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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 10,686 △11.6 570 △26.3 637 △20.9 375 △14.2
20年3月期 12,089 △0.4 774 6.5 806 4.8 437 13.9

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率 総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 78.30 ― 5.6 6.5 5.3
20年3月期 91.21 ― 6.8 7.9 6.4
（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 9,714 6,777 69.8 1,412.54
20年3月期 10,025 6,615 66.0 1,378.67
（参考） 自己資本  21年3月期  6,777百万円 20年3月期  6,615百万円

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 869 270 △191 2,526
20年3月期 77 △17 △139 1,577

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 ― 15.00 ― 25.00 40.00 191 43.9 3.0
21年3月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00 143 38.3 2.1
22年3月期 
（予想）

― 15.00 ― 15.00 30.00 60.0

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 5,000 △3.5 160 △24.2 160 △41.2 100 △35.7 20.84

通期 10,200 △4.6 400 △29.9 400 △37.2 240 △36.1 50.02



4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

（注）詳細は、13、16ページ「重要な会計方針の変更」をご覧ください。 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、24ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 4,800,000株 20年3月期 4,800,000株
② 期末自己株式数 21年3月期 1,750株 20年3月期 1,750株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記に記載した数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、多分に不確定な要素を含んでいます。実際の業績等により、上記予想値
と異なる場合があります。 



１．経営成績 

(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、米国発の金融危機を背景に世界的に景気が後退するなかで、円高が進行し輸

 出および民間設備投資が減少、雇用情勢も厳しさを増すなど、景気は急速に悪化いたしました。 

  当社関連の建築業界におきましても、ビル、マンション等の建設需要の冷え込み、公共事業の継続的な減少、競

 争の激化による倒産件数の増加など、厳しい状況下にあります。 

  このような状況の中で、当社は大阪湾岸を中心とした超大型の先端工業施設および商業施設などのビッグプロジ

 ェクトの受注確保、ストアフロント市場への営業展開を積極的に行いました。また、自動ドアの更新需要の掘り起

 こし、新規保守契約の増加に注力しました。しかしながら、経営環境の悪化に伴う着工の延期、規模の縮小などの

 影響を受け、業績は低迷しました。 

  その結果、当事業年度の営業成績は、売上高は前事業年度に比べて11.6％減少の106億８千６百万円、営業利益 

 は同26.3％減少の５億７千万円、経常利益は同20.9％減少の６億３千７百万円、当期純利益は同14.2％減少の 

 ３億７千５百万円となりました。 

  なお、ステンレスサッシの製造、販売を行ってきました当社関連会社のナブコトート㈱は、業績の大幅な改善が

 見込まれないため、清算手続完了により消滅しました。  

  ・商品区分別売上高比較                      （単位：百万円） 

  

 (次期の見通し） 

  自動ドア業界は、数社の自動ドアメーカーが市場から撤退するなど、厳しさが増しており販売台数は更に減少する 

 と予想されます。 

  商品別については、自動ドアは競争激化による価格の下落、販売台数の低迷により売上高は減少する見込みです。 

 保守サービスは、提案営業システムを強力に推進させ、契約台数の増加を見込み、売上は若干増加する見込みです。 

 開口部商品は、自動ドアの販売台数の低迷の影響を受け、売上高は減少する見込みです。これらにより、次期の見通 

 しとしましては、売上高102億円、営業利益４億円、経常利益４億円、当期純利益２億４千万円を見込んでおります。

  

(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

 （イ）資産 

      当事業年度末の資産は、97億１千４百万円と前事業年度に比べ３億１千１百万円減少しました。内訳は、流

     動資産２億３千３百万円、固定資産７千７百万円の減少であります。流動資産の減少は、受取手形・売掛金が

     ８億２千６百万円減少する一方で、現金及び預金が６億４千５百万円増加したことが主たる要因であります。

     固定資産の減少は、有形固定資産（２千５百万円）、投資有価証券（３千６百万円）の減少が主たる要因であ

     ります。 

   （ロ）負債 

      当事業年度末の負債は、29億３千６百万円と前事業年度末に比べ４億７千３百万円減少しました。支払手形

     ・買掛金が２億９千８百万円、未払法人税等が２億３千１百万円減少したことが主たる要因であります。 

   （ハ）純資産 

      当事業年度末の純資産は、67億７千７百万円と前事業年度末に比べ１億６千２百万円増加しました。 

     これは、当期純利益による増加が主たる要因であります。 

  

