年計画の一部見直しを行な

い、新たに2014年度に到達点を置いた中期経営計画をスタートいたします。 

 “成長拡大路線”を事業運営の基本とし、ＴＯＡ本社集中型から世界各地域における市場密着型の経

営を指向し、ＴＯＡグループの発展拡大に取り組んでまいります。 

  

（めざす企業像） 

① 独自の技術と魅力ある商品・サービスによって新たな価値を創造する企業グループ 

② ＴＯＡグループのブランドが信頼できるブランドとして、広く社会に認知されている企業グループ

③ 顧客の課題解決型ビジネスを推進する企業グループ 

④ グローバルな視野で経営を推進する企業グループ 

⑤ 環境保全、社会貢献に積極的に取り組む企業グループ 

⑥ 活力ある企業グループ 

⑦ 社会の信頼に応える誠実な企業グループ 

  

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 会社の経営戦略と対処すべき課題
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（事業領域） 

① セキュリティ＆セーフティ分野 

 『音や映像などを駆使し、「社会の安心」という価値を創造する事業』 

② インフォメーション＆コミュニケーション分野 

 『音や映像などを駆使し、社会生活の「安心」・「快適」・「利便性」という価値を創造する事業』

③ プロフェッショナルオーディオ分野 

 『音そのものの特性を追求し、人々の「感動」・「共感」という価値を創造する事業』 

  

 

  

（基本戦略） 

① 海外販売を拡大する 

② セキュリティ事業を拡大する 

③ 市場構造、流通構造、技術の変化に対応した営業体制の整備を行い、顧客満足を基本とした販売を

展開する 

④ ＴＯＡグループのブランド戦略を展開する 

⑤ 活力ある組織・風土を醸成する 

⑥ 環境保全に積極的に取り組む 

  

該当事項はありません。 

  

(4) その他、会社の経営上重要な事項
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4. 連結財務諸表

(1) 連結貸借対照表

(単位：百万円) 

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 12,458 10,693 

受取手形及び売掛金 7,769 6,915 

有価証券 500 1,300 

たな卸資産 5,913 － 

製品 － 3,550 

仕掛品 － 241 

原材料及び貯蔵品 － 1,572 

繰延税金資産 575 457 

その他 250 343 

貸倒引当金 △66 △65 

流動資産合計 27,401 25,009 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 6,855 6,792 

減価償却累計額 △3,527 △3,644 

建物及び構築物（純額） 3,328 3,148 

機械装置及び運搬具 1,177 1,041 

減価償却累計額 △837 △740 

機械装置及び運搬具（純額） 340 300 

工具、器具及び備品 4,167 3,821 

減価償却累計額 △3,513 △3,291 

工具、器具及び備品（純額） 653 530 

土地 2,413 2,331 

リース資産 － 99 

減価償却累計額 － △41 

リース資産（純額） － 57 

建設仮勘定 3 5 

有形固定資産合計 6,740 6,373 

無形固定資産 

ソフトウエア 272 257 

ソフトウエア仮勘定 － 48 

その他 143 112 

無形固定資産合計 416 418 

投資その他の資産 

投資有価証券 ※1 1,940 ※1 1,340 

長期貸付金 38 29 

繰延税金資産 584 837 

その他 355 389 

投資その他の資産合計 2,918 2,596 

固定資産合計 10,075 9,388 

資産合計 37,476 34,397 
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(単位：百万円) 

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 3,522 2,766 

短期借入金 209 297 

1年内返済予定の長期借入金 12 5 

リース債務 － 14 

未払法人税等 717 95 

繰延税金負債 0 5 

賞与引当金 149 136 

製品保証引当金 3 16 

その他 1,687 1,199 

流動負債合計 6,302 4,536 

固定負債 

長期借入金 6 － 

リース債務 － 64 

退職給付引当金 1,928 1,796 

その他 508 508 

固定負債合計 2,443 2,369 

負債合計 8,745 6,906 

純資産の部 

株主資本 

資本金 5,279 5,279 

資本剰余金 6,866 6,866 

利益剰余金 16,152 17,181 

自己株式 △558 △960 

株主資本合計 27,740 28,367 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 491 169 

為替換算調整勘定 △224 △1,577 

評価・換算差額等合計 266 △1,407 

少数株主持分 723 531 

純資産合計 28,731 27,491 

負債純資産合計 37,476 34,397 
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(2) 連結損益計算書

(単位：百万円) 

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 37,509 34,874 

売上原価 ※4 19,455 ※1, ※4 18,778 

売上総利益 18,054 16,095 

販売費及び一般管理費 ※2, ※4 13,841 ※2, ※4 13,250 

営業利益 4,212 2,845 

営業外収益 

受取利息 76 80 

受取配当金 24 42 

受取保険金及び配当金 72 28 

その他 68 77 

営業外収益合計 242 229 

営業外費用 

支払利息 26 20 

為替差損 256 183 

その他 63 27 

営業外費用合計 346 232 

経常利益 4,107 2,843 

特別利益 

固定資産売却益 － ※3 21 

特別利益合計 － 21 

特別損失 

たな卸資産評価損 － ※1 115 

投資有価証券評価損 － 58 

のれん一括償却額 497 － 

特別損失合計 497 174 

税金等調整前当期純利益 3,610 2,689 

法人税、住民税及び事業税 1,484 844 

法人税等調整額 12 88 

法人税等合計 1,497 933 

少数株主利益 83 49 

当期純利益 2,029 1,707 
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(3) 連結株主資本等変動計算書

(単位：百万円) 

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 5,279 5,279 

当期末残高 5,279 5,279 

資本剰余金 

前期末残高 6,866 6,866 

当期末残高 6,866 6,866 

利益剰余金 

前期末残高 14,817 16,152 

当期変動額 

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － 14 

剰余金の配当 △694 △692 

当期純利益 2,029 1,707 

当期変動額合計 1,335 1,029 

当期末残高 16,152 17,181 

自己株式 

前期末残高 △545 △558 

当期変動額 

自己株式の取得 △13 △402 

当期変動額合計 △13 △402 

当期末残高 △558 △960 

株主資本合計 

前期末残高 26,417 27,740 

当期変動額 

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － 14 

剰余金の配当 △694 △692 

当期純利益 2,029 1,707 

自己株式の取得 △13 △402 

当期変動額合計 1,322 627 

当期末残高 27,740 28,367 
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(単位：百万円) 

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 919 491 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△427 △321 

当期変動額合計 △427 △321 

当期末残高 491 169 

為替換算調整勘定 

前期末残高 △283 △224 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

59 △1,352 

当期変動額合計 59 △1,352 

当期末残高 △224 △1,577 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 635 266 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△368 △1,674 

当期変動額合計 △368 △1,674 

当期末残高 266 △1,407 

少数株主持分 

前期末残高 681 723 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 42 △192 

当期変動額合計 42 △192 

当期末残高 723 531 

純資産合計 

前期末残高 27,734 28,731 

当期変動額 

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － 14 

剰余金の配当 △694 △692 

当期純利益 2,029 1,707 

自己株式の取得 △13 △402 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △326 △1,866 

当期変動額合計 996 △1,239 

当期末残高 28,731 27,491 
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(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円) 

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 3,610 2,689 

減価償却費 775 725 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △305 △87 

受取利息及び受取配当金 △100 △123 

為替差損益（△は益） △11 316 

支払利息 26 20 

固定資産売却損益（△は益） － △21 

投資有価証券評価損益（△は益） － 58 

のれん一括償却額 497 － 

売上債権の増減額（△は増加） 528 433 

たな卸資産の増減額（△は増加） △82 △238 

仕入債務の増減額（△は減少） 28 △529 

その他 263 △404 

小計 5,229 2,839 

利息及び配当金の受取額 100 123 

利息の支払額 △21 △13 

法人税等の支払額 △1,321 △1,537 

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,987 1,411 

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 △338 △888 

定期預金の払戻による収入 299 711 

投資有価証券の取得による支出 △1,204 － 

投資有価証券の売却による収入 705 － 

有形固定資産の取得による支出 △478 △491 

有形固定資産の売却による収入 3 42 

無形固定資産の取得による支出 △105 △127 

貸付金の回収による収入 13 9 

その他 △15 △2 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,122 △748 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入金の純増減額（△は減少） △180 167 

