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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 61,593 △13.3 674 △71.8 △146 ― △784 ―
20年3月期 71,029 4.1 2,390 △16.3 1,678 △41.0 1,153 △63.4

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 △9.18 ― △6.3 △0.4 1.1
20年3月期 13.49 ― 8.4 4.1 3.4
（参考） 持分法投資損益 21年3月期  36百万円 20年3月期  48百万円

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 36,978 11,016 29.8 128.80
20年3月期 41,022 14,051 34.3 164.27
（参考） 自己資本  21年3月期  11,016百万円 20年3月期  14,051百万円

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 965 △383 △658 4,562
20年3月期 2,644 △2,175 △610 4,814

2.  配当の状況 

注：22年3月期の配当金は未定とさせていただきます。 

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 ― 0.00 ― 5.00 5.00 427 37.1 3.1
21年3月期 ― 0.00 ― 1.50 1.50 128 ― 1.0
22年3月期 
（予想）

― 0.00 ― ― ― ―

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

25,700 △22.6 100 △77.6 △400 ― △500 ― ―

通期 53,000 △14.0 1,000 48.4 400 ― 300 ― 3.50
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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、15ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧下さい。 

(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、27ページ「１株当たり情報」をご覧下さい。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 85,610,608株 20年3月期 85,610,608株
② 期末自己株式数 21年3月期 81,303株 20年3月期 72,422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 52,372 △14.6 △835 ― △1,048 ― △1,633 ―
20年3月期 61,308 2.9 619 △56.1 135 △90.1 262 △90.6

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 △19.10 ―
20年3月期 3.07 ―

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 33,341 9,041 27.1 105.71
20年3月期 35,982 11,204 31.1 130.99
（参考） 自己資本 21年3月期  9,041百万円 20年3月期  11,204百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成２２年３月期の配当予想は現時点では未定でありますが、今後の業績などを総合的に勘案し、決定次第速やかに開示いたします。配当予想に関
する事項につきましては、６ページ「（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当」を参照して下さい。 
２．本資料に記載されている連結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。連結業績予想に関連する事項につきましては、５ページ「２．次期の見通し」を参照して下さい。 
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１．経営成績 
 
（１）経営成績に関する分析 
 
１．当期の概況                             
① 業績全般の概況                             
当期におけるわが国経済は、米国に端を発した世界的な金融危機が実体経済に急速に波及し、未曾有の経

済危機の様相を呈しており、更には急激な円高等による先行き不透明感から雇用環境や個人消費が急速に悪

化してきております。海外の景況は、中国では一時と比べ伸びは鈍化したものの拡大傾向にある一方、米国

や欧州は大幅な景気悪化がみられます。楽器業界については、国内市場や欧米市場においては景気悪化の影

響から需要が減少しており、中国市場においても昨年はピアノの需要が後退した模様です。 
このような経営環境のもと、当社グループは、①経営構造の革新、②持続可能な成長、③恒常的な利益確

保を基本方針とした「第２次中期経営計画」（平成１９年４月～平成２２年３月）の遂行に取り組みました。 
 
同計画の２年度に当たる当期は、楽器事業においては最高級グランドピアノ Shigeru Kawai シリーズを

はじめとした高付加価値製品の販売とハイブリッド消音型ピアノによる競争力向上、教育関連事業において

はコース拡大や収益性の確保、素材加工事業においては受注拡大とコスト削減に取り組みました。 
当期の売上高は、楽器事業における販売減少や素材加工事業における受注が減少したことにより 61,593

百万円、前期比 9,436 百万円(13.3％)の減少となりました。このうち国内売上高は 43,626 百万円、前期比 
7,908 百万円(15.3％)の減少となり、海外売上高は円高の影響 1,265 百万円もあり、 17,967 百万円、前期
比 1,528百万円(7.8％)の減少となりました。 
損益面につきましては、原価や経費の圧縮に取り組みましたが、売上高の減少、原材料価格の上昇等があ

り、営業利益は 674 百万円(前期比 1,716 百万円減益)となり、さらに為替差損 614 百万円の発生もあり、
経常損失は 146百万円(前期比 1,824百万円減益)となりました。また、土地売却益 1,197百万円を計上しま
したが、繰延税金資産の取崩しに伴う法人税等調整額が 1,461百万円あり、当期純損失は 784百万円(前期
比 1,937百万円減益)となりました。 
また、総資産は 36,978百万円(前期比 4,044百万円減)、有利子負債は 8,420百万円(前期比 237百万円

増)となりました。 
 
第２次中期経営計画の２年度計画に対しましては、景気悪化により、売上高、利益面とも計画達成に至り

ませんでした。同計画で掲げました諸施策につきましては、舞阪工場の竜洋工場への統合や金属事業におけ

る新工場投資など、ほぼ計画通りに実施しております。 
 

 

