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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 15,710 △0.7 1,317 11.0 1,276 10.7 660 △32.3

20年3月期 15,824 11.0 1,186 24.4 1,153 27.6 975 75.7

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 20,655.59 20,647.20 8.8 10.3 8.4
20年3月期 30,504.90 30,340.75 14.1 9.7 7.5

（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 12,415 7,819 63.0 244,524.91
20年3月期 12,476 7,277 58.3 227,589.09

（参考） 自己資本   21年3月期  7,819百万円 20年3月期  7,277百万円

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 1,233 △554 △412 2,876
20年3月期 1,559 △567 △330 2,609

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 ― 2,500.00 ― 2,500.00 5,000.00 159 16.4 2.3
21年3月期 ― 2,500.00 ― 2,500.00 5,000.00 159 24.2 2.1

22年3月期 
（予想）

― 2,500.00 ― 2,500.00 5,000.00 35.5

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

8,000 3.6 400 △43.3 375 △46.0 225 △39.6 7,036.09

通期 16,000 1.8 800 △39.3 750 △41.3 450 △31.9 14,072.17
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4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

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

(2) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、29ページ「１株当たり情報」をご覧下さい。 

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 41,920株 20年3月期 41,920株

② 期末自己株式数 21年3月期  9,942株 20年3月期  9,942株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は３ページ「１．経営成績 （1）経営成績に関する分析」をご覧ください。 

－ 2 －



(1）経営成績に関する分析 

・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端を発した世界的な金融危機の影響を受け、

株価の下落や為替の急激な変動により、企業収益は大幅に悪化し設備投資が減少し、雇用情勢が一段と厳しさを増す

中で個人消費も冷え込むなど、かつてない景気後退局面となっております。 

 当業界におきましては、公共投資は依然として低調に推移している状況に加え民間設備投資も急激な環境変化に伴

い計画変更が相次ぐなど厳しい環境となっております。これにより企業間の受注・価格競争は一層激しさを増してお

り当社を取り巻く環境も厳しい状態で推移しております。 

 このような厳しい状況下で、当社は全社員一丸となり、更なる品質の向上と納期厳守、及びお客様対応の充実も含

め、顧客満足を 優先に全力を傾注し営業活動を展開してまいりました。この結果、売上高は15,710百万円（前年同

期比0.7％減）となりました。 

 利益につきましては、製造販売一体となり生産効率アップのための改善活動を推進するとともに、徹底したコスト

低減と経費節減を行い合理化を推し進め収益改善に努めた結果、営業利益は1,317百万円（前年同期比11.0％増）、

経常利益は1,276百万円（前年同期比10.7％増）となりました。投資有価証券評価損等による特別損失の計上に加え

税金費用計上の結果、当期純利益は660百万円（前年同期比32.3％減）となりました。 

・次期の見通し    
 わが国経済は、当面悪化することが予想され、企業収益は大幅減少が見込まれることから民間設備投資も更に慎重

になるものと思われます。公共投資も低調に推移しており、配電制御設備業界では企業間の受注・価格競争が一層激

しくなり、厳しい状況が続くものと予想されます。 

その中で当社は 

●効率的生産技術を進展させ、品質、納期への対応の面で他社に比べて競争優位性を増大させる。 

●顧客満足度120％達成を経営目標とし、お客様中心主義を徹底する。 

●生産コストの低減、生産効率の向上を目指し全部門で平準化を目指す。 

以上のことに傾注してまいります。 

 次期の業績見通しにつきましては当社の優位性を一層強化し営業展開することから、売上高予想を当事業年度と 

ほぼ同水準の16,000百万円といたしました。利益効率につきましては、平準化による生産コスト削減、経費削減等を

図るものの当事業年度を上回る受注・価格競争が見込まれることから、営業利益800百万円、経常利益750百万円、 

当期純利益450百万円を予想しております。 

  