商品区分 前事業年度 当事業年度 増減率（％) 

 自動ドア 5,001 4,573 △8.6 

 保守サービス 3,667 3,672 0.1 

 開口部商品 1,419 1,046 △26.3 

 その他 2,000 1,393 △30.4 

 合 計 12,089 10,686 △11.6 



②キャッシュフローの状況 

      当事業年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は、前事業年度末に比べ９億４

    千８百万円増加し、25億２千６百万円となりました。 

     当事業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） 

   当事業年度において営業活動の結果得られた資金は８億６千９百万円（前事業年度は７千７百万円の増加）と

  なりました。これは主として税引前当期純利益、売上債権の減少による資金の増加、仕入債務の減少並びに法人

  税等の支払による資金の流出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） 

   当事業年度において投資活動によって増加した資金は２億７千万円（前事業年度は１千７百万円の減少）とな

  りました。これは主として定期預金の満期による増加と有形固定資産及び無形固定資産の取得による減少であり

  ます。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

   当事業年度において財務活動によって使用した資金は１億９千１百万円（前事業年度は１億３千９百万円の使

  用）となりました。これは配当金の支払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                       

（注）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／営業キャッシュ・フロー 

     インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

    １.株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

    ２.営業キャッシュ・フローはキャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しておりま

     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。 

    ４.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 

 利益配当につきましては、当期の業績を基本として中長期的な収益力及び内部留保の状況等を勘案して、継続的 

な安定配当を行うことを基本方針としております。なお、内部留保金は、将来の事業展開を踏まえた経営基盤の強化

  に有効に投資してまいります。 

   当期の期末配当につきましては、１株当たり15円を予定しております。これに中間配当15円を加え、当期の年間 

  配当額は30円となります。次期につきましては、１株当たり30円（中間15円、期末15円）を予定しております。 

  

  
平成18年  

３月期 

平成19年  

３月期 

平成20年  

３月期 

平成21年  

３月期 

 自己資本比率（％） 62.9 61.0 66.0 69.8 

 時価ベースの自己資本比率（％） 58.7 47.6 50.3 40.9 

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 0.7 0.2 1.9 0.2 

 インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 101.4 345.4 37.0 553.5 



(4）事業等のリスク 

①売上債権の回収について 

 当社は、貸倒損失を最小限に止めるため、社内与信管理規程に基づく与信管理を行っておりますが、当社の販売 

先の業況悪化により当社が多額の貸倒損失を蒙った場合、当社の経営成績に重要な影響を及ぼす可能性があります。

  

②特定の取引先に依存した仕入形態について 

 当社は、主力商品であります自動ドアの仕入先として、親会社のナブテスコ㈱に依存しており、その仕入額は当 

事業年度においては総仕入高の約70％に及んでおります。 

 ナブテスコ㈱の製造設備に重大な災害が発生、または被災した場合、当社に対する納品量が減少し、当社は販売 

先への施工・引渡しが遅延し請負契約の履行ができなくなる可能性があります。  

 

③法的規制等について 

 平成17年８月30日に自動回転ドアの安全性について規定した日本工業規格（ＪＩＳ Ａ７４２１ 自動回転ドア 

－安全性）が制定されました。また、自動ドアの業界団体である全国自動ドア協会では、平成17年10月に「スライ 

ド式自動ドアの安全ガイドブック」を作成し、施主・建物設計者・建物管理者の関係主体に内容を公表し、平成18 

年４月以降に施工する自動ドアにこの内容を適用することを決定しました。当社はこれらの法規制等を遵守する必 

要があり、当社の経営成績および今後の事業展開に影響を受ける可能性があります。 

 

④重要な訴訟について 

 当社には、訴訟、その他の法的手続の対象となるリスクがあります。これらの法的なリスクについては、当社の 

総務部が管理しており、またナブテスコグループの一員としてナブテスコ㈱とも連携を取りながら必要に応じて取 

締役会または監査役会に報告する管理体制となっております。当事業年度において当社の事業に重大な影響を及ぼ 

す訴訟は提起されておりませんが、将来重要な訴訟等が提起された場合には、当社の経営成績および財務状況等に 

重要な影響を及ぼす可能性があります。    

２．企業集団の状況 

 最近の有価証券報告書（平成20年６月24日提出）における「事業系統図（事業の内容）」および「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。 

