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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 21,422 △15.9 477 △65.6 481 △66.1 △381 ―

20年3月期 25,487 6.2 1,387 21.4 1,419 20.6 828 32.4

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 △21.85 ― △4.5 2.3 2.2
20年3月期 47.35 ― 9.9 7.1 5.4

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  159百万円 20年3月期  193百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期 20,836 8,190 39.3 468.71
20年3月期 20,717 8,721 42.1 498.80

（参考） 自己資本   21年3月期  8,190百万円 20年3月期  8,721百万円

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 959 △4,332 3,461 401
20年3月期 2,623 △2,984 466 313

2.  配当の状況 

（注）平成22年３月期の配当予想につきましては、未定であります。 

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 ― 4.00 ― 4.00 8.00 139 16.9 1.7
21年3月期 ― 4.00 ― 2.00 6.00 104 ― 1.2

22年3月期 
（予想）

― ― ― ― ― ―

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

7,000 △56.1 △600 ― △600 ― △620 ― △35.48

通期 15,500 △72.4 △700 ― △700 ― △750 ― △42.92
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4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

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 17,573,454株 20年3月期 17,573,454株

② 期末自己株式数 21年3月期  98,333株 20年3月期  88,318株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

1.業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場
合があります。 
2.平成22年３月期の配当金予想額につきましては、経営環境の先行きが不透明であることから現時点では未定とし、今後の業績の動向等を勘案した上
で、開示が可能となった時点で速やかにご提案させていただきます。 
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（当期の経営成績）  

 当期におけるわが国経済は、世界的な金融不安がもたらした需要の落ち込みにより、企業業績が急激

に減速し、雇用環境の悪化や個人消費の減少など景気の後退感が一層鮮明なものとなりました。  

 この間、軸受業界におきましても、自動車業界向けをはじめとして国内販売、輸出ともに大幅な需要

減となりました。 

 このような情勢のもとで、当社といたしましては、生産の効率化・品質の向上やお客様のニーズにあ

った製品の提供につとめるとともに、積極的な営業活動を行ってまいりましたが、当期の売上高は２１

４億２２百万円（前期比１５.９％減）となりました。 

 利益面につきましては、原価低減活動の強化や業務の改善につとめてまいりましたが、売上高の減少

や需要が急激に減少したことに伴う損失を特別損失に計上したことにより、営業利益は４億７７百万円

（前期比６５.６％減）、経常利益は４億８１百万円（前期比６６.１％減）、当期純損失は３億８１百

万円（前期は８億２８百万円の当期純利益）となりました。 

 （次期の見通し） 

 今後の見通しといたしましては、引き続き世界的な景気低迷および国内需要の停滞が予測され、経営

環境は非常に厳しいものと思われます。  

 当社といたしましては、このような状況に対処するため、新規の需要開拓と受注の獲得に鋭意取り組

むとともに、より一層の品質向上、徹底した原価低減や業務改革など経営全般の効率化を推進し、企業

体質の強化と業績の向上につとめていく所存であります。  

  

  

  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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（資産の状況に関する分析）  