(2）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

（流動資産） 

 売上債権の回収などにより、現金及び預金の266百万円増加があったものの、売掛金54百万円減少及び製品347百万

円減少などにより、流動資産合計は前事業年度末比216百万円（2.5％）減少し、8,606百万円となりました。 

（固定資産） 

 山形工場第２検査棟の建設完了などによる建物111百万円増加及び、板金機械取得等による機械及び装置45百万円

増加などにより、固定資産合計は前事業年度末比156百万円（4.3％）増加し、3,809百万円となりました。 

（流動負債） 

 買掛金の減少130百万円に加え、銀行借入金の返済による１年内返済予定の長期借入金の減少151百万円などによ

り、流動負債合計は前事業年度末比544百万円（12.8％）減少し、3,706百万円となりました。 

（固定負債） 

 長期借入金の一年以内返済分減少による51百万円などにより、固定負債合計は前事業年度末比57百万円（6.1％）

減少し、889百万円となりました。 

（純資産） 

 前事業年度の期末配当及び当事業年度の中間配当により、利益剰余金159百万円減少があったものの、当期純利益

660百万円の計上により利益剰余金が500百万円増加いたしました。この結果、純資産合計は前事業年度末比541百
万円（7.4％）増加し7,819百万円となりました。 

  

１．経営成績
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② キャッシュ・フローの状況 

 当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は、投資活動によるキャッシュ・フローで

554百万円、財務活動によるキャッシュ・フローで412百万円の資金の減少があったものの、営業活動によるキャッシ

ュ・フローで1,233百万円の資金の増加により前事業年度末に比べ266百万円（10.2％）増加し、2,876百万円となり

ました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当事業年度における営業活動による資金の増加は1,233百万円となりました。これは法人税等の支払額447百万円等

による減少があったものの、税引前当期純利益1,185百万円の計上及び、たな卸資産の減少355百万円などがあったこ

とによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当事業年度における投資活動による資金の減少は554百万円となりました。これは山形工場第２検査棟の建設及び

板金機械取得等に伴う有形固定資産取得による支出478百万円に加え、無形固定資産の取得による支出30百万円、投

資有価証券の取得による支出34百万円などがあったことによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当事業年度における財務活動による資金の減少は412百万円となりました。これは長期借入金の借入による収入

200百万円があったものの、長期借入金の返済による支出403百万円及び配当金の支払額159百万円などがあったこ

となどによるものであります。 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

※自己資本比率：自己資本／総資産 

 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％）：有利子負債／キャッシュ・フロー 

 インタレスト・カバレッジ・レシオ ：キャッシュ・フロー／利払い 

 １．株式時価総額は自己株式を除く発行済株式総数をベースに計算しております。 

 ２．キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

 ３．有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。

また、利払いについてはキャッシュ・フロー計算書の「利息の支払額」を使用しております。  

  

(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を重要な経営課題の一つに掲げており、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な

内部留保を確保しつつ、利益に応じた配当を実施していくことを基本方針としていく所存であります。 

 当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。  

 当期の配当につきましては、中間配当として１株当たり2,500円を実施し、期末配当は１株当たり2,500円として年

間5,000円を予定しております。 

 また、次期につきましても当期と同じく中間配当2,500円、期末配当2,500円の年間配当5,000円を予定しておりま

す。  

  

(4）事業等のリスク 

 近の有価証券報告書（平成20年６月30日提出）における「事業等のリスク」から重要な変更がないため開示を省

略しております。 

  

 近の有価証券報告書（平成20年６月30日提出）における「事業系統図（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ております。  

 
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（％）  71.8  61.3  57.6  58.3  63.0

 時価ベースの自己資本比率 

（％）  
 75.6  59.0  46.9  32.8  25.8

 キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（年） 
 3.0  2.4  0.5  0.8  0.8

 インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍） 
 6.6  18.7  53.2  26.8  72.3

２．企業集団の状況
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（1）会社の経営の基本方針、（2）目標とする経営指標、（3）中長期的な会社の経営戦略、（4）会社の対処すべき課

題 

 平成19年３月期決算短信（平成19年５月９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

ております。 

 当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧頂くことができます。 

 （当社ホームページ） 

 http://www.kawaden.co.jp/ 

 （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/ 

（5）内部管理体制の整備・運用状況 

 当該事項につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「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。  

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 ※1  2,709,714 ※1  2,976,154