  



３．経営方針 

(1）会社の経営の基本方針 

  当社は、「安全・安心・快適」を基本にお客様に満足していただける商品・サービスを提供することにより利益

 ある成長を図ることを基本としております。 

(2）目標とする経営指標 

  当社は、企業価値の増大と財務体質の強化を図るため、主要経営指標としてＲＯＡおよびその改善度を採用して

 おります。 

(3）中長期的な会社の経営戦略 

  当社は、前事業年度を開始年度とする中期３ヵ年計画を策定しています。その事業運営基本方針は次のとおりで

 あります。 

 〔中期事業運営方針〕 

    ①地域に密着したきめ細かい提案営業を展開し、管理台数の増大を図る。 

    ②サービスの質的向上を図り、顧客満足度を追求することにより保守・有償・更新事業を拡大する。 

    ③サービス体制の更なる充実と質の高いサービスの提供を図り、ナブコブランドの信頼性・安心性を高める。 

    ④「安全・安心・快適」を基本に、エントランスシステムを追求し、自動ドア装置単体から高機能・デザイン 

     を付加し、差別化したシステム商品、開口部一式商品への展開を推進する。 

    ⑤ナブテスコ㈱ナブコカンパニーとの連携を強化し、販売戦略の立案・推進と顧客のニーズを反映した商品 

     提案を行う。 

(4）会社の対処すべき課題 

  今後の見通しにつきましては、世界的な景気後退は当面継続するものと思われ、わが国経済においても企業収益

 の回復には時間を要するものと予想されます。 

  当社関連の建築業界におきましては、ビル、マンション等の建設需要の落ち込みが大きく、回復はまだ先が見え

 ない状況にあります。 

  このような状況のなかで、当社としましては、シェア拡大のため営業体制を強化し、引き続き再開発事業やプロ

 ジェクト案件に注力するとともに施主、デべロッパー、設計事務所、ゼネコン等、関係先へのトップセールスやス

 トアフロント市場への展開を推進してまいります。またアフターマーケットの拡大を図るため、２４時間３６５日

 サービス体制を更に充実させ保守契約の増大を目指します。 

  なお、一層の経営基盤の強化を図るため、コストの削減を徹底し、収益確保に努めてまいります。 



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 1,423,293 2,068,369

受取手形 1,092,647 890,237

売掛金 2,783,005 2,159,113

機器 601,078 －

商品及び製品 － 563,787

仕掛品 278,713 284,654

前払費用 25,991 26,225

繰延税金資産 144,942 117,228

関係会社預け金 454,677 457,669

その他 4,943 824

貸倒引当金 △23,987 △15,973

流動資産合計 6,785,304 6,552,136

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,214,693 1,200,379

減価償却累計額 △541,830 △553,675

建物（純額） 672,863 646,703

構築物 33,334 33,334

減価償却累計額 △20,760 △22,498

構築物（純額） 12,574 10,836

工具、器具及び備品 137,189 149,243

減価償却累計額 △102,796 △115,180

工具、器具及び備品（純額） 34,393 34,062

土地 1,819,226 1,819,226

建設仮勘定 － 2,751

有形固定資産合計 2,539,057 2,513,580

無形固定資産   

ソフトウエア 25,743 29,559

電話加入権 12,024 12,024

無形固定資産合計 37,767 41,583

投資その他の資産   

投資有価証券 152,746 116,275

出資金 10,000 －

長期貸付金 1,526 －

従業員長期貸付金 220 －

関係会社長期貸付金 150,000 －

破産更生債権等 38,638 34,242

長期前払費用 2,497 3,744

繰延税金資産 236,427 245,318

保険積立金 37,223 51,265

差入保証金 129,617 134,687

その他 109,735 105,156

貸倒引当金 △204,958 △83,261

投資その他の資産合計 663,673 607,427

固定資産合計 3,240,498 3,162,592

資産合計 10,025,802 9,714,728



（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 180,364 202,490

買掛金 1,631,044 1,310,094

短期借入金 150,000 150,000

未払金 52,388 54,236

未払法人税等 253,047 21,512