長期借入金の返済による支出 △32 △11 

自己株式の取得による支出 △13 △402 

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △22 △16 

配当金の支払額 △694 △691 

少数株主からの払込みによる収入 42 － 

少数株主への配当金の支払額 △30 △37 

財務活動によるキャッシュ・フロー △931 △992 

現金及び現金同等物に係る換算差額 6 △753 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,939 △1,083 

現金及び現金同等物の期首残高 10,008 11,947 

現金及び現金同等物の期末残高 11,947 10,864 
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該当事項はありません。 
  

  

(5) 継続企業の前提に関する注記

(6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項  連結子会社の数20社(国内５社、在外

15社)

 主要な連結子会社の名称

 「企業集団の状況」に記載している

ため省略しております。

 なお、PT. TOA GALINDRA ELECTRONICS.

については平成 19年６月に、TOA 

ELECTRONICS (M) SDN.BHD. について

は平成20年３月に新規設立したこと

に伴い、当連結会計年度から連結子

会社に含めております。

 連結子会社の数19社(国内４社、在外

15社)

 主要な連結子会社の名称

 「企業集団の状況」に記載しているた

め省略しております。

なお、前連結会計年度まで連結子会社

であったパスコ㈱は、平成20年10月１

日付けでアコース㈱が吸収合併したた

め連結の範囲から除いておりますが、

合併前のパスコ㈱の損益計算書、株主

資本等変動計算書及びキャッシュ・フ

ロー計算書については連結しておりま

す。

２ 持分法の適用に関する

事項

(1) 持分法適用の関連会社

なし

(1) 持分法適用の関連会社

なし

(2) 持分法を適用していない関連会社

(池上金属㈱)は、連結純損益及び利

益剰余金等に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ全体としても重要性がない

ため、持分法から除外しておりま

す。

(2)      同左

３ 連結子会社の事業年度

等に関する事項

 連結子会社のうち、決算日が連結決

算日と異なる子会社は次の在外子会社

であります。いずれも決算日は12月末

日であります。

同左

 連結子会社名 

TOA ELECTRONICS, INC. 

TOA CANADA CORPORATION 

TOA CORPORATION (UK) LIMITED 

TOA Electronics Europe G.m.b.H. 

TOA ELECTRONICS TAIWAN CORPORATION 

TOA(HONG KONG)LIMITED 

TOA (CHINA) LIMITED. 

TOA ELECTRONICS PTE LTD 

TOA ELECTRONICS (M) SDN.BHD. 

BBM ELECTRONICS GROUP LIMITED 

TOA VIETNAM CO.,LTD. 

PT. TOA GALVA INDUSTRIES. 

PT. TOA GALINDRA ELECTRONICS. 

得洋電子工業股份有限公司 

得技電子(深圳)有限公司 

 連結財務諸表の作成に当っては、そ

れぞれの決算日現在の財務諸表を使用

しておりますが連結決算日との間に生

じた重要な連結会社間取引について連

結上必要な調整を行っております。

 

４ 会計処理基準に関する

事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方

法

 ① 有価証券

   その他有価証券

    時価のあるもの

     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) 重要な資産の評価基準及び評価方法

 ① 有価証券

   その他有価証券

    時価のあるもの

同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

    時価のないもの 

     移動平均法による原価法

    時価のないもの

同左

 ② デリバティブ取引により 

   生じる債権および債務 

     時価法

 ② デリバティブ取引により

   生じる債権および債務

同左

 ③ たな卸資産

   商品(在外販売子会社)

    主として先入先出法による低

価法

   製品

    主として月次総平均法による

原価法

   仕掛品及び原材料

    総平均法による原価法(ただ

し、一部原材料については

終仕入原価法)

   貯蔵品

    終仕入原価法

 ③ たな卸資産

    評価基準は、当社及び国内連結

子会社においては原価法（収益性

の低下による簿価切下げの方

法）、在外連結子会社においては

低価法によっております。

   商品(在外販売子会社)

    主として先入先出法

   製品

    主として月次総平均法

   仕掛品及び原材料

    総平均法(ただし、一部原材料

については 終仕入原価法)

   貯蔵品

    終仕入原価法

─── （会計方針の変更）

 当連結会計年度より、「棚卸資産

の評価に関する会計基準」（企業会

計基準第９号 平成18年７月５日公

表分）を適用しております。 

 これに伴い、前連結会計年度と同

一の方法によった場合と比べ、売上

総利益、営業利益及び経常利益が36

百万円、税金等調整前当期純利益が

152百万円それぞれ減少しておりま

す。 

 なお、セグメント情報に与える影

響については、当該箇所に記載して

おります。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の

方法

 ① 有形固定資産 

 

  建物(建物附属設備を含む)

定額法

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方

法

 ① 有形固定資産（リース資産を除

く）

  建物(建物附属設備を含む)

定額法

 

  建物以外

定率法

  (ただし、在外子会社は定額法)

   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 ６～50年

  機械装置及び運搬具 ６～11年

  工具、器具及び備品 ２～10年
 

  建物以外

定率法

  (ただし、在外子会社は定額法)

   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 ６～50年

  機械装置及び運搬具 ６～７年

  工具、器具及び備品 ２～10年

   また、当社及び国内連結子会社

は、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。

ＴＯＡ㈱（6809）平成21年３月期決算短信

－17－



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)