受取手形 1,177,192 1,147,766

売掛金 2,790,957 2,736,192

製品 1,227,876 880,304

仕掛品 262,292 215,029

原材料 148,908 187,801

前払費用 15,024 14,040

繰延税金資産 473,000 442,000

その他 19,157 8,030

貸倒引当金 △1,315 △1,282

流動資産合計 8,822,809 8,606,037

固定資産   

有形固定資産   

建物 3,795,103 3,925,164

減価償却累計額 △2,527,690 △2,546,430

建物（純額） ※1  1,267,413 ※1  1,378,733

構築物 423,992 431,401

減価償却累計額 △365,114 △367,038

構築物（純額） 58,878 64,363

機械及び装置 911,984 1,076,116

減価償却累計額 △213,169 △332,128

機械及び装置（純額） 698,814 743,988

車両運搬具 35,205 44,144

減価償却累計額 △26,781 △35,182

車両運搬具（純額） 8,423 8,961

工具、器具及び備品 554,164 620,209

減価償却累計額 △380,122 △428,293

工具、器具及び備品（純額） 174,042 191,915

土地 ※1  619,657 ※1  583,061

建設仮勘定 5,523  

有形固定資産合計 2,832,753 2,971,025

無形固定資産   

借地権 8,960 8,960

電話加入権 12,726 12,726

ソフトウエア 123,704 115,566

無形固定資産合計 145,390 137,253

投資その他の資産   

投資有価証券 208,799 189,853

㈱かわでん（6648）平成21年３月期　決算短信（非連結）

－ 6 －



（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) 

出資金 509 509

破産更生債権等 80 50

長期前払費用 84 445

差入保証金 73,501 78,636

会員権 48,650 46,650

繰延税金資産 290,000 265,764

その他 57,082 123,001

貸倒引当金 △3,330 △3,500

投資その他の資産合計 675,377 701,410

固定資産合計 3,653,521 3,809,689

資産合計 12,476,330 12,415,726

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,375,084 1,244,897

短期借入金 ※1  500,000 ※1  450,000

1年内返済予定の長期借入金 ※1  386,520 ※1  235,160

未払金 1,003,184 844,865

未払法人税等 264,781 289,712

未払消費税等 124,073 62,718

未払費用 197,672 207,646

前受金 50,238 23,418

預り金 92,550 80,270

賞与引当金 257,300 268,000

流動負債合計 4,251,405 3,706,689

固定負債   

長期借入金 ※1  301,960 ※1  250,200

退職給付引当金 645,121 639,419

固定負債合計 947,081 889,619

負債合計 5,198,486 4,596,308

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,124,550 2,124,550

資本剰余金   

資本準備金 531,587 531,587

その他資本剰余金 949,694 949,694

資本剰余金合計 1,481,282 1,481,282

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 5,584,937 6,085,571

利益剰余金合計 5,584,937 6,085,571
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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) 

自己株式 △1,872,339 △1,872,339

株主資本合計 7,318,430 7,819,064

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △40,586 352

評価・換算差額等合計 △40,586 352

純資産合計 7,277,843 7,819,417

負債純資産合計 12,476,330 12,415,726
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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 15,824,274 15,710,988

売上原価   

製品期首たな卸高 1,449,246 1,227,876

当期製品製造原価 ※2  11,151,963 ※2  11,020,652

合計 12,601,209 12,248,528

製品期末たな卸高 1,227,876 880,304

製品売上原価 11,373,333 11,368,223

売上総利益 4,450,941 4,342,764

販売費及び一般管理費 ※1, ※2  3,264,352 ※1, ※2  3,025,753

営業利益 1,186,588 1,317,011

営業外収益   

受取利息 4,364 4,312

受取配当金 3,620 4,713

受取賃貸料 11,357 8,947

受取保険金 215 －

保険配当金 11,353 11,176

投資有価証券売却益 6,650 －

その他 10,914 19,804

営業外収益合計 48,476 48,954

営業外費用   

支払利息 56,640 18,880

売上債権売却損  33,343

売上割引 7,616 9,633

閉鎖工場等関連費用 17,199 5,889

その他 486 21,265

営業外費用合計 81,943 89,012

経常利益 1,153,122 1,276,954

特別利益   

投資有価証券売却益 1,397 －

固定資産売却益 ※3  2,631 ※3  4,630

貸倒引当金戻入額 79 －

会員権処分益 167 1,809

特別利益合計 4,275 6,440

特別損失   

投資有価証券評価損  92,265

固定資産除却損 ※4  8,609 ※4  5,431

減損損失 ※5  283,393 －

その他  173

特別損失合計 292,003 97,869

税引前当期純利益 865,394 1,185,524

㈱かわでん（6648）平成21年３月期　決算短信（非連結）

－ 9 －



（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) 