未払消費税等 38,897 19,997

未払費用 129,183 131,033

前受金 81,027 202,299

預り金 11,033 11,666

賞与引当金 306,000 265,699

工事補償引当金 4,500 3,500

流動負債合計 2,837,486 2,372,530

固定負債   

退職給付引当金 514,715 532,468

役員退職慰労引当金 58,375 32,000

固定負債合計 573,090 564,468

負債合計 3,410,577 2,936,999

純資産の部   

株主資本   

資本金 848,000 848,000

資本剰余金   

資本準備金 687,430 687,430

資本剰余金合計 687,430 687,430

利益剰余金   

利益準備金 117,840 117,840

その他利益剰余金   

別途積立金 4,400,000 4,600,000

繰越利益剰余金 557,565 541,314

利益剰余金合計 5,075,405 5,259,154

自己株式 △1,441 △1,441

株主資本合計 6,609,393 6,793,143

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,831 △15,414

評価・換算差額等合計 5,831 △15,414

純資産合計 6,615,225 6,777,729

負債純資産合計 10,025,802 9,714,728



（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 12,089,678 10,686,346

売上原価 8,375,527 7,214,792

売上総利益 3,714,151 3,471,554

販売費及び一般管理費   

販売費及び一般管理費合計 2,939,508 2,900,599

営業利益 774,642 570,955

営業外収益   

受取利息 6,028 4,705

受取配当金 1,545 1,759

保険解約返戻金 23,563 54,967

受取販売奨励金 4,450 －

その他 5,342 9,052

営業外収益合計 40,930 70,485

営業外費用   

支払利息 1,956 2,099

売上割引 1,123 1,246

貸倒引当金繰入額 5,000 －

その他 1,205 654

営業外費用合計 9,286 4,001

経常利益 806,287 637,439

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 7,398

工事補償引当金戻入額 － 1,000

特別利益合計 － 8,398

特別損失   

関係会社整理損 － 28,906

固定資産除却損 － 2,956

投資有価証券評価損 5,085 1,712

ゴルフ会員権評価損 － 2,000

特別損失合計 5,085 35,576

税引前当期純利益 801,202 610,262

法人税、住民税及び事業税 383,973 201,359

法人税等調整額 △20,421 33,224

法人税等合計 363,552 234,583

当期純利益 437,650 375,679



（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 848,000 848,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 848,000 848,000

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 687,430 687,430

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 687,430 687,430

資本剰余金合計   

前期末残高 687,430 687,430

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 687,430 687,430

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 117,840 117,840

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 117,840 117,840

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 4,190,000 4,400,000

当期変動額   

別途積立金の積立 210,000 200,000

当期変動額合計 210,000 200,000

当期末残高 4,400,000 4,600,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 469,064 557,565