 当期末の資産合計は２０８億３６百万円となり、前期末比１億１９百万円の増加となりました。  

 流動資産の減少（前期末比３５億１１百万円減）は、売上高の減少に伴う売上債権の減少が主な要因

となっております。  

 固定資産の増加（前期末比３６億３１百万円増）は、移転投資による建物取得が主な要因となってお

ります。  

（負債の状況に関する分析）  

 当期末の負債合計は１２６億４５百万円となり、前期末比６億５０百万円の増加となりました。  

 流動負債の減少（前期末比４３億８１百万円減）は、売上高の減少に伴う仕入債務の減少が主な要因

となっております。  

 固定負債の増加（前期末比５０億３１百万円増）は、移転投資による長期借入金の増加が主な要因と

なっております。  

（純資産の状況に関する分析）  

 当期末の純資産合計は８１億９０百万円となり、前期末比５億３０百万円の減少となりました。  

（キャッシュ・フローの状況に関する分析）  

 当期における現金及び現金同等物は、４億１百万円と前期末に比べ８８百万円の増加となりました。 

 当期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  

 当期における営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少額３１億５５百万円、減価償却

費１３億２２百万円等の増加及び仕入債務の減少額３０億４１百万円、法人税等の支払額７億１百万円

等の減少により９億５９百万円となり、前期に比べ１６億６４百万円の減少となりました。  

・投資活動によるキャッシュ・フロー  

 当期における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出４３億７７百万

円等により△４３億３２百万円となり、前期に比べ１３億４８百万円の減少となりました。  

・財務活動によるキャッシュ・フロー  

 当期における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入による収入５０億円及び短期借入金の

減少１３億５０百万円等により３４億６１百万円となり、前期に比べ２９億９４百万円の増加となりま

した。  

  

  

  

(2) 財政状態に関する分析
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当社は、業績および将来の事業展開などを総合的に勘案しながら、安定的な配当を継続することを基

本としております。  

 当期の配当金につきましては、１株当たり年間６円（中間４円、期末２円）とさせていただく予定で

あります。  

 また、次期の配当金につきましては、現時点では未定とさせていただき、今後の業績の動向等を勘案

した上で、開示が可能となった時点で速やかにご提案させていただきます。 

  

近の有価証券報告書（平成20年６月27日提出）における「事業の内容」及び「関係会社の状況」か

ら重要な変更がないため開示を省略します。 

  

平成20年３月期決算短信（平成20年５月７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。 

 当該決算短信は、次のＵＲＬから御覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

  http://www.daibea.co.jp 

  

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

2. 企業集団の状況

3. 経営方針
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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 313,781 401,946 

受取手形 33,094 15,305 

売掛金 7,450,646 4,312,478 

有価証券 9,759 － 

製品 276,143 － 

商品及び製品 － 350,798 

仕掛品 1,541,788 1,237,604 

原材料 232,039 － 

貯蔵品 44,349 － 

原材料及び貯蔵品 － 233,809 

前払費用 5,635 4,754 

繰延税金資産 317,489 298,810 

未収入金 931,895 302,205 

未収還付法人税等 － 279,383 

未収消費税等 － 208,485 

その他 2,776 2,001 

貸倒引当金 △70,000 △70,000 

流動資産合計 11,089,398 7,577,582 

固定資産 

有形固定資産 

建物 2,764,476 5,534,260 

減価償却累計額 △1,842,072 △1,977,878 

建物（純額） 922,403 3,556,381 

構築物 205,637 429,269 

減価償却累計額 △169,573 △178,847 

構築物（純額） 36,063 250,422 

機械及び装置 20,870,305 22,079,233 

減価償却累計額 △17,021,444 △17,747,902 

機械及び装置（純額） 3,848,860 4,331,330 

車両運搬具 59,767 60,742 

減価償却累計額 △47,303 △52,649 

車両運搬具（純額） 12,463 8,092 

工具、器具及び備品 1,290,722 1,446,736 

減価償却累計額 △1,117,993 △1,164,481 

工具、器具及び備品（純額） 172,728 282,254 

土地 2,771,354 2,652,830 

リース資産 － 51,276 

減価償却累計額 － △23,390 

リース資産（純額） － 27,886 

建設仮勘定 191,235 367,744 

有形固定資産合計 7,955,109 11,476,943 
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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 20,732 18,856 