法人税、住民税及び事業税 435,000 470,000

法人税等調整額 △545,000 55,000

法人税等合計 △110,000 525,000

当期純利益 975,394 660,524
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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 2,124,550 2,124,550

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,124,550 2,124,550

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 531,587 531,587

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 531,587 531,587

その他資本剰余金   

前期末残高 950,948 949,694

当期変動額   

自己株式の処分 △1,253  

当期変動額合計 △1,253 －

当期末残高 949,694 949,694

資本剰余金合計   

前期末残高 1,482,535 1,481,282

当期変動額   

自己株式の処分 △1,253 －

当期変動額合計 △1,253 －

当期末残高 1,481,282 1,481,282

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 4,769,298 5,584,937

当期変動額   

剰余金の配当 △159,755 △159,890

当期純利益 975,394 660,524

当期変動額合計 815,639 500,634

当期末残高 5,584,937 6,085,571

利益剰余金合計   

前期末残高 4,769,298 5,584,937

当期変動額   

剰余金の配当 △159,755 △159,890

当期純利益 975,394 660,524

当期変動額合計 815,639 500,634

当期末残高 5,584,937 6,085,571
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

自己株式   

前期末残高 △1,875,352 △1,872,339

当期変動額   

自己株式の処分 3,013 －

当期変動額合計 3,013 －

当期末残高 △1,872,339 △1,872,339

自己株式申込証拠金   

前期末残高 550 －

当期変動額   

自己株式の処分 △550 －

当期変動額合計 △550 －

当期末残高 － －

株主資本合計   

前期末残高 6,501,581 7,318,430

当期変動額   

剰余金の配当 △159,755 △159,890

当期純利益 975,394 660,524

自己株式の処分 1,210 －

当期変動額合計 816,849 500,634

当期末残高 7,318,430 7,819,064

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 15,651 △40,586

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △56,238 40,939

当期変動額合計 △56,238 40,939

当期末残高 △40,586 352

評価・換算差額等合計   

前期末残高 15,651 △40,586

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △56,238 40,939

当期変動額合計 △56,238 40,939

当期末残高 △40,586 352
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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) 

純資産合計   

前期末残高 6,517,232 7,277,843

当期変動額   

剰余金の配当 △159,755 △159,890

当期純利益 975,394 660,524

自己株式の処分 1,210 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △56,238 40,939

当期変動額合計 760,611 541,573

当期末残高 7,277,843 7,819,417
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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 865,394 1,185,524

減価償却費 249,949 343,791

減損損失 283,393 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △79 137

退職給付引当金の増減額（△は減少） 15,403 △5,702

賞与引当金の増減額（△は減少） 14,900 10,700

受取利息及び受取配当金 △7,985 △9,025

受取保険金 △215 －

支払利息 56,640 18,880

会員権処分益 △167 △1,809

投資有価証券売却損益（△は益） △8,047 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 92,265

固定資産除売却損益（△は益） 5,978 806

売上債権の増減額（△は増加） △145,170 57,371

たな卸資産の増減額（△は増加） 190,627 355,942

仕入債務の増減額（△は減少） △121,643 △130,187

未払消費税等の増減額（△は減少） 37,967 △61,354

その他の資産の増減額（△は増加） △499 14,965

その他の負債の増減額（△は減少） 635,532 △183,395

小計 2,071,980 1,688,908

利息及び配当金の受取額 7,985 9,025

保険金収入 215 －

利息の支払額 △58,088 △17,049

法人税等の支払額 △462,639 △447,871

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,559,453 1,233,013

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △529,955 △478,903

有形固定資産の売却による収入 9,650 63,664

無形固定資産の取得による支出 △24,201 △30,668

投資有価証券の取得による支出 △37,800 △34,077

投資有価証券の売却による収入 7,900 －

固定資産の除却による支出 － △3,428

投資有価証券の払戻による収入 16,877 －

差入保証金の差入による支出 △1,344 △8,790

差入保証金の回収による収入 1,920 58

会員権の売却による収入 1,325 4,000

その他の支出 △14,582 △66,031

その他の収入 3,000 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △567,211 △554,175
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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) 