当期変動額   

別途積立金の積立 △210,000 △200,000

剰余金の配当 △139,149 △191,930

当期純利益 437,650 375,679

当期変動額合計 88,501 △16,250

当期末残高 557,565 541,314

利益剰余金合計   

前期末残高 4,776,904 5,075,405



（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 － －

剰余金の配当 △139,149 △191,930

当期純利益 437,650 375,679

当期変動額合計 298,501 183,749

当期末残高 5,075,405 5,259,154

自己株式   

前期末残高 △1,441 △1,441

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 △1,441 △1,441

株主資本合計   

前期末残高 6,310,892 6,609,393

当期変動額   

剰余金の配当 △139,149 △191,930

当期純利益 437,650 375,679

当期変動額合計 298,501 183,749

当期末残高 6,609,393 6,793,143

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 31,332 5,831

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △25,500 △21,245

当期変動額合計 △25,500 △21,245

当期末残高 5,831 △15,414

評価・換算差額等合計   

前期末残高 31,332 5,831

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △25,500 △21,245

当期変動額合計 △25,500 △21,245

当期末残高 5,831 △15,414

純資産合計   

前期末残高 6,342,225 6,615,225

当期変動額   

剰余金の配当 △139,149 △191,930

当期純利益 437,650 375,679

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △25,500 △21,245

当期変動額合計 273,000 162,503

当期末残高 6,615,225 6,777,729



（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 801,202 610,262

減価償却費 57,702 59,358

貸倒引当金の増減額（△は減少） 19,701 △9,711

退職給付引当金の増減額（△は減少） 66,805 17,753

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,125 △26,375

受取利息及び受取配当金 △7,574 △6,465

支払利息 1,956 2,099

投資有価証券評価損益（△は益） 5,085 1,712

固定資産除却損 － 2,956

関係会社整理損 － 28,906

売上債権の増減額（△は増加） 79,427 947,573

たな卸資産の増減額（△は増加） 25,041 31,349

仕入債務の増減額（△は減少） △599,295 △298,824

その他の資産の増減額（△は増加） △2,599 △8,533

その他の負債の増減額（△は減少） 5,299 △54,805

小計 458,878 1,297,257

利息及び配当金の受取額 11,717 6,465

利息の支払額 △2,105 △1,570

法人税等の支払額 △390,634 △432,893

営業活動によるキャッシュ・フロー 77,856 869,259

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 300,000 300,000

定期預金の預入による支出 △300,000 －

有形固定資産の取得による支出 △9,997 △26,131

無形固定資産の取得による支出 △10,650 △15,541

投資有価証券の取得による支出 △358 △381

出資金の回収による収入 － 10,000

貸付金の回収による収入 3,724 2,839

投資活動によるキャッシュ・フロー △17,281 270,785

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △139,129 △191,975

財務活動によるキャッシュ・フロー △139,129 △191,975

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △78,554 948,068

現金及び現金同等物の期首残高 1,656,525 1,577,970

現金及び現金同等物の期末残高 1,577,970 2,526,039



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

 該当事項はありません。 

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 

関連会社株式 

  移動平均法による原価法  

関連会社株式 

──────── 

  

 その他有価証券 

時価のあるもの 

      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） 

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 

機器 

 移動平均法による原価法 

 商品 

 移動平均法による原価法（貸借対照表価 

 額については収益性の低下に基づく簿価 

 切下げの方法）を採用しています。 

 仕掛品 

 個別法による原価法 

 仕掛品 

 個別法による原価法（貸借対照表価額に 

 ついては収益性の低下に基づく簿価切下 

 げの方法）を採用しています。 

（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）を適用してい 

 ます。これによる営業利益、経常利益及 

 び税引前当期純利益に与える影響はあり 

 ません。 

 



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 

 有形固定資産 

 定率法 

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います。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

建物     ８～50年 

構築物    10～20年 

工具、器具及び備品 ３～20年 

（会計方針の変更） 

  法人税法の改正((所得税法等の一部を 

 改正する法律 平成19年３月30日 法律 

 第６号)及び(法人税法施行令の一部を 

 改正する政令 平成19年３月30日 政令 

 第83号))に伴い、当事業年度から、平成 

 19年４月１日以降に取得したものについ 

 ては、改正後の法人税法に基づく方法に 

 変更しています。 

 これによる営業利益、経常利益及び税引 

 前当期純利益への影響は軽微でありま 

 す。 

（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日以前に取得したも 

 のについては、償却可能限度額まで償却 

 が終了した翌事業年度から５年間で均等 

 償却する方法によっています。 

 これによる営業利益、経常利益及び税引 

 前当期純利益への影響は軽微でありま  

 す。 

 有形固定資産（リース資産を除く） 

 定率法（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）を採用しています。

  

なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

建物     ８～50年 

構築物    10～20年 

工具、器具及び備品 ３～20年 

──────── 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

──────── 

  

  

  

  

  

 無形固定資産 

 定額法 

無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

 長期前払費用 

 定額法 

長期前払費用 

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います。 

  なお、リース取引開始日が平成20年３ 

 月31日以前の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 

 処理によっています。 

 



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

います。 

 (1) 貸倒引当金 

同左 

  (2）賞与引当金 

従業員の賞与の支払に充てるため賞与支

給見込額に基づき計上しています。 

 (2）賞与引当金 

同左 

  (3）工事補償引当金 

請負工事に係る目的物の瑕疵担保責任に

基づく補償費に備えるため、補償期間内

の補償額を過去２年間の実績を基礎に将

来の補償見込額を加味して計上していま

す。 

 (3）工事補償引当金 

同左 

  (4）退職給付引当金 

従業員及び執行役員の退職金の支払に充

てるため、従業員については当事業年度

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います。 

なお、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

率法により按分した額をそれぞれ発生の

翌事業年度から費用処理しています。 

また、執行役員については、内規に基づ

く期末支給見積額を基準として計上して

います。 

 (4）退職給付引当金 

同左 

  (5）役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に充てるため内

規に基づく期末支給見積額を基準として

計上しています。 

 (5）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い

ます。 

──────── 

６．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

手許現金、随時引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います。 

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 税抜方式によっています。 同左 



重要な会計方針の変更 

  