電話加入権 99 99 

無形固定資産合計 20,831 18,955 

投資その他の資産 

投資有価証券 67,856 55,051 

関係会社株式 670,680 670,680 

従業員に対する長期貸付金 23,197 14,196 

長期前払費用 4,744 11,270 

繰延税金資産 849,667 1,009,443 

その他 50,951 17,648 

貸倒引当金 △15,050 △15,050 

投資その他の資産合計 1,652,046 1,763,239 

固定資産合計 9,627,988 13,259,138 

資産合計 20,717,387 20,836,721 

負債の部 

流動負債 

支払手形 34,701 38,419 

買掛金 6,195,051 3,149,634 

短期借入金 1,950,000 600,000 

リース債務 － 17,410 

未払金 596,094 1,067,157 

未払費用 727,491 574,791 

未払法人税等 421,032 － 

未払消費税等 71,152 － 

預り金 24,833 21,159 

役員賞与引当金 36,000 － 

設備支払手形 22,351 228,789 

流動負債合計 10,078,708 5,697,362 

固定負債 

長期借入金 － 5,000,000 

リース債務 － 10,476 

退職給付引当金 1,832,468 1,852,885 

役員退職慰労引当金 84,660 85,160 

固定負債合計 1,917,128 6,948,521 

負債合計 11,995,837 12,645,884 
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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 2,317,954 2,317,954 

資本剰余金 

資本準備金 1,872,005 1,872,005 

その他資本剰余金 363 219 

資本剰余金合計 1,872,368 1,872,224 

利益剰余金 

利益準備金 579,488 579,488 

その他利益剰余金 

特別償却準備金 1,496 － 

別途積立金 3,020,000 3,670,000 

繰越利益剰余金 956,232 △214,061 

利益剰余金合計 4,557,217 4,035,427 

自己株式 △28,142 △30,485 

株主資本合計 8,719,397 8,195,120 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 2,152 △4,283 

評価・換算差額等合計 2,152 △4,283 

純資産合計 8,721,549 8,190,836 

負債純資産合計 20,717,387 20,836,721 
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(2)【損益計算書】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

売上高 

売上高 25,487,181 21,422,397 

売上原価 

製品期首たな卸高 377,665 276,143 

当期製品製造原価 22,883,394 19,975,242 

合計 23,261,059 20,251,385 

他勘定振替高 14,712 20,925 

製品期末たな卸高 276,143 350,798 

売上原価合計 22,970,203 19,879,661 

売上総利益 2,516,978 1,542,735 

販売費及び一般管理費 

運賃 145,439 136,086 

荷造費 110,590 132,536 

輸出経費 1,042 1,151 

広告宣伝費 1,018 302 

通信費 7,867 9,268 

交際費 6,109 5,389 

旅費及び交通費 6,444 5,357 

役員報酬 80,760 99,328 

給料 225,399 226,347 

従業員賞与 89,372 78,021 

役員賞与引当金繰入額 32,600 － 

法定福利費 37,017 38,428 

福利厚生費 16,269 17,569 

退職給付費用 19,547 21,316 

役員退職慰労引当金繰入額 27,673 30,620 

租税公課 55,817 72,668 

保険料 1,150 922 

事務用消耗品費 3,018 2,584 

図書印刷費 8,495 8,584 

減価償却費 15,217 49,541 

賃借料 2,486 1,231 

品質補償費 94,136 － 

雑費 141,625 127,945 

販売費及び一般管理費合計 1,129,099 1,065,201 

営業利益 1,387,878 477,534 
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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) 

営業外収益 

受取利息 1,806 1,433 

受取配当金 25,652 30,108 

有価証券利息 420 1,294 

受取賃貸料 1,100 1,200 

補助金収入 － 37,400 

雑収入 20,824 22,013 

営業外収益合計 49,803 93,448 

営業外費用 

支払利息 16,626 65,726 

貸与資産減価償却費 1,125 157 

支払手数料 － 23,000 

雑損失 487 577 

営業外費用合計 18,239 89,461 

経常利益 1,419,442 481,522 

特別利益 

固定資産売却益 124 15 

特別利益合計 124 15 

特別損失 

減損損失 7,495 209,836 

固定資産除却損 13,432 26,302 

操業度低下損 － 736,513 

その他 － 19,516 

特別損失合計 20,928 992,169 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 1,398,637 △510,631 