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） △200,000 △50,000

長期借入れによる収入 300,000 200,000

長期借入金の返済による支出 △273,218 △403,120

自己株式の処分による収入 1,210 －

配当金の支払額 △158,520 △159,278

財務活動によるキャッシュ・フロー △330,528 △412,398

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 661,713 266,439

現金及び現金同等物の期首残高 1,948,000 2,609,714

現金及び現金同等物の期末残高 2,609,714 2,876,154
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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）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 

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 

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 

（1）製品及び仕掛品 

個別法による原価法 

（1）製品及び仕掛品 

個別法による原価法（貸借対照表価

額は収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法により算定）  

  （2）原材料 

移動平均法による原価法 

（2）原材料 

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基づく簿価

切下げの方法により算定） 

    

  

（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。 

 なお、これによる損益に与える影響

はありません。  
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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） 

 ３．固定資産の減価償却の方法 （1）有形固定資産 

製造部門に属する建物（建物附属設

備を含む）、構築物及び機械及び装

置は定額法、それ以外は定率法であ

ります。 

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

建物及び構築物 ２～50年 

機械及び装置  ２～12年 

工具器具備品  ２～20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。これにより営業利

益、経常利益及び税引前当期純利益

はそれぞれ9,233千円減少しておりま

す。 

（追加情報） 

平成19年度の法人税法改正に伴い、

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％

相当額と備忘価格との差額を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

り営業利益、経常利益及び税引前当

期純利益がそれぞれ16,135千円減少

しております。 

（1）有形固定資産（リース資産を除く）

製造部門に属する建物（建物附属設

備を含む）、構築物及び機械及び装

置は定額法、それ以外は定率法であ

ります。 

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

建物及び構築物 ２～50年 

機械及び装置  ２～７年 

工具器具備品  ２～20年  

  

（追加情報） 

 当社の機械及び装置については、

従来、耐用年数を２年～12年として

おりましたが、当事業年度より２～

７年に変更しております。 

 これは、平成20年度税制改正に伴

い、資産の利用状況等を見直した結

果によるものであります。 

 この結果従来と同一の基準によっ

た場合と比べて、当事業年度の減価

償却費は39,247千円増加し、営業利

益、経常利益及び税引前当期純利益

は同額減少しております。  

  

  （2）無形固定資産 

定額法 

なお、自社利用のソフトウェアは社

内における利用可能期間（５年）に

基づく定額法を採用しております。 

（2）無形固定資産（リース資産を除く）

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．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）賞与引当金 

従業員へ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。 

（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、

当事業年度末における退職給付債

務及び年金資産の見込み額に基づ

き、計上しております。 

数理計算上の差異は、各事業年度

の発生時における従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数（10

年）による定額法によりそれぞれ

発生の翌事業年度より費用処理し

ております。 

（3）退職給付引当金 

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。 

────── 

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 

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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（7）会計処理方法の変更

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） 

 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方法に準じた会

計処理によっております。 

 当事業年度においては、新たな所有権移転外ファイナ

ンス・リース取引がないため、損益に与える影響はあり

ません。 

（8）表示方法の変更

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） 

────── （損益計算書） 

 「売上債権売却損」は、前期まで営業外費用の「支払

利息」に含めて表示しておりましたが、ＥＤＩＮＥＴへ

のＸＢＲＬ導入に伴い財務諸表の比較可能性を向上する

ため、当事業年度より区分掲記しております。 

 なお、前期の「支払利息」に含まれている「売上債権

売却損」は35,355千円であります。 

  

㈱かわでん（6648）平成21年３月期　決算短信（非連結）

－ 19 －



   

（9）注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成20年３月31日） 

当事業年度 
（平成21年３月31日） 

※１ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次の通りであります。 

※１ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次の通りであります。 

定期預金  100,000千円  

建物   441,635千円  

土地 364,327千円  

計 905,962千円  

定期預金 100,000千円  

建物 427,164千円  

土地 364,327千円  

計 891,491千円  

担保付債務は次のとおりであります。 担保付債務は次のとおりであります。 

  

長期借入金 555,000千円 

（うち1年以内返済予定額 320,000千円）

短期借入金 100,000千円  

計 655,000千円  

長期借入金 418,400千円 

（うち1年内返済予定額      168,200千円）

短期借入金 100,000千円  

計 518,400千円  

 ２ 保証債務 

 ㈱カワデンは民事再生法に基づく別除権付債権があ

り、担保資産の処分により弁済できなかった金額の

0.95％を再生債権として弁済することになっておりま

す。 

 当該弁済額については、当社が支払保証することにな

っており、金額は確定しておりませんが、その限度額は

4,400千円であります。 

────── 
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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 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は、下