注記事項 

（貸借対照表関係） 

（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） 

──────── （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いま 

 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います。 

  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、引き続き通常 

 の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用していま 

 す。 

  これによる営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に 

 与える影響はありません。 

前事業年度 
（平成20年３月31日） 

当事業年度 
（平成21年３月31日） 

 関係会社に対する主な資産・負債で各科目に含まれてい

るものは次のとおりであります。 

 関係会社に対する主な資産・負債で各科目に含まれてい

るものは次のとおりであります。 

買掛金 1,167,697千円 買掛金 893,280千円

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） 

 関係会社との主な取引高は次のとおりであります。  関係会社との主な取引高は次のとおりであります。 

仕入高 4,150,512千円 

受取販売奨励金 4,450千円 

仕入高 3,186,179千円 

     



（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） 

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．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

      該当事項はありません。 

  

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

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

 
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

発行済株式     

普通株式 4,800,000 － － 4,800,000 

合計 4,800,000 － － 4,800,000 

自己株式     

普通株式 1,750 － － 1,750 

合計 1,750 － － 1,750 

（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25日 

定時株主総会 
普通株式 67,175 14 平成19年3月31日 平成19年6月26日 

平成19年11月６日 

取締役会 
普通株式 71,973 15 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23日 

定時株主総会 
普通株式 119,956  利益剰余金 25 平成20年3月31日 平成20年6月24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．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．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

      該当事項はありません。 

  

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

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

（キャッシュ・フロー計算書関係） 

 
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 4,800,000 － － 4,800,000 

合計 4,800,000 － － 4,800,000 

自己株式     

普通株式 1,750 － － 1,750 

合計 1,750 － － 1,750 

（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23日 

定時株主総会 
普通株式 119,956 25 平成20年３月31日 平成20年６月24日 

平成20年10月31日 

取締役会 
普通株式 71,973 15 平成20年９月30日 平成20年12月１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23日 

定時株主総会 
普通株式 71,973  利益剰余金 15 平成21年3月31日 平成21年6月24日

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）

 （千円）

 現金及び預金勘定 1,423,293 

 預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △300,000 

 関係会社預け金 454,677 

 現金及び現金同等物 1,577,970 

 （千円）

 現金及び預金勘定 2,068,369 

 関係会社預け金 457,669 

 現金及び現金同等物 2,526,039 



（リース取引関係） 

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） 

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 

 ─────────────   リース取引開始日が平成20年３月31

以前の所有権移転外ファイナンス・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を適用

しており、その内容は以下のとおりで 

あります。 

１．リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額、減損損失累計額相

当額及び期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額、減損損失累計額相

当額及び期末残高相当額 

 
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円） 

車両運搬具 57,479 41,987 15,491 

工具器具及
び備品 60,781 31,186 29,594 

合計 118,261 73,174 45,086 

 
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円） 

車両運搬具 29,725 24,668 5,057 

工具器具及
び備品 41,579 22,916 18,663 

合計 71,304 47,584 23,720 

 
２．未経過リース料期末残高相当額等 

 未経過リース料期末残高相当額 

２．未経過リース料期末残高相当額等 

 未経過リース料期末残高相当額 

 

１年以内 27,324千円 

１年超 27,240 

計 54,565 

１年以内 16,684千円 

１年超 17,023 

計 33,708 

 

３．支払リース料、リース資産減損勘定

の取崩額、減価償却費相当額、支払利

息相当額及び減損損失 

３．支払リース料、リース資産減損勘定

の取崩額、減価償却費相当額、支払利

息相当額及び減損損失 

 

支払リース料 37,508千円 

減価償却費相当額 31,854 

支払利息相当額 1,853 

支払リース料 20,981千円 

減価償却費相当額 17,933 

支払利息相当額 1,248 

 

４．減価償却費相当額及び利息相当額の

算定方法 

（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います。 

４．減価償却費相当額及び利息相当額の

算定方法 

（減価償却費相当額の算定方法） 

同左 

 