  (会計方針の変更) ───

   当社及び国内連結子会社は、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、

当連結会計年度から、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

基づく減価償却方法に変更してお

ります。 

 これに伴い、前連結会計年度と

同一の方法によった場合と比べ、

売上総利益が13百万円、営業利益

が16百万円、経常利益が16百万

円、税金等調整前当期純利益が16

百万円それぞれ減少しておりま

す。 

 なお、セグメント情報に与える

影響については、当該箇所に記載

しております。
     
  （追加情報）   （追加情報）

   当社及び国内連結子会社は、法

人税法の改正に伴い、当連結会計

年度から、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

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。 

 これに伴い、前連結会計年度と

同一の方法によった場合と比べ、

売上総利益が10百万円、営業利益

が28百万円、経常利益が28百万

円、税金等調整前当期純利益が28

百万円それぞれ減少しておりま

す。 

 なお、セグメント情報に与える

影響については、当該箇所に記載

しております。

───

───   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６～11年としておりましたが、

当連結会計年度より７年に変更し

ております。 

 この変更は平成20年度の税制改

正を契機に耐用年数を見直したこ

とによるものです。 

 この変更による当連結会計年度

の損益へ与える影響は軽微であり

ます。 

 なお、セグメント情報に与える

影響については、当該箇所に記載

しております。
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 ② 無形固定資産

定額法

 ② 無形固定資産（リース資産を除

く）

定額法

───  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

 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。

 ③ 長期前払費用

定額法

 ④ 長期前払費用

同左

(3) 重要な引当金の計上基準

 ① 貸倒引当金

   債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可

能性を検討し回収不能見込額を計

上しております。

(3) 重要な引当金の計上基準

 ① 貸倒引当金

同左

 ② 賞与引当金

   従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、国内子会社に

おいて支給見込額基準により計上

しております。

 ② 賞与引当金

同左

 ③ 退職給付引当金

   従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における退

職給付債務及び年金資産の見込額

に基づき計上しております。

   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以

内の年数(10年)による定額法によ

り翌期から費用処理することとし

ております。

   なお、国内子会社及び海外子会

社の一部については、小規模企業

における簡便法を採用しておりま

す。

 ③ 退職給付引当金

同左

(4) 重要なリース取引の処理方法

   リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、当社及び国内子会社では通常

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。

───

(5) 重要なヘッジ会計の方法

 ① ヘッジ会計の方法

   繰延ヘッジ処理によっておりま

す。ただし、為替予約が付されて

いる外貨建金銭債権債務について

は、振当処理を行っております。

(4) 重要なヘッジ会計の方法

 ① ヘッジ会計の方法

同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段：為替予約取引 

 ヘッジ対象：外貨建債権債務

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段：同左 

 ヘッジ対象：同左

 ③ ヘッジ方針

   主として当社の「リスク管理方

針」に基づき、当社グループの行

う取引のなかで、為替変動といっ

た相場変動等による損失のリスク

を持つ資産負債に対しては、実需

原則のもと、デリバティブを用い

てヘッジを行うこととしておりま

す。

 ③ ヘッジ方針

同左

 ④ ヘッジの有効性評価の方法

   ヘッジ手段の想定元本とヘッジ

対象に関する重要な条件が同一で

あり、かつ、ヘッジ開始時及びそ

の後も継続して、相場変動又はキ

ャッシュ・フロー変動を完全に相

殺するものと想定することができ

るため、ヘッジの有効性の判定は

省略しております。

 ④ ヘッジの有効性評価の方法

同左

(6) その他連結財務諸表作成のための

重要な事項

   消費税等の会計処理

   消費税及び地方消費税の会計処

理は、税抜方式によっておりま

す。

(5) その他連結財務諸表作成のための

重要な事項

   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。

同左

６ のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

 金額の重要な投資消去差額は、適正

期間にわたり毎期均等額を償却してお

り、金額が僅少な場合、発生年度の損

益としております。

 尚、BBM ELECTRONICS GROUP LIMITED

買収に伴う投資消去差額は、重要性か

ら20年間にわたり毎期均等額を償却し

ております。

───

（追加情報） 

 BBM ELECTRONICS GROUP LIMITEDの

のれんについては、従来20年間で均等

償却することとしておりましたが、当

連結会計年度末に当該株式を減損処理

することに伴い、その未償却残高497

百万円を一括償却し、特別損失として

計上しております。

７ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

 連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金(現金及び現金同等物)は、手

許現金、随時引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ヵ月以内に償還期限の到

来する短期投資からなっております。

同左
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(7) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

─── （リース取引に関する会計基準等）

 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、当連結会計年度より、「リース取引に関

する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17

日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改

正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日

本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30

日改正））を適用し、通常の売買取引に係る会計処理に

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。 

 これに伴い、前連結会計年度と同一の方法によった場

合と比べ、損益に与える影響は軽微であります。 

 なお、セグメント情報に与える影響については、当該

箇所に記載しております。

─── （連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関

する当面の取扱い）

 当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における在

外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応

報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結上必要

な修正を行っております。 

 この結果、当連結会計年度の期首の利益剰余金が14百

万円増加しております。また、前連結会計年度と同一の

方法によった場合と比べ、売上総利益に与える影響は軽

微でありますが、営業利益が15百万円、経常利益が40百

万円、税金等調整前当期純利益が48百万円、それぞれ増

加しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響については、当該

箇所に記載しております。

（表示方法の変更）

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

─── （連結貸借対照表）

 財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成20

年８月７日内閣府令第50号）が適用となることに伴い、

前連結会計年度において、「たな卸資産」として掲記さ

れたものは、当連結会計年度から「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「製品」

「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」はそれぞれ3,651百万

円、378百万円、1,882百万円であります。
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(8) 連結財務諸表に関する注記事項

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(平成21年３月31日)

※１ 非連結子会社及び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) 1百万円

※１ 非連結子会社及び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) 1百万円

 ２ コミットメントライン(特定融資枠契約)

    当社は運転資金の効率的な調達を行うため主要

取引金融機関とコミットメントライン(特定融資

枠契約)を締結しております。

コミットメントライン
契約の総額

3,100百万円

当連結会計年度末未実行残高 3,100百万円

当連結会計年度契約手数料 5百万円

 ２ コミットメントライン(特定融資枠契約)

    当社は運転資金の効率的な調達を行うため主要

取引金融機関とコミットメントライン(特定融資

枠契約)を締結しております。

コミットメントライン
契約の総額

3,100百万円

当連結会計年度末未実行残高 3,100百万円

当連結会計年度契約手数料 5百万円

(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 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低

下による簿価切下額

売上原価 36百万円

特別損失 115百万円

※２ 販売費及び一般管理費の内、主要な費目は次のと

おりであります。

販売諸経費 2,374百万円

給料及び福利費 7,507百万円

賞与引当金繰入額 5百万円

退職給付費用 309百万円

減価償却費 338百万円

※２ 販売費及び一般管理費の内、主要な費目は次のと

おりであります。

販売諸経費 2,326百万円

給料及び福利費 7,196百万円

賞与引当金繰入額 6百万円

退職給付費用 366百万円

減価償却費 298百万円

――― ※３ 固定資産売却益

土地 11百万円

長期前払費用 7百万円

その他（車両運搬具等） 1百万円

計 21百万円

※４ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費

2,714百万円

※４ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費

2,823百万円
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（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加     14,152株 
  

    該当事項はありません。 
  

 
  

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(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

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 35,536,635 ─ ─ 35,536,635

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 824,050 14,152 ─ 838,202

３ 新株予約権等に関する事項

４ 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
（百万円）

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 347 10.00 平成19年３月31日 平成19年６月29日

平成19年10月31日 
取締役会

普通株式 347 10.00 平成19年９月30日 平成19年12月３日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

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 346 10.00 平成20年３月31日 平成20年６月30日
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（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 取締役会決議による自己株式の取得による増加  800,000株 

 単元未満株式の買取りによる増加         14,555株 
  

    該当事項はありません。 
  

 
  

    次のとおり、決議を予定しております。 

 
  

  

 
  

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)

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 35,536,635 ─ ─ 35,536,635

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 838,202 814,555 ─ 1,652,757

３ 新株予約権等に関する事項

４ 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
（百万円）

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 346 10.00 平成20年３月31日 平成20年６月30日

平成20年10月31日 
取締役会

普通株式 345 10.00 平成20年９月30日 平成20年12月２日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

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 利益剰余金 338 10.00 平成21年３月31日 平成21年６月29日

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 

  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

現金及び預金勘定 12,458百万円

譲渡性預金 

(有価証券勘定)
500百万円

預入期間が３か月を超える
定期預金

△1,011百万円

現金及び現金同等物 11,947百万円

  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

現金及び預金勘定 10,693百万円

譲渡性預金 

(有価証券勘定)
1,300百万円

預入期間が３か月を超える
定期預金

△1,129百万円

現金及び現金同等物 10,864百万円
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(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度(平成19年４月１日～平成20年３月31日)

音響 
セグメント 
(百万円)

セキュリティ
セグメント 
(百万円)

その他
(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 28,740 8,295 473 37,509 ─ 37,509

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

─ ─ 19 19 (19) ─

計 28,740 8,295 493 37,529 (19) 37,509

営業費用 23,079 6,972 482 30,534 2,762 33,297

営業利益 5,661 1,322 10 6,994 (2,782) 4,212

Ⅱ 資産、減価償却費及び 
  資本的支出

資産 22,270 6,085 1,120 29,476 8,000 37,476

減価償却費 506 173 35 714 60 775

資本的支出 458 122 17 599 53 652

当連結会計年度(平成20年４月１日～平成21年３月31日)

音響 
セグメント 
(百万円)

セキュリティ
セグメント 
(百万円)

その他
(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 27,629 6,661 583 34,874 ─ 34,874