記のとおりであります。 

なお、販売費及び一般管理費のうち販売費に属する

費用の割合は、おおむね58％であります。 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は、下

記のとおりであります。 

なお、販売費及び一般管理費のうち販売費に属する

費用の割合は、おおむね63％であります。 

運搬費 305,399 千円

給料・賞与及び手当 1,565,946 千円

法定福利費等 263,190 千円

減価償却費 56,127 千円

賞与引当金繰入額 97,037 千円

退職給付費用 32,006 千円

運搬費 317,305 千円

給料・賞与及び手当 1,379,147 千円

法定福利費等 234,797 千円

減価償却費 63,440 千円

賞与引当金繰入額 102,508 千円

退職給付費用 34,003 千円

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれている研究開

発費は次のとおりであります。 

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれている研究開

発費は次のとおりであります。 

  38,051 千円   48,123 千円

※３ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 ※３ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 

建物 2,631 千円 機械及び装置 2,700 千円

車両運搬具 488 千円

土地 1,442 千円

計 4,630千円

※４ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。 ※４ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。

建物 774 千円

機械装置 809 千円

工具器具及び備品 6,842 千円

その他 182 千円

計 8,609 千円

  

建物 566 千円

構築物 256 千円

機械及び装置 804千円

工具器具及び備品 375 千円

その他 3,428 千円

計 5,431 千円

※５ 減損損失 

 当事業年度において、当社は以下の資産グループにつ

いて減損損失を計上いたしました。 

 当社は管理会計上の区分に基づき事業用資産のグルー

ピングを行っており、遊休資産及び売却予定資産につい

ては個別資産ごとにグルーピングを行っております。 

 当事業年度において上記資産グループの利用計画が変

更になったため、帳簿価額を回収可能価額（正味売却価

額）まで減額し、当該減少額を減損損失（283,393千

円）として特別損失に計上いたしました。その内訳は建

物244,993千円、土地38,400千円であります。 

場所 用途 種類

 九州工場 

 (佐賀県佐賀市) 
 社宅  建物及び土地 

 九州工場  

 (佐賀県佐賀市) 
 厚生棟   建物  

────── 
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前事業年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

１．発行済株式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 

 （注） 普通株式の自己株式の株式数の減少は、新株予約権の行使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 

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

   

（株主資本等変動計算書関係）

  
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  41,920  －  －  41,920

合計  41,920  －  －  41,920

自己株式         

普通株式（注）  9,958  －  16  9,942

合計  9,958  －  16  9,942

   
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日

平成19年６月28日 

定時株主総会 
普通株式  79,812  2,500 平成19年３月31日 平成19年６月29日

平成19年11月７日 

取締役会 
普通株式  79,942  2,500 平成19年９月30日 平成19年12月10日

   
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成20年６月27日 

定時株主総会 
普通株式  79,945  利益剰余金  2,500 平成20年３月31日 平成20年６月30日
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当事業年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

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

 次のとおり決議を予定しております。  

   

   

  
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  41,920  －  －  41,920

合計  41,920  －  －  41,920

自己株式         

普通株式  9,942  －  －  9,942

合計  9,942  －  －  9,942

   
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日

平成20年６月27日 

定時株主総会 
普通株式  79,945  2,500 平成20年３月31日 平成20年６月30日

平成20年11月７日 

取締役会 
普通株式  79,945  2,500 平成20年９月30日 平成20年12月８日

   
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成21年６月26日 

定時株主総会 
普通株式  79,945  利益剰余金  2,500 平成21年３月31日 平成21年６月29日

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 

  至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 

  至 平成21年３月31日） 

 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

（平成20年３月31日現在） （平成21年３月31日現在） 

現金及び預金勘定 2,709,714 千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △100,000 千円

現金及び現金同等物 2,609,714 千円

現金及び預金勘定 2,976,154 千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △100,000 千円

現金及び現金同等物 2,876,154 千円
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（リース取引関係）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 

  至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 

  至 平成21年３月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引 

────── 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額 

（注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形

固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定しております。 

② 未経過リース料期末残高相当額 

（注）未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法により算定しております。 

③ 支払リース料及び減価償却費相当額 

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。 

（減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失はありません。 

  