（利息相当額の算定方法） 

 リース料総額とリース物件の取得価

額相当額との差額を利息相当額とし、

各期への配分については、利息法によ

っています。 

（利息相当額の算定方法） 

同左 

オペレーティング・リース取

引 

未経過リース料 未経過リース料 

１年以内 33,797千円 

１年超 93,670 

計 127,467 

１年以内 32,320千円 

１年超 62,780 

計 95,100 

（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。 

同左 



（有価証券関係） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 （注） 減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を 

    行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額 

    について減損処理を行っています。 

  

２．時価評価されていない有価証券 

  重要性が乏しいため、記載を省略しています。 

  

３．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額 

  

（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） 

  該当事項はありません。 

当事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

  該当事項はありません。 

 種類 

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） 

取得原価 
（千円） 

貸借対照表計
上額（千円） 

差額（千円） 
取得原価 
（千円） 

貸借対照表計
上額（千円） 

差額（千円） 

貸借対照表計上額

が取得原価を超え

るもの 

① 株式 28,834 63,589 34,754 15,147 27,147 11,999 

② 債券      －      －      －      －      －      － 

③ その他 1,435 1,904 468      －      －      － 

小計 30,270 65,492 35,223 15,147 27,147 11,999 

貸借対照表計上額

が取得原価を超え

ないもの 

① 株式 24,569 19,372 △5,196 36,924 28,886 △8,038 

②  債券             

  その他債券 87,222 66,980 △20,242 87,730 58,094 △29,636 

③ その他 － － － 1,435 1,247 △188 

小計 111,792 86,352 △25,439 126,090 88,228 △37,862 

合計 142,062 151,846 9,783 141,238 115,375 △25,863 

 

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年以内 
（千円） 

１年超５年 
以内（千円） 

５年超10年 
以内（千円） 

10年超 
（千円） 

１年以内 
（千円） 

１年超５年 
以内（千円） 

５年超10年 
以内（千円） 

10年超 
（千円） 

債券         

その他債券 － － － 100,000 － － － 100,000 



（退職給付関係） 

１．採用している退職給付制度の概要 

  当社の退職給付制度は、勤続期間が３年以上の従業員が退職する場合、社内規程に基づき退職時までの勤 

 続年数や給与等に基づき算定された退職金を支払うこととなっています。この退職金の支払に充てるため、 

 必要資金の内部留保の他に、適格退職年金制度を採用し、外部拠出を行っています。退職者に対しては社 

 内引当資金及び適格退職年金から各々退職金（一時金又は年金）が支払われることとなります。 

２．退職給付債務に関する事項 

３．退職給付費用に関する事項 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 
 （単位：千円）

 
前事業年度 

（平成20年３月31日現在） 

当事業年度 

（平成21年３月31日現在） 

イ．退職給付債務 1,484,969 1,318,705 

ロ．年金資産 615,647 520,835 

ハ．未積立退職給付債務 869,322 797,869 

ニ．未認識数理計算上の差異 354,606 265,400 

ホ．退職給付引当金 514,715 532,468 

 
 （単位：千円）

 

前事業年度 

（平成19年４月１日～ 

平成20年３月31日） 

当事業年度 

（平成20年４月１日～ 

平成21年３月31日） 

イ．勤務費用 98,595 99,723 

ロ．利息費用 26,134 28,851 

ハ．期待運用収益（減算） △12,414 △12,312 

ニ．数理計算上の差異の費用処理額 54,813 73,048 

ホ．退職給付費用 167,129 189,311 

 
前事業年度 

    （平成20年３月31日現在） 

当事業年度 

    （平成21年３月31日現在） 

イ．退職給付見込額の期間配分方法 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．過去勤務債務の額の処理年数 － － 

ホ．数理計算上の差異の処理年数 10年（定率法） 10年（定率法） 



（税効果会計関係） 

（持分法損益等） 

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 １．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