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

─ ─ 19 19 (19) ─

計 27,629 6,661 602 34,893 (19) 34,874

営業費用 22,723 5,941 599 29,264 2,765 32,029

営業利益 4,906 719 3 5,629 (2,784) 2,845

Ⅱ 資産、減価償却費及び 
  資本的支出

資産 20,653 5,037 1,091 26,782 7,615 34,397

減価償却費 443 157 36 637 87 725

資本的支出 490 100 10 601 50 652
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(注) １ セグメントの区分は製品、サービスの種類等の類似性によっております。 

２ 各区分の主な製品、サービス 

 (1) 音響セグメント………………拡声放送機器、プロサウンド機器、通信機器 

 (2) セキュリティセグメント……映像機器 

 (3) その他…………………………音ソフト制作、消音他 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は、主に当社の管理部門に係る費用であ

り、金額は以下のとおりであります。 

 
４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産は、主に当社の長期投資資金(投資有価証券)と、当社の

管理部門に係る資産等であり、金額は以下のとおりであります。 

 
５ 会計方針の変更 

 ・当連結会計年度より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表

分）を適用しております。 

 この変更により前連結会計年度と同一の方法によった場合と比べ、営業費用は、音響セグメントにおいて

18百万円増加、セキュリティセグメントにおいて17百万円増加し、営業利益は、それぞれのセグメントにお

いて同額減少しております。 

 ・当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対

応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結上必要な修正を行っております。 

 この変更により前連結会計年度と同一の方法によった場合と比べ、営業費用は音響セグメントにおいて15

百万円減少し、営業利益は、同セグメントにおいて同額増加しております。 

 ・所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、当連結会計年度より、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年

６月17日（企業審議会第一部会）、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。 

 この変更に伴う当連結会計年度の各セグメントに与える影響は、軽微であります。 

６ 追加情報 

   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６～11年としておりましたが、当連結

会計年度より７年に変更しております。 

 この変更は平成20年度の税制改正を契機に耐用年数を見直したことによるものです。 

 この変更に伴う当連結会計年度の各セグメントに与える影響は、軽微であります。 

  

前連結会計年度 2,782百万円 当連結会計年度 2,784百万円

前連結会計年度 8,000百万円 当連結会計年度 7,615百万円
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２ 所在地別セグメント情報

前連結会計年度(平成19年４月１日～平成20年３月31日)

日本 
(百万円)

北米 
(百万円)

欧州
(百万円)

アジア
(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ 売上高及び 
  営業損益

  売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

24,753 3,374 4,904 4,477 37,509 ─ 37,509

 (2) セグメント間 
   の内部売上高 
   又は振替高

5,916 2 150 6,484 12,555 (12,555) ─

計 30,670 3,376 5,055 10,961 50,065 (12,555) 37,509

  営業費用 24,942 3,215 4,510 10,452 43,120 (9,823) 33,297

  営業利益 5,727 161 545 509 6,944 (2,731) 4,212

Ⅱ 資産 22,739 1,511 3,305 4,977 32,533 4,943 37,476

当連結会計年度(平成20年４月１日～平成21年３月31日)

日本 
(百万円)

北米 
(百万円)

欧州
(百万円)

アジア
(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ 売上高及び 
  営業損益

  売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

22,947 2,700 4,735 4,490 34,874 ─ 34,874

 (2) セグメント間 
   の内部売上高 
   又は振替高

5,242 3 40 5,694 10,980 (10,980) ─

計 28,190 2,704 4,775 10,184 45,855 (10,980) 34,874

  営業費用 23,704 2,644 4,165 9,921 40,434 (8,405) 32,029

  営業利益 4,486 59 610 263 5,420 (2,574) 2,845

Ⅱ 資産 21,315 1,091 2,769 4,005 29,181 5,215 34,397
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(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度及び事業活動の相互関連性によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

    (1) 北米………アメリカ・カナダ 

    (2) 欧州………ドイツ・イギリス・フランス 

    (3) アジア……台湾・香港・インドネシア・ベトナム・シンガポール・中国 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は、主に当社の管理部門に係る費用であ

り、金額は以下のとおりであります。 

 
４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産は、主に当社の長期投資資金(投資有価証券)と、当社の

管理部門に係る資産等であり、金額は以下のとおりであります。 

 
５ 会計方針の変更 

 ・当連結会計年度より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表

分）を適用しております。 

 この変更により前連結会計年度と同一の方法によった場合と比べ、営業費用は、日本セグメントにおいて

36百万円増加し、営業利益は、同セグメントにおいて同額減少しております。 

 ・当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対

応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結上必要な修正を行っております。 

 この変更により前連結会計年度と同一の方法によった場合と比べ、アジアセグメントに与える影響は軽微

でありますが、欧州セグメントにおいて、営業費用が14百万円減少し、営業利益が同額増加しております。

 ・所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、当連結会計年度より、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年

６月17日（企業審議会第一部会）、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。 

 この変更に伴う当連結会計年度の各セグメントに与える影響は、軽微であります。 

６ 追加情報 

   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６～11年としておりましたが、当連結

会計年度より７年に変更しております。 

 この変更は平成20年度の税制改正を契機に耐用年数を見直したことによるものです。 

 この変更に伴う当連結会計年度の各セグメントに与える影響は、軽微であります。 

  

前連結会計年度 2,782百万円 当連結会計年度 2,784百万円

前連結会計年度 8,000百万円 当連結会計年度 7,615百万円
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(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度及び事業活動の相互関連性によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

    (1) 北米・中南米……………アメリカ、カナダ、中南米地域 

    (2) 欧州・中近東……………ドイツ・イギリス他欧州地域、中近東・アフリカ地域 

    (3) アジア・オセアニア……台湾・中国・香港他アジア地域、オセアニア地域 

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。 

  

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度及び事業活動の相互関連性によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

    (1) 北米・中南米……………アメリカ、カナダ、中南米地域 

    (2) 欧州・中近東……………ドイツ・イギリス他欧州地域、中近東・アフリカ地域 

    (3) アジア・オセアニア……台湾・中国・香港他アジア地域、オセアニア地域 

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。 

  

３ 海外売上高

前連結会計年度(平成19年４月１日～平成20年３月31日)

北米・中南米 欧州・中近東
アジア・
オセアニア

計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 3,602 4,918 4,852 13,372

Ⅱ 連結売上高(百万円) 37,509

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

9.6 13.1 12.9 35.7

当連結会計年度(平成20年４月１日～平成21年３月31日)

北米・中南米 欧州・中近東
アジア・
オセアニア

計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 2,972 4,747 4,823 12,543

Ⅱ 連結売上高(百万円) 34,874

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

8.5 13.6 13.8 36.0
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(リース取引関係)

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)

 

 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・リース取引に係る注記

 (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

減価償却 
累計額 
相当額

期末残高
相当額

(百万円) (百万円) (百万円)

工具、器具 
及び備品

545 303 242

機械装置 
及び運搬具

195 81 114

ソフトウエ
ア

29 14 15

合計 771 398 372

   なお、取得価額相当額は、有形固定資産の期末残

高等に占める未経過リース料期末残高の割合が低い

ため、支払利子込み法により算定しております。

 

 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

減価償却 
累計額 
相当額

期末残高
相当額

(百万円) (百万円) (百万円)