   
取得価額

相当額 
 

減価償却

累計額相

当額 

 
期末残高

相当額 

    (千円)  (千円)  (千円)

機械及び装置   5,880  4,508  1,372

工具器具及び備品   9,552  8,756  796

合計   15,432  13,264  2,168

  （千円）

１年内  1,972

１年超  196

合計  2,168

  （千円）

支払リース料  7,133

減価償却費相当額  7,133
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前事業年度（平成20年３月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

当事業年度（平成21年３月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

（注） 当事業年度において、投資有価証券について92,265千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％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。  

  

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

   

（有価証券関係）

  種類 
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 

株式  5,300  25,025  19,725

小計  5,300  25,025  19,725

貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの 

株式  161,149  101,443  △59,706

その他  70,841  70,235  △605

小計   231,991  171,679  △60,312

合計  237,291  196,704  △40,586

  貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券      

非上場株式  12,094

  種類 
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 

株式  24,432  34,844  10,411

小計  24,432  34,844  10,411

貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの 

株式  76,788  76,514  △274

その他  77,500  66,937  △10,562

小計   154,289  143,452  △10,836

合計  178,722  178,296  △151

  貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券      

非上場株式  11,556
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１．取引の状況に関する事項 

２．取引の時価等に関する事項 

 前事業年度（平成20年３月31日）及び当事業年度（平成21年３月31日） 

 期末残高がないため、該当事項はありません。  

（デリバティブ取引関係）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）   

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

(1）取引の内容 

 金利関連の金利スワップ取引のみを行っておりま

す。 

   当社はデリバティブ取引を全く利用していないため、

該当事項はありません。 

(2）取引に対する取組方針 

 将来の金利の変動によるリスク回避を目的としてお

り、投機的な取引は行わない方針であります。 

    

(3）取引の利用目的 

 借入金利の将来の金利市場における利率上昇による

変動リスクを回避する目的で利用しております。 

    

(4）取引に係るリスクの内容 

 当社が利用している金利スワップ取引は、市場金利

の変動リスクを有しております。取引先については、

信用度の高い大手金融機関でありますので、信用リス

クはほとんど無いと判断しております。 

    

(5）取引に係るリスク管理体制 

 上記取組方針の基に、取締役会において承認された

ものについて、経営管理本部が管理しております。ま

た、多額の借入金は取締役会の専決事項であり、それ

に伴う金利スワップ取引は取締役会の承認を受けてお

ります。 

 非定型的かつ限定的な取引で、リスクも小さいと判

断されるため、規定、マニュアルの整備は行っており

ません。 
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１．採用している退職給付制度の概要 

 当社は、確定給付型の制度として適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けております。 

 なお、退職一時金制度については、昭和39年から適格退職年金制度への移行を段階的に行なっており、現

在の移行割合は50％となっております。 

２．退職給付債務に関する事項 

 （注） 適格退職年金の従業員拠出分を含めて記載しております。 

３．退職給付費用に関する事項 

 （注） 適格退職年金に係る従業員拠出額を控除しております。 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

   

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

   

 該当事項はありません。 

（退職給付関係）

  
前事業年度末

（平成20年３月31日） 
当事業年度末

（平成21年３月31日） 

  （単位：千円） （単位：千円）

イ．退職給付債務（注）  △1,298,198  △1,296,255

ロ．年金資産  551,824  466,556

ハ．未積立退職給付債務（イ＋ロ）  △746,374  △829,699

ニ．未認識数理計算上の差異  101,252  190,280

ホ．退職給付引当金（ハ＋ニ）  △645,121  △639,419

  
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） 

  （単位：千円） （単位：千円）

イ．勤務費用（注）  62,270  65,954

ロ．利息費用  24,645  16,716

ハ．期待運用収益  △11,502  △11,036

ニ．数理計算上の差異の費用処理額  9,176  17,473

ホ．退職給付費用（イ＋ロ＋ハ＋ニ）  84,589  89,107

  
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） 

イ．退職給付見込み額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準 

ロ．割引率    2.0％    2.0％ 

ハ．期待運用収益率    2.0％    2.0％ 

ニ．数理計算上の差異の処理年数   10年   10年 

（ストック・オプション等関係）

（企業結合等）
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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 

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

った主要な項目別の内訳 

   