（単位：千円） （単位：千円）

前事業年度（平成20年３月31日現在） 当事業年度（平成21年３月31日現在）

賞与引当金 123,624 

未払事業税 19,500 

貸倒引当金 75,765 

退職給付引当金 207,945 

役員退職慰労引当金 23,583 

投資有価証券等評価損 9,761 

その他 9,201 

繰延税金資産小計 469,383 

評価性引当額 △84,062 

繰延税金資産合計 385,321 

その他有価証券評価差額金 3,952 

繰延税金負債合計 3,952 

繰延税金資産の純額 381,369 

賞与引当金 107,342 

未払事業税 2,945 

貸倒引当金 29,644 

退職給付引当金 215,117 

役員退職慰労引当金 12,928 

投資有価証券等評価損 11,403 

その他有価証券評価差額金 10,449 

その他 8,787 

繰延税金資産小計 398,617 

評価性引当額 △36,071 

繰延税金資産合計 362,546 

繰延税金負債合計 － 

繰延税金資産の純額 362,546 

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 

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 

（単位：％）

前事業年度（平成20年３月31日現在）

法定実効税率 40.4 

（調整）  

交際費等永久に損金に算入さ

れない項目 
1.5 

住民税均等割等 2.9 

評価性引当額 0.5 

その他 0.1 

税効果会計適用後の法人税等の負

担率 
45.4 

当事業年度（平成21年３月31日現在）

   法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担  

  率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であ 

  るため注記を省略しています。 

    

   

    

    

    

    

    

 
前事業年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

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（千円） － 該当事項はありません  

持分法を適用した場合の投資の金額（千円） －   

持分法を適用した場合の投資利益の金額(千円) －   



（関連当事者情報） 

前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

(1）親会社及び法人主要株主等 

(2）子会社等 

 （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれています。 

    ２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

      (1)上記各社からの仕入については、市場価格を参考に決定しています。 

      (2)ナブコトート㈱に対する資金の貸付については、平成19年４月より無利息としています。 

  

当事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 １．関連当事者との取引 

親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等 

 （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれています。 

    ２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

       仕入については、市場価格を参考に決定しています。 

  

 ２．親会社情報 

       ナブテスコ㈱（東京証券取引所に上場） 

  

 （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）を適用していま 

  す。なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。 

属性 
会社等
の名称 

住所 
資本金 
（千円） 

事業の内容又は職
業 

議決権等
の被所有
割合 

関係内容 

取引の内容 
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高 
（千円） 役員の

兼任等 
事業上の関係

親会社 ナブテ

スコ㈱ 

東京都 

港区 

10,000,000 精密、輸送用、航

空・油圧、産業用

機器事業を営むこ

と、並びにこれら

の事業を営む会社

の事業活動を支

配・管理すること 

直接 

63.5％ 

転籍 

2名 

 兼任 

3名 

商品の仕入 
資金の貸付 3,011 関係会

社預け

金 

454,677

商品の仕入 4,150,512 買掛金 1,167,697

属性 
会社等
の名称 

住所 
資本金又
は出資金 
（千円） 

事業の内容又は職
業 

議決権等
の所有割
合 

関係内容 

取引の内容 
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高 
（千円） 役員の

兼任等 
事業上の関係

関連会

社 

ナブコ

トート

㈱ 

岡山県 

久米郡 

美咲町 

10,000 金属製建具及び各

種建築金物の製

造、販売並びに取

付工事 

25.0％   － 部品の仕入  資金の貸付 － 長期貸

付金 

150,000

種類 会社等の名称 所在地 
資本金 
（千円） 

事業の内容又は職
業 

議決権等
の被所有
割合 

関連当事者と
の関係 

取引の内容 取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高 
（千円） 

 

親会社 ナブテスコ㈱ 東京都 

港区 

10,000,000 精密、輸送用、航

空・油圧、産業用

機器事業を営むこ

と、並びにこれら

の事業を営む会社

の事業活動を支

配・管理すること 

直接 

63.4％ 

商品の仕入 資金の貸付 2,993 関係会

社預け

金 

457,669

  商品の仕入 3,186,179 買掛金 893,280



（１株当たり情報） 

 （注）１．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、次のとおりであります。 

 （注）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。 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 

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         1,378円67銭              1,412円54銭 

１株当たり当期純利益金額         91円21銭          78円30銭 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、新株予約

権付社債等潜在株式がないため記載

していません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額については、新株予約権付

社債等潜在株式がないため記載してい

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) 

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（千円） 437,650 375,679 

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） 437,650 375,679 

期中平均株式数（千株） 4,798 4,798 

 
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） 6,615,225 6,777,729 

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 6,615,225 6,777,729 

 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（千株） 
4,798 4,798 
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