工具、器具
及び備品

445 302 142

機械装置
及び運搬具

189 109 79

ソフトウエ
ア

29 20 9

合計 665 432 232

   なお、取得価額相当額は、有形固定資産の期末残

高等に占める未経過リース料期末残高の割合が低い

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

１年内 151百万円

１年超 221百万円

計 372百万円

   なお、未経過リース料期末残高相当額は、有形固

定資産の期末残高等に占める未経過リース料期末残

高の割合が低いため、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

１年内 99百万円

１年超 132百万円

計 232百万円

   なお、未経過リース料期末残高相当額は、有形固

定資産の期末残高等に占める未経過リース料期末残

高の割合が低いため、支払利子込み法により算定し

ております。

 (3) 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 142百万円

減価償却費相当額 142百万円

 (3) 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 143百万円

減価償却費相当額 143百万円

 (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

   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。

─── １ 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、音響事業における生産設備（機械及

び装置）であります。

  ・無形固定資産

   主として、音響事業における図面管理用ソフト

ウエアであります。

 (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。

 

１ オペレーティング・リース取引に係る注記

  未経過リース料

１年内 146百万円

１年超 220百万円

計 366百万円

２ オペレーティング・リース取引

 オペレーティング・リース取引のうち解約不能のも

のに係る未経過リース料

１年内 120百万円

１年超 118百万円

計 239百万円
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(税効果会計関係)

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 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)

たな卸資産 300百万円

繰越欠損金 122百万円

未払事業税額 52百万円

未払費用 157百万円

貸倒引当金 31百万円

退職給付引当金 747百万円

長期未払金（役員退職慰労金） 28百万円

投資有価証券評価損 62百万円

減損損失 2百万円

その他 47百万円

繰延税金資産小計 1,553百万円

評価性引当額 △121百万円

繰延税金資産合計 1,431百万円

  (繰延税金負債)

その他有価証券評価差額金 146百万円

子会社留保利益 122百万円

その他 5百万円

繰延税金負債合計 273百万円

繰延税金資産の純額 1,157百万円

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

  (繰延税金資産)

たな卸資産 304百万円

繰越欠損金 92百万円

未払事業税額 6百万円

未払費用 52百万円

貸倒引当金 30百万円

退職給付引当金 699百万円

長期未払金（役員退職慰労金） 26百万円

投資有価証券評価損 235百万円

減損損失 2百万円

その他 92百万円

繰延税金資産小計 1,543百万円

評価性引当額 △116百万円

繰延税金資産合計 1,427百万円

  (繰延税金負債)

その他有価証券評価差額金 74百万円

子会社留保利益 43百万円

その他 19百万円

繰延税金負債合計 137百万円

繰延税金資産の純額 1,289百万円

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率の差異の原因となった主な項目別の内訳

国内の法定実効税率 40.6％

(調整)

永久に損金に算入されない項目 0.9％

永久に益金に算入されない項目 △0.6％

連結子会社の税率差異 △3.2％

住民税均等割額 1.4％

子会社留保利益の税効果 1.2％

のれん償却額 6.2％

試験研究費の特別税額控除 △4.2％

外国税額控除 △0.3％

その他 △0.7％

税効果会計適用後の法人税等の 
負担率

41.5％

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率の差異の原因となった主な項目別の内訳

国内の法定実効税率 40.6％

(調整)

永久に損金に算入されない項目 1.5％

永久に益金に算入されない項目 △1.0％

連結子会社の税率差異 △4.9％

住民税均等割額 1.9％

子会社留保利益の税効果 △2.2％

試験研究費の特別税額控除 △2.9％

外国税額控除 △0.5％

評価性引当額 1.9％

その他 0.3％

税効果会計適用後の法人税等の 
負担率

34.7％
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１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
(注) １ 株式の減損処理にあっては、期末時価が帳簿価額の50％を超えて下落したものに加え、同じく30％を超えて

下落したもので、過去12ヶ月の月末時価が一度も下落率30％未満まで回復しなかったものについては、回復

の見込みがないものとして減損処理を行うこととしております。 

２ 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価格であります。なお、当連結会計年度において減損処理を行い、

投資有価証券評価損58百万円を計上しております。 

  

２ 前連結会計年度中及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

  

 
   

  

３ 時価評価されていない有価証券 

  

 
  

(有価証券関係)

種類

前連結会計年度
(平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(平成21年３月31日)

取得原価 
(百万円)

連結貸借
対照表 
計上額 
(百万円)

差額
(百万円)

取得原価
(百万円)

連結貸借 
対照表 
計上額 
(百万円)

差額
(百万円)

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの

①株式 442 1,386 943 442 947 504

②債券 ─ ─ ─ ─ ─ ─

③その他 ─ ─ ─ ─ ─ ─

計 442 1,386 943 442 947 504

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの

①株式 624 507 △116 565 346 △219

②債券 ─ ─ ─ ─ ─ ─

③その他 ─ ─ ─ ─ ─ ─

計 624 507 △116 565 346 △219

合計 1,066 1,893 827 1,007 1,293 285

種類

前連結会計年度
(平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(平成21年３月31日)

売却額 
(百万円)

売却益の
合計額 
(百万円)

売却損の
合計額 
(百万円)

売却額
(百万円)

売却益の 
合計額 
(百万円)

売却損の
合計額 
(百万円)

 株式 0 ─ ─ ─ ─ ─

合計 0 ─ ─ ─ ─ ─

種類

前連結会計年度
(平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(平成21年３月31日)

連結貸借対照表計上額(百万円) 連結貸借対照表計上額(百万円)

①非連結子会社及び 
 関連会社株式

1 1

②その他有価証券

非上場株式 45 45

譲渡性預金 500 1,300
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１ 取引の状況に関する事項 
  

 
  

  

(デリバティブ取引関係)

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) 取引の内容および利用目的等

  当社グループは、外貨建営業債権債務に係る将来の

為替レートの変動リスクを回避する目的で先物為替予

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) 取引の内容および利用目的等

同左

 ① ヘッジ手段とヘッジ対象 

   ヘッジ手段：為替予約取引 

   ヘッジ対象：外貨建債権債務

 ① ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 ② ヘッジ方針

   主として当社の「リスク管理方針」に基づき、当

社グループの行う取引のなかで、為替変動といった

相場変動等による損失のリスクを持つ資産負債に対

しては、実需原則のもと、デリバティブを用いてヘ

ッジを行うこととしております。

 ② ヘッジ方針

同左

 ③ ヘッジの有効性評価の方法

   ヘッジ手段の想定元本とヘッジ対象に関する重要

な条件が同一であり、かつ、ヘッジ開始時及びその

後も継続して、相場変動又はキャッシュ・フロー変

動を完全に相殺するものと想定することができるた

め、ヘッジの有効性の判定は省略しております。

 ③ ヘッジの有効性評価の方法

同左

(2) 取引に対する取組方針

  先物為替予約取引は、通常取引の範囲で行うことと

し、投機的な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

  先物為替予約取引は、為替変動によるリスクを有し

ております。なお、当社のデリバティブ取引は貸借対

照表上の資産・負債の有するリスクを効果的に相殺し

ております。また、取引の契約先は、格付の高い銀行

であるため、相手方の契約不履行によるリスクは極め

て少ないと認識しております。

(3) 取引に係るリスクの内容

同左

(4) 取引に係るリスクの管理体制

  先物為替予約は、当社では経理担当取締役の承認の

もとで取引の実行及び管理を経理部が行っておりま

す。なお、取引の残高状況及び評価損益を経理部にお

いて常に把握し、月度では財務課長から経理部長へ、

四半期毎に経理部長から経理担当取締役へポジション

状況等を報告する体制をとっております。

  また、グループ会社では、各子会社社長の承認のも

とで取引の実行及び管理を経理担当責任者及び経理部

門が行っております。なお、取引の残高状況及び評価

損益を経理部門において常に把握し、毎月度、担当者

から経理担当責任者を経て社長へポジション状況等を

報告するとともに、半期毎に当社経理担当取締役に報

告をする体制をとっております。

(4) 取引に係るリスクの管理体制

同左

２ 取引の時価等に関する事項

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)

当連結会計年度末において、ヘッジ会計が適用されてい

るもの以外に、「デリバティブ取引」の残高がないた

め、該当事項はありません。

同左
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(退職給付関係)