法人税、住民税及び事業税 620,000 8,000 

法人税等調整額 △49,519 △136,699 

法人税等合計 570,481 △128,699 

当期純利益又は当期純損失（△） 828,156 △381,932 
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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 2,317,954 2,317,954 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 2,317,954 2,317,954 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 1,872,005 1,872,005 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,872,005 1,872,005 

その他資本剰余金 

前期末残高 264 363 

当期変動額 

自己株式の処分 98 △144 

当期変動額合計 98 △144 

当期末残高 363 219 

資本剰余金合計 

前期末残高 1,872,269 1,872,368 

当期変動額 

自己株式の処分 98 △144 

当期変動額合計 98 △144 

当期末残高 1,872,368 1,872,224 

利益剰余金 

利益準備金 

前期末残高 579,488 579,488 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 579,488 579,488 

その他利益剰余金 

特別償却準備金 

前期末残高 7,731 1,496 

当期変動額 

特別償却準備金の取崩 △6,234 △1,496 

当期変動額合計 △6,234 △1,496 

当期末残高 1,496 － 

別途積立金 

前期末残高 2,520,000 3,020,000 
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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) 

当期変動額 

別途積立金の積立 500,000 650,000 

当期変動額合計 500,000 650,000 

当期末残高 3,020,000 3,670,000 

繰越利益剰余金 

前期末残高 761,772 956,232 

当期変動額 

剰余金の配当 △139,931 △139,857 

特別償却準備金の取崩 6,234 1,496 

別途積立金の積立 △500,000 △650,000 

当期純利益又は当期純損失（△） 828,156 △381,932 

当期変動額合計 194,459 △1,170,293 

当期末残高 956,232 △214,061 

利益剰余金合計 

前期末残高 3,868,992 4,557,217 

当期変動額 

剰余金の配当 △139,931 △139,857 

特別償却準備金の取崩 － － 

別途積立金の積立 － － 

当期純利益又は当期純損失（△） 828,156 △381,932 

当期変動額合計 688,225 △521,790 

当期末残高 4,557,217 4,035,427 

自己株式 

前期末残高 △24,541 △28,142 

当期変動額 

自己株式の取得 △4,200 △2,871 

自己株式の処分 600 528 

当期変動額合計 △3,600 △2,342 

当期末残高 △28,142 △30,485 

株主資本合計 

前期末残高 8,034,674 8,719,397 

当期変動額 

剰余金の配当 △139,931 △139,857 

当期純利益又は当期純損失（△） 828,156 △381,932 

自己株式の取得 △4,200 △2,871 

自己株式の処分 698 384 

当期変動額合計 684,723 △524,277 

当期末残高 8,719,397 8,195,120 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 12,518 2,152 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△10,366 △6,435 

当期変動額合計 △10,366 △6,435 

当期末残高 2,152 △4,283 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 12,518 2,152 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△10,366 △6,435 

当期変動額合計 △10,366 △6,435 

当期末残高 2,152 △4,283 

純資産合計 

前期末残高 8,047,192 8,721,549 

当期変動額 

剰余金の配当 △139,931 △139,857 

当期純利益又は当期純損失（△） 828,156 △381,932 

自己株式の取得 △4,200 △2,871 

自己株式の処分 698 384 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10,366 △6,435 

当期変動額合計 674,356 △530,713 

当期末残高 8,721,549 8,190,836 
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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 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 1,398,637 △510,631 

減価償却費 1,327,902 1,322,670 

減損損失 7,495 211,471 

未払賞与の増減額（△は減少） 9,000 △73,000 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － △36,000 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △34,427 20,416 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △3,482 500 