 前事業年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日）及び当事業年度（自平成20年４月１日 至平成21年３

月31日）ともに関連会社はなく該当事項はありません。 

   

前事業年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

 関連当事者との取引については、重要性が乏しいため、注記を省略しております。 

（追加情報） 

 当事業年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年10月17日）及

び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号 平成18年10月17日）

を早期適用しております。 

当事業年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

 関連当事者との取引については、重要性が乏しいため、注記を省略しております。 

   

（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） 

繰延税金資産               

退職給付引当金    258,048        255,767   

貸倒引当金    1,858        1,912   

賞与引当金    102,920        107,200   

減損損失    113,357        89,618   

投資有価証券評価損    18,498        19,321   

会員権評価損    32,666        20,666   

未払事業税    19,200        23,200   

その他    350,746        309,919   

繰延税金資産小計    897,296        827,606   

評価性引当額    △134,296        △119,606   

繰延税金資産合計    763,000        708,000   

繰延税金負債                       

 その他有価証券評価差額金    －        △235   

繰延税金負債合計    －        △235   

繰延税金資産の純額    763,000        707,765   

  
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） 

法定実効税率    40.0 ％      40.0 ％

（調整）                   

交際費等永久に損金算入されない項目    1.7        0.6   

住民税均等割等    2.8        2.0   

評価性引当額の増減等    △62.9        △1.2   

その他    5.7        2.9   

税効果会計適用後の法人税等の負担率    △12.7        44.3   

（持分法損益等）

（関連当事者情報）
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（注）１．１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりでありま

す。 

２．１株当たり純資産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４月１日 至平成20年３月31日）及び当事業年度（自平成20年４月１日 至平成21年３

月31日）ともに該当事項はありません。 

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額 227,589円09銭 

１株当たり当期純利益 30,504円90銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 30,340円75銭 

１株当たり純資産額 244,524円91銭 

１株当たり当期純利益 20,655円59銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 20,647円20銭 

  
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株当たり当期純利益            

当期純利益（千円）  975,394  660,524

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（千円）  975,394  660,524

普通株式の期中平均株式数（株）  31,975  31,978

             

潜在株式調整後１株当たり当期純利益     

当期純利益調整額  －  －

普通株式増加数（株）  173  13

（うち新株予約権）  (173)  (13)

  
前事業年度末

（平成20年３月31日） 
当事業年度末

（平成21年３月31日） 

純資産の部の合計額（千円）  7,277,843  7,819,417

純資産の部の合計額から控除する金額 

（千円） 
 －  －

普通株式に係る期末の純資産額（千円）  7,277,843  7,819,417

１株当たり純資産額の算定に用いられた期

末の普通株式の数（株） 
 31,978  31,978

（重要な後発事象）
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(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 信岡久司（現 執行役員 営業本部営業開発部長） 

・退任予定取締役 

取締役 小林昭雄 

  

③ 就任予定日 

 平成21年６月26日 

  

５．その他
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(2）生産、受注及び販売の状況 

① 生産実績 

 （注） 表示金額は、販売価格によっており、消費税等は含んでおりません。 

② 受注状況 

 （注） 表示金額には、消費税等は含んでおりません。 

③ 販売実績 

 （注）１．表示金額には、消費税等は含んでおりません。 

２．主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は、以下のとおりであります。 

  

区分  

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） 

増減 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）  
増減率
（％）  

配電制御設備  15,491,698  15,261,233  △230,464  △1.5

計  15,491,698  15,261,233  △230,464  △1.5

区分 

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）

 増減 

受注高 
（千円） 

受注残高
（千円） 

受注高
（千円） 

受注残高
（千円） 

受注高 
（千円） 

受注残高
（千円） 

配電制御設備  16,713,457  7,951,296  17,225,973  9,466,281  512,516  1,514,984

計  16,713,457  7,951,296  17,225,973  9,466,281  512,516  1,514,984

区分  

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） 

増減 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）  
増減率
（％）  

配電制御設備  15,824,274  15,710,988  △113,285  △0.7

計  15,824,274  15,710,988  △113,285  △0.7

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） 

販売先 金額（千円） 割合（％） 販売先 金額（千円） 割合（％）

 ㈱きんでん  2,984,161  18.9  ㈱きんでん  3,244,203  20.6

 ㈱関電工  2,203,121  13.9  ㈱関電工  1,974,404  12.6
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