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 採用している退職給付制度の概要

   当社及び国内子会社、海外子会社の一部について

は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度、

企業年金制度及び退職一時金制度を設けておりま

す。

   なお、当社は、退職金制度の60％相当額について

適格退職年金制度を採用し、残額については退職一

時金を充当しております。

１ 採用している退職給付制度の概要

   当社及び国内子会社、海外子会社の一部について

は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度、

企業年金制度及び退職一時金制度を設けておりま

す。

   なお、当社は、退職金制度の60％相当額について

適格退職年金制度を採用し、残額については退職一

時金を充当しております。

 

２ 退職給付債務に関する事項(平成20年３月31日現在)

イ 退職給付債務 △5,891百万円

ロ 年金資産 3,181百万円

ハ 未積立退職給付債務
  (イ＋ロ)

△2,709百万円

ニ 未認識数理計算上の差異 780百万円

ホ 未認識過去勤務債務 ─百万円

ヘ 連結貸借対照表計上額純額 
  (ハ＋ニ＋ホ)

△1,928百万円

ト 前払年金費用 ─百万円

チ 退職給付引当金(ヘ－ト) △1,928百万円

  (注) 「退職給付引当金」及び「前払年金費用」

は、当社及び連結子会社の個別貸借対照表の

表示上両者がネットされた金額をベースにそ

れぞれ合算した金額であります。なお、個別

ベースでネットした額は当連結会計年度末

214百万円であります。また、国内子会社及

び海外子会社の一部は、退職給付債務の算定

にあたり、簡便法を採用しております。

 

２ 退職給付債務に関する事項(平成21年３月31日現在)

イ 退職給付債務 △6,003百万円

ロ 年金資産 2,779百万円

ハ 未積立退職給付債務
  (イ＋ロ)

△3,224百万円

ニ 未認識数理計算上の差異 1,428百万円

ホ 未認識過去勤務債務 ─百万円

ヘ 連結貸借対照表計上額純額 
  (ハ＋ニ＋ホ)

△1,796百万円

ト 前払年金費用 ─百万円

チ 退職給付引当金(ヘ－ト) △1,796百万円

  (注) 「退職給付引当金」及び「前払年金費用」

は、当社及び連結子会社の個別貸借対照表の

表示上両者がネットされた金額をベースにそ

れぞれ合算した金額であります。なお、個別

ベースでネットした額は当連結会計年度末

391百万円であります。また、国内子会社及

び海外子会社の一部は、退職給付債務の算定

にあたり、簡便法を採用しております。

 

３ 退職給付費用に関する事項

イ 勤務費用 270百万円

ロ 利息費用 141百万円

ハ 期待運用収益 △133百万円

ニ 数理計算上の差異の
  費用処理額

78百万円

ホ 過去勤務債務の 
  費用処理額

─百万円

へ 退職給付費用 
  (イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ)

357百万円

  (注) 簡便法を採用している国内子会社及び海外子

会社の一部の退職給付費用は「イ 勤務費

用」に計上しております。

 

３ 退職給付費用に関する事項

イ 勤務費用 282百万円

ロ 利息費用 138百万円

ハ 期待運用収益 △121百万円

ニ 数理計算上の差異の
  費用処理額

137百万円

ホ 過去勤務債務の
  費用処理額

─百万円

へ 退職給付費用
  (イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ)

437百万円

  (注) 簡便法を採用している国内子会社及び海外子

会社の一部の退職給付費用は「イ 勤務費

用」に計上しております。

 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

イ 退職給付見込額の 
  期間配分方法

期間定額基準

ロ 割引率 2.5％

ハ 期待運用収益率 4.0％

ニ 過去勤務債務の費用処理年数 ―

ホ 数理計算上の差異の処理年数 10年
 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

イ 退職給付見込額の
  期間配分方法

期間定額基準

ロ 割引率 2.5％

ハ 期待運用収益率 4.0％

ニ 過去勤務債務の費用処理年数 ―

ホ 数理計算上の差異の処理年数 10年
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(注) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。 

  

 
  

関連当事者情報、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 807.16円 795.66円

１株当たり当期純利益 58.49円 49.61円

１株当たり当期純利益の算定上の基

礎

 連結損益計算書上の当期純利益

2,029百万円

 普通株式に係る当期純利益

2,029百万円

 普通株主に帰属しない金額の主要

な内訳

  該当事項はありません。

 普通株式の期中平均株式数

34,705,095株

１株当たり当期純利益の算定上の基

礎

 連結損益計算書上の当期純利益

1,707百万円

 普通株式に係る当期純利益

1,707百万円

 普通株主に帰属しない金額の主要

な内訳

  該当事項はありません。

 普通株式の期中平均株式数

34,412,495株

(重要な後発事象)

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)

該当事項はありません。 同左

(開示の省略)
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5. 個別財務諸表

(1) 貸借対照表

(単位：百万円) 

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 7,483 6,365 

受取手形 1,815 1,471 

売掛金 ※1 5,314 ※1 5,061 

有価証券 500 1,300 

製品 2,196 2,087 

原材料 317 － 

貯蔵品 70 － 

原材料及び貯蔵品 － 340 

前渡金 14 29 

前払費用 50 46 

繰延税金資産 222 173 

未収入金 50 39 

その他 50 74 

貸倒引当金 △48 △46 

流動資産合計 18,037 16,942 

固定資産 

有形固定資産 

建物 5,341 5,347 

減価償却累計額 △2,916 △3,022 

建物（純額） 2,425 2,325 

構築物 198 199 

減価償却累計額 △168 △172 

構築物（純額） 30 26 

機械及び装置 61 74 

減価償却累計額 △55 △52 

機械及び装置（純額） 6 21 

車両運搬具 1 1 

減価償却累計額 △1 △1 

車両運搬具（純額） 0 0 

工具、器具及び備品 2,322 2,302 

減価償却累計額 △2,038 △2,052 

工具、器具及び備品（純額） 283 250 

土地 2,230 2,230 

リース資産 － 2 

減価償却累計額 － △0 

リース資産（純額） － 2 

建設仮勘定 － 4 

有形固定資産合計 4,976 4,861 

無形固定資産 

特許権 － 2 

借地権 43 43 

商標権 － 7 

ソフトウエア 238 236 

ソフトウエア仮勘定 － 25 

電話加入権 25 25 

無形固定資産合計 307 341 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

投資その他の資産 

投資有価証券 1,939 1,338 

関係会社株式 1,693 1,693 

出資金 0 0 

関係会社出資金 597 597 

従業員に対する長期貸付金 38 29 

関係会社長期貸付金 200 140 

繰延税金資産 658 815 

その他 259 257 

貸倒引当金 － △12 

投資その他の資産合計 5,387 4,860 

固定資産合計 10,671 10,063 

資産合計 28,709 27,005 

負債の部 

流動負債 

支払手形 203 16 

買掛金 ※1 1,178 ※1 1,122 

短期借入金 30 25 

リース債務 － 0 

未払金 390 300 

未払法人税等 469 25 

未払消費税等 56 25 

未払費用 575 433 

前受金 2 8 

預り金 72 41 

前受収益 1 1 

流動負債合計 2,981 2,002 

固定負債 

リース債務 － 1 

退職給付引当金 1,731 1,595 

長期預り金 376 397 

長期未払金 63 57 

固定負債合計 2,171 2,051 

負債合計 5,153 4,053 

純資産の部 

株主資本 

資本金 5,279 5,279 

資本剰余金 

資本準備金 6,808 6,808 

資本剰余金合計 6,808 6,808 

利益剰余金 

利益準備金 679 679 

その他利益剰余金 

別途積立金 2,930 2,930 

繰越利益剰余金 7,925 8,044 

利益剰余金合計 11,535 11,653 

自己株式 △558 △960 

株主資本合計 23,065 22,782 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 491 169 