受取利息及び受取配当金 △27,879 △32,835 

補助金収入 － △37,400 

支払利息 16,626 65,726 

支払手数料 － 23,000 

有価証券償還損益（△は益） － 1,271 

有形固定資産除売却損益（△は益） 13,308 26,287 

売上債権の増減額（△は増加） 968,279 3,155,956 

たな卸資産の増減額（△は増加） 6,684 272,109 

その他の流動資産の増減額（△は増加） △356,879 422,860 

仕入債務の増減額（△は減少） △205,360 △3,041,698 

その他の流動負債の増減額（△は減少） △49,859 △162,693 

小計 3,070,048 1,628,010 

利息及び配当金の受取額 27,879 32,835 

補助金の受取額 － 37,400 

利息の支払額 △16,626 △37,070 

法人税等の支払額 △457,613 △701,629 

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,623,687 959,546 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

有価証券の償還による収入 － 8,824 

有形固定資産の取得による支出 △2,993,648 △4,377,424 

その他の投資の取得による支出 △9,076 △9,910 

その他の投資の回収による収入 14,023 43,213 

貸付けによる支出 △5,000 － 

貸付金の回収による収入 9,392 9,001 

その他 △288 △6,526 

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,984,597 △4,332,822 

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） 610,000 △1,350,000 

長期借入れによる収入 － 5,000,000 

自己株式の取得による支出 △4,200 △2,871 

自己株式の処分による収入 698 384 

リース債務の返済による支出 － △23,944 

配当金の支払額 △139,711 △139,127 

シンジケートローン手数料支払による支出 － △23,000 

財務活動によるキャッシュ・フロー 466,786 3,461,441 

現金及び現金同等物に係る換算差額 － － 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 105,876 88,165 

現金及び現金同等物の期首残高 207,905 313,781 

現金及び現金同等物の期末残高 313,781 401,946 
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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】
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(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

子会社株式及び関連会社株式

     ……移動平均法による原価

法

子会社株式及び関連会社株式

同左

その他有価証券

 時価のあるもの……決算日の市場価

格等に基づく時価法(評価差額は全

部純資産直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算定)

その他有価証券

 時価のあるもの

同左

 時価のないもの……移動平均法によ

る原価法

 時価のないもの

同左

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法

製品・仕掛品

     ……総平均法による原価法

製品・仕掛品

     ……総平均法による原価法

（貸借対照表価額は収

益性の低下による簿価

切下げの方法により算

定）

原材料・貯蔵品

     ……移動平均法による原価

法

原材料・貯蔵品

     ……移動平均法による原価

法（貸借対照表価額は

収益性の低下による簿

価切下げの方法により

算定）

(会計処理の変更)

当事業年度から「棚卸資産の評価に関

する会計基準（企業会計基準委員会平

成18年7月5日 企業会計基準第9

号）」を適用し、原価法から原価法

（収益性の低下による簿価切り下げの

方法）に変更しております。 

 これにより、売上総利益、営業利益

および経常利益が129,467千円それぞ

れ 減 少 し、税 引 前 当 期 純 損 失 が

129,467千円増加しております。

３ 固定資産の減価償却の方

法

有形固定資産 

定率法によっております。 

ただし、平成10年４月１日以降に取得

した建物(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      17～38年 

機械及び装置    10年

有形固定資産（リース資産除く） 

定率法によっております。 

ただし、平成10年４月１日以降に取得

した建物(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      17～38年 

機械及び装置    12年
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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)

(会計処理の変更)

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)および(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、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。

これにより売上総利益が39,286千円、

営業利益、経常利益および税引前当期

純利益が40,174千円それぞれ減少して

おります。

(追加情報)

当事業年度から、平成19年３月31日以

前に取得した有形固定資産のうち償却

可能限度額までの償却が終了している

ものについては、残存簿価を５年間で

均等償却しております。

これにより売上総利益が114,628千

円、営業利益、経常利益および税引前

当期純利益が114,981千円それぞれ減

少しております。

(追加情報)