評価・換算差額等合計 491 169 

純資産合計 23,556 22,951 

負債純資産合計 28,709 27,005 
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(2) 損益計算書

(単位：百万円) 

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 29,649 ※1 27,125 

売上原価 

製品期首たな卸高 2,174 2,196 

当期製品製造原価 ※1, ※6 16,218 ※1, ※4, ※6 15,003 

合計 18,393 17,199 

他勘定振替高 ※2 31 ※2 76 

製品期末たな卸高 2,196 2,087 

取付工事費 ※3 811 ※3 908 

売上原価合計 16,977 15,943 

売上総利益 12,671 11,182 

販売費及び一般管理費 ※1, ※5, ※6 10,075 ※1, ※5, ※6 9,717 

営業利益 2,595 1,464 

営業外収益 

受取利息 13 9 

受取配当金 ※1 132 ※1 88 

受取保険金及び配当金 72 28 

雑収入 53 53 

営業外収益合計 272 180 

営業外費用 

支払利息 5 5 

為替差損 289 99 

雑損失 12 25 

営業外費用合計 307 130 

経常利益 2,560 1,513 

特別損失 

たな卸資産評価損 － ※4 96 

投資有価証券評価損 － 58 

関係会社株式評価損 1,037 － 

特別損失合計 1,037 155 

税引前当期純利益 1,522 1,358 

法人税、住民税及び事業税 938 434 

法人税等調整額 135 112 

法人税等合計 1,074 546 

当期純利益 448 811 
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(3) 株主資本等変動計算書

(単位：百万円) 

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 5,279 5,279 

当期末残高 5,279 5,279 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 6,808 6,808 

当期末残高 6,808 6,808 

資本剰余金合計 

前期末残高 6,808 6,808 

当期末残高 6,808 6,808 

利益剰余金 

利益準備金 

前期末残高 679 679 

当期末残高 679 679 

その他利益剰余金 

別途積立金 

前期末残高 2,930 2,930 

当期末残高 2,930 2,930 

繰越利益剰余金 

前期末残高 8,170 7,925 

当期変動額 

剰余金の配当 △694 △692 

当期純利益 448 811 

当期変動額合計 △245 118 

当期末残高 7,925 8,044 

利益剰余金合計 

前期末残高 11,780 11,535 

当期変動額 

剰余金の配当 △694 △692 

当期純利益 448 811 

当期変動額合計 △245 118 

当期末残高 11,535 11,653 

自己株式 

前期末残高 △545 △558 

当期変動額 

自己株式の取得 △13 △402 

当期変動額合計 △13 △402 

当期末残高 △558 △960 

株主資本合計 

前期末残高 23,323 23,065 

当期変動額 

剰余金の配当 △694 △692 

当期純利益 448 811 

自己株式の取得 △13 △402 

当期変動額合計 △258 △283 

当期末残高 23,065 22,782 
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(単位：百万円) 

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 919 491 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△427 △321 

当期変動額合計 △427 △321 

当期末残高 491 169 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 919 491 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△427 △321 

当期変動額合計 △427 △321 

当期末残高 491 169 

純資産合計 

前期末残高 24,243 23,556 

当期変動額 

剰余金の配当 △694 △692 

当期純利益 448 811 

自己株式の取得 △13 △402 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △427 △321 

当期変動額合計 △686 △604 

当期末残高 23,556 22,951 
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該当事項はありません。 

  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 重要な会計方針

項目
前事業年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式 

  移動平均法による原価法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

同左

(2) 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)

(2) その他有価証券

  時価のあるもの

同左

  時価のないもの 

   移動平均法による原価法

  時価のないもの

同左

２ デリバティブ取引により

  生じる債権及び債務

      時価法 同左

３ たな卸資産の評価基準及

び評価方法

 

(1) 製品 月次総平均法による原価法

(2) 原材料 総平均法による原価法

(ただし、一部原材料

については 終仕入原

価法)

(3) 貯蔵品 終仕入原価法

 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 月次総平均法

(2) 原材料 総平均法(ただし、一

部原材料については

終仕入原価法)

(3) 貯蔵品 終仕入原価法

─── （会計方針の変更）

 当事業年度より、「棚卸資産の評価

に関する会計基準」（企業会計基準第

９号 平成18年７月５日公表分）を適

用しております。 

 これに伴い、前事業年度と同一の方

法によった場合と比べ、売上総利益、

営業利益及び経常利益が36百万円、税

引前当期純利益が133百万円それぞれ

減少しております。

４ 固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産

  建物(建物附属設備を含む)

        定額法

  建物以外  定率法

  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    ６～50年

  工具、器具及び備品  ２～10年

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

  建物(建物附属設備を含む)

        定額法

  建物以外  定率法

  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    ６～50年

  工具、器具及び備品  ２～10年

  また、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。
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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)

（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

した有形固定資産については、改正後

の法人税法に基づく減価償却方法に変

更しております。 

 これに伴い、前事業年度と同一の方

法によった場合と比べ、売上総利益が

3百万円、営業利益が6百万円、経常利

益が6百万円、税引前当期純利益が6百

万円それぞれ減少しております。

（追加情報） （追加情報）

 法人税法の改正に伴い、当事業年度

から、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。 

 これに伴い、前事業年度と同一の方

法によった場合と比べ、売上総利益が

7百万円、営業利益が24百万円、経常

利益が24百万円、税引前当期純利益が

24百万円それぞれ減少しております。

───

─── 有形固定資産の耐用年数の変更 

 当社の機械及び装置については、従

来、耐用年数を11年としておりました

が、当事業年度より７年に変更してお

ります。 

 この変更は平成20年度の税制改正を

契機に耐用年数を見直したことによる

ものです。 

 この変更による当事業年度の損益へ

与える影響は軽微であります。

(2) 無形固定資産

        定額法

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

        定額法

─── (3) リース資産

 所有権移転外ファイナンス・リー

スに係るリース資産

 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

 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。

(3) 長期前払費用

        定額法

(4) 長期前払費用

同左
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項目
前事業年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

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) 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。

 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以内の

年数(10年)による定額法により翌期

から費用処理することとしておりま

す。

(2) 退職給付引当金

同左

６ 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。

───

７ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法

 繰延ヘッジ処理によっておりま

す。ただし、為替予約が付されてい

る外貨建金銭債権債務については、

振当処理を行っております。

(1) ヘッジ会計の方法

同左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段：為替予約取引 

  ヘッジ対象：外貨建債権債務

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段：同左 

  ヘッジ対象：同左

(3) ヘッジ方針

 主として当社の「リスク管理方

針」に基づき、当社の行う取引のな

かで、為替変動といった相場変動等

による損失のリスクを持つ資産負債

に対しては、実需原則のもと、デリ

バティブを用いてヘッジを行うこと

としております。

(3) ヘッジ方針

同左

(4) ヘッジの有効性評価の方法

 ヘッジ手段の想定元本とヘッジ対

象に関する重要な条件が同一であ

り、かつ、ヘッジ開始時及びその後

も継続して、相場変動又はキャッシ

ュ・フロー変動を完全に相殺するも

のと想定することができるため、ヘ

ッジの有効性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

８ その他財務諸表作成のた

めの重要な事項

 消費税等の会計処理

 消費税及び地方消費税の会計処理

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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(6) 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。 

 これに伴い、前事業年度と同一の方法によった場合と

比べ、損益に与える影響は軽微であります。
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(7) 個別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 関係会社に対する主な資産及び負債

   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 1,489百万円

買掛金 980百万円

※１ 関係会社に対する主な資産及び負債

   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 1,157百万円

買掛金 901百万円

 ２ 偶発債務

   保証債務

   関係会社の銀行借入金に対し、次の債務保証を行

っております。

TOA ELECTRONICS, INC.

(US$ 950千) 95百万円

TOA VIETNAM CO.,LTD.

(US$ 137千) 13百万円

PT. TOA GALVA INDUSTRIES.

(US$ 300千) 30百万円

得技電子（深圳）有限公司

(US$ 370千) 37百万円

計 176百万円
 

 ２ 偶発債務

   保証債務

   関係会社の銀行借入金に対し、次の債務保証を行

っております。

TOA ELECTRONICS, INC.

(US$ 1,150千) 112百万円

TOA VIETNAM CO.,LTD.

(US$ 27千) 2百万円

得技電子（深圳）有限公司

(US$ 370千) 36百万円

(RMB 5,000千) 71百万円

計 223百万円

 ３ コミットメントライン(特定融資枠契約)

   当社は運転資金の効率的な調達を行うため主要取

引金融機関とコミットメントライン(特定融資枠)契

約を締結しております。

コミットメントライン
契約の総額

3,100百万円

当事業年度末未実行残高 3,100百万円

当事業年度契約手数料 5百万円

 ３ コミットメントライン(特定融資枠契約)

   当社は運転資金の効率的な調達を行うため主要取

引金融機関とコミットメントライン(特定融資枠)契

約を締結しております。

コミットメントライン
契約の総額

3,100百万円

当事業年度末未実行残高 3,100百万円

当事業年度契約手数料 5百万円
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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 関係会社との主な取引

   各科目に含まれている関係会社との主な取引の金

額は次のとおりであります。

売上高 7,113百万円

仕入高等 
(外注製品受入高等)

14,476百万円

受取配当金 108百万円

※１ 関係会社との主な取引

   各科目に含まれている関係会社との主な取引の金

額は次のとおりであります。

売上高 5,726百万円

仕入高等
(外注製品受入高等)

13,171百万円

受取配当金 46百万円

 

※２ 他勘定振替高の主な内訳

サービス費 3百万円

広告宣伝費 5百万円

※２ 他勘定振替高の主な内訳

サービス費 2百万円

広告宣伝費 7百万円

たな卸資産評価損（特別損失） 37百万円

※３ 取付工事費

   建築物件への製品納入に伴う取付・配線等の設置

費用であります。

※３ 取付工事費

同左

─── ※４ 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の

低下による簿価切下額

売上原価 36百万円

特別損失 96百万円

 

※５ 販売費及び一般管理費の主な内訳

荷造・運賃 582百万円

サービス費 986百万円

広告宣伝費 273百万円

給料・手当 4,231百万円

退職給付費用 275百万円

福利厚生費 1,050百万円

賃借料 379百万円

支払手数料 357百万円

旅費交通費 438百万円

減価償却費 251百万円

租税公課 150百万円

   販売費及び一般管理費の内訳はおよそ販売費

67％、一般管理費33％であります。

 

※５ 販売費及び一般管理費の主な内訳

荷造・運賃 524百万円

サービス費 1,079百万円

広告宣伝費 267百万円

給料・手当 4,020百万円

退職給付費用 322百万円

福利厚生費 1,026百万円

賃借料 378百万円

支払手数料 370百万円

旅費交通費 408百万円

減価償却費 219百万円

租税公課 137百万円

   販売費及び一般管理費の内訳はおよそ販売費

67％、一般管理費33％であります。

※６ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費

2,473百万円

※６ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費

2,591百万円
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  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加  14,152株 

  

   
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

取締役会決議による自己株式の取得による増加  800,000株 

   単元未満株式の買取りによる増加         14,555株 

  

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

自己株式に関する事項

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) 824,050 14,152 ─ 838,202

当事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

自己株式に関する事項

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) 838,202 814,555 ─ 1,652,757
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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・リース取引に係る注記

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

減価償却 
累計額 
相当額

期末残高
相当額

(百万円) (百万円) (百万円)

工具、器具 
及び備品

120 57 62

   なお、取得価額相当額は、有形固定資産の期末残

高等に占める未経過リース料期末残高の割合が低い

ため、支払利子込み法により算定しております。

 

 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

減価償却 
累計額 
相当額

期末残高
相当額

(百万円) (百万円) (百万円)

工具、器具
及び備品

106 66 40

   なお、取得価額相当額は、有形固定資産の期末残

高等に占める未経過リース料期末残高の割合が低い

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

１年内 25百万円

１年超 37百万円

計 62百万円

   なお、未経過リース料期末残高相当額は、有形固

定資産の期末残高等に占める未経過リース料期末残

高の割合が低いため、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

１年内 17百万円

１年超 22百万円

計 40百万円

   なお、未経過リース料期末残高相当額は、有形固

定資産の期末残高等に占める未経過リース料期末残

高の割合が低いため、支払利子込み法により算定し

ております。

３ 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 27百万円

減価償却費相当額 27百万円

３ 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 26百万円

減価償却費相当額 26百万円

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

  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。

───  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

   主として販売設備（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。

(有価証券関係)

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)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありま

せん。

同左
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(注) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、潜在株式がないため記載しておりません。 

  

  

(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

(繰延税金資産)

未払事業税額 43百万円

未払費用 157百万円

貸倒引当金 27百万円

退職給付引当金 703百万円

長期未払金（役員退職慰労金） 25百万円

関係会社株式評価損 565百万円

投資有価証券評価損 62百万円

減損損失 2百万円

その他 3百万円

繰延税金資産小計 1,592百万円

評価性引当額 △565百万円

繰延税金資産合計 1,027百万円

(繰延税金負債)

その他有価証券評価差額金 146百万円

繰延税金資産の純額 880百万円

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

(繰延税金資産)

たな卸資産 54百万円

未払事業税額 4百万円

未払費用 52百万円

貸倒引当金 32百万円

退職給付引当金 648百万円

長期未払金（役員退職慰労金） 23百万円

関係会社株式評価損 565百万円

投資有価証券評価損 235百万円

減損損失 2百万円

その他 45百万円

繰延税金資産小計 1,663百万円

評価性引当額 △599百万円

繰延税金資産合計 1,063百万円

(繰延税金負債)

その他有価証券評価差額金 74百万円

繰延税金資産の純額 988百万円

 

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)

永久に損金に算入されない項目 1.4％

永久に益金に算入されない項目 △0.9％

住民税均等割額 3.3％

試験研究費の特別税額控除 △9.6％

外国税額控除 △0.8％

評価性引当額 37.1％

その他 △0.6％

税効果会計適用後の法人税等の 
負担率

70.5％

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)

永久に損金に算入されない項目 1.2％

永久に益金に算入されない項目 △1.4％

住民税均等割額 3.7％

試験研究費の特別税額控除 △5.4％

外国税額控除 △0.9％

評価性引当額 2.5％

その他 0.0％

税効果会計適用後の法人税等の 
負担率

40.3％

(１株当たり情報)

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株当たり純資産額 678.89円 677.36円

１株当たり当期純利益 12.93円 23.59円

１株当たり当期純利益の算定上の基礎

 損益計算書上の当期純利益

448百万円

 普通株式に係る当期純利益

448百万円

 普通株主に帰属しない金額の主要な

内訳

  該当事項はありません。

 普通株式の期中平均株式数

34,705,095株

１株当たり当期純利益の算定上の基礎

 損益計算書上の当期純利益

811百万円

 普通株式に係る当期純利益

811百万円

 普通株主に帰属しない金額の主要な

内訳

  該当事項はありません。

 普通株式の期中平均株式数

34,412,495株

(重要な後発事象)

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)

該当事項はありません。 同左
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代表取締役社長 井谷 憲次（現 取締役専務執行役員） 

  

代表取締役社長 吉川 隆典 

  

該当事項はありません。 

  

6. その他

(1) 役員の異動

① 代表者の異動（平成21年６月26日付予定）

１．新任代表取締役候補

２．退任予定代表取締役

② その他の役員の異動
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