法人税法の改正を契機として機械及び

装置の耐用年数の見直しを行い、耐用

年数を10年から12年に変更しておりま

す。

これにより、売上総利益、営業利益お

よび経常利益が164,581千円それぞれ

増加し、税引前当期純損失が164,581

千円減少しております。

無形固定資産 

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。

無形固定資産（リース資産除く）

同左 

  

          

リース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法を採用しておりま

す。

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、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) 役員賞与引当金

  役員に対して支給する賞与の支出

に充てるため、支給額に基づき当

事業年度に見合う分を計上してお

ります。

(2) 役員賞与引当金

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。

  数理計算上の差異については、そ

の発生時の従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数(10年)によ

る按分額をそれぞれ翌期より費用

処理することとしております。

(3) 退職給付引当金

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)

(4) 役員退職慰労引当金

  役員の将来の退職による支出に備

えるため、内規に基づく事業年度

末要支給額の100％を計上してお

ります。

(4) 役員退職慰労引当金

同左

５ リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。

―

 

  

    

 

(会計処理の変更)

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、当事業年度から、「リース

取引に関する会計基準」（企業会計基

準第13号（平成5年6月17日（企業会計

審議会第一部会）、平成19年3月30日

改正））及び「リース取引に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第16号（平成6年1月18日（日本

公認会計士協会 会計制度委員会）、

平成19年3月30日改正））が適用され

たことに伴い、通常の売買取引に係る

方法に準じた会計処理に変更しており

ます。 

 なお、リース取引開始日が適用初年

度開始前の所有権移転外ファイナン

ス・リース取引については、前事業年

度末における未経過リース料期末残高

相当額を取得価額とし、期首に取得し

たものとしてリース資産に計上する方

法によっております。 

 これによる損益に与える影響は軽微

であります。

６ キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

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

めの基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理 

消費税およ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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該当事項はありません。 

  

デリバティブ取引を利用していないため、該当事項はありません。 

 

該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

  

(7)【重要な会計方針の変更】

(8)【財務諸表に関する注記事項】

(デリバティブ取引関係)

(持分法投資損益等)

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)

関連会社に対する投資の金額 668,180千円 関連会社に対する投資の金額 668,180千円

持分法を適用した場合の 
投資の金額

1,416,132千円
持分法を適用した場合の
投資の金額

1,530,588千円

持分法を適用した場合の 
投資利益の金額

193,956千円
持分法を適用した場合の
投資利益の金額

159,156千円

(ストック・オプション等関係)

(企業結合等関係)
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(注) １ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失については、潜在株式がないため記載して

おりません。 

２ １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 
  

 

該当事項はありません。 

  

リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、有価証券、退職給付に関する注記事項について

は、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略します。 

  

(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 498.80円 ・１株当たり純資産額 468.71円

・１株当たり当期純利益 47.35円 ・１株当たり当期純損失 21.85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)

当期純利益又は当期純損失(△)(千円) 828,156 △381,932

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)

828,156 △381,932

期中平均株式数(千株) 17,488 17,479

(重要な後発事象)

(開示の省略)
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（1）代表者の異動 

該当事項はありません。 

（2）その他の役員の異動 

①新任取締役候補 

 取 締 役        吉 田 賢 一   （現 理事生産技術部長） 

②退任予定取締役 

 常 務 取 締 役    田 中   隆   （常勤監査役に就任予定） 

 取 締 役        吉 田 昭 介   （技監補に就任予定） 

 取 締 役        村 井 利 行   （技監補に就任予定） 

③新任監査役候補 

 常 勤 監 査 役    田 中   隆   （現 常務取締役） 

④退任予定監査役 

 常 勤 監 査 役    隅 埜 安 弘   （顧問に就任予定） 

⑤昇格予定取締役 

 専 務 取 締 役    高 北 義 隆   （現 常務取締役名張工場長） 

 常 務 取 締 役    倉 本 善 雄   （現 取締役経営管理部長） 

  

  

5. その他

役員の異動（平成21年６月25日付予定）
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