 

② 事業の種類別セグメントの概況                 
１．楽器事業 

当セグメントのうち、国内販売におきましては、ピアノは高付加価値製品の拡販に取り組み、電子ピアノ

は木製鍵盤を搭載した普及価格帯モデルを投入しましたが、市場の悪化により減少しました。 
海外販売におきましては、ピアノは中国市場での販売が順調に増加し、台数では前年を上回りましたが、

欧米市場におけるグランドピアノ需要が低迷したため売上高では減少しました。電子ピアノは主要市場であ

る欧米で景気悪化の影響を受け、さらに新製品の端境期でもあり減少しました。電子オルガンは北米市場の

新製品が好調で増加しました。 
この結果、当セグメントの売上高は 29,332百万円（前期比 3,095百万円 9.5％減）となりました。損益

面につきましては、原材料価格の上昇や販売減少があり、営業利益は 195百万円（前期比 745百万円減益）
となりました。 
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２．教育関連事業 

当セグメントのうち、音楽教室は子ども増加エリアへの教室新設による教室生徒数の充足率向上に取り組

みましたが、既存教室の生徒数減少をカバーできませんでした。体育教室は幼児・児童向け事業を中心に堅

調に推移しました。当セグメントの売上高は 19,259 百万円(前期比 282 百万円 1.4％減)となり、損益面に
つきましては、生徒募集方法の見直しなどによる収益改善により、営業利益は 698 百万円（前期比 312 百
万円増益）となりました。 

 
３．素材加工事業 

当セグメントは、電子電気部品用の金属材料加工、自動車部品用の材料加工、防音室・音響部材の生産販

売等が主な内容です。急激な受注減少があり、当セグメントの売上高は 10,253百万円(前期比 5,402百万円 
34.5％減)となり、営業利益は 283百万円（前期比 949百万円減益）となりました。 

 
４．情報関連事業 
当セグメントは、ＯＡ機器の販売・修理およびコンピュータソフトウェアの販売等が主な内容です。受注

減少により、売上高は 2,447 百万円（前期比 612 百万円 20.0％減）となり、営業損失は 126 百万円（前
期比 96百万円悪化）となりました。 
 
５．その他の事業 
当セグメントは、金融関連事業、保険代理店等の事業で構成されております。金融関連子会社におけるリ

ース取扱量の減少等により、売上高は 300百万円（前期比 45百万円 13.0％減）、営業損失は 24百万円（前
期比 35百万円の改善）となりました。 

 

 

③ 所在地別セグメントの概況 
１．日本 
売上高は、素材加工事業の受注減少や楽器事業の市場悪化があり 49,381 百万円（前期比 8,331 百万円 

14.4%減）となり、営業損失は 36百万円(前期比 2,073百万円減益)となりました。 
 

２．北米 
売上高は、米国市場の低迷に伴うピアノ販売の減少により、6,146 百万円（前期比 1,123 百万円 15.4%

減）となりましたが、利益率の高い大型電子オルガンの販売が好調に推移し、営業利益は 273 百万円（前
期比 169百万円増益）となりました。 

 
３．欧州 
売上高は、台数面ではピアノ・電子ピアノともに前期並みで推移しましたが、円高ユーロ安により 2,767
百万円（前期比 283 百万円 9.3%減）となりました。営業利益は経費圧縮もあり、 200 百万円(前期比 56
百万円増益)となりました。 

 
４．その他 
売上高は、特に中国市場でのピアノ販売の増加が大きく、 3,298百万円（前期比 301百万円 10.0%増）

となり、営業利益は 328百万円(前期比 74百万円増益)となりました。 
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２．次期の見通し                            
楽器業界におきましては、国内市場は景気回復の兆しが見えない中、消費の二極化が更に進み、高付加価

値ピアノの需要は一定のボリュームを維持し、家電量販店や楽器量販店における電子ピアノは堅調に推移す

るとみられます。一方、海外においては主要市場である北米や欧州では依然として厳しい状況が続くものと

思われます。中国のピアノ需要についても業界全体としては縮小傾向にあるものと推定します。 
このような状況下、当社グループは「第２次中期経営計画」に則した施策を遂行してまいります。 
平成２２年３月期の事業セグメント別の見通しは、次のとおりであります。 
楽器事業は国内においては引き続きブランドイメージ向上による高付加価値製品の販売に取り組む一方、

海外では、当社ブランドの評価が高い中国市場に力を入れてまいります。北米や欧州市場は円高による影響

もあり、当セグメントの売上高は減少しますが、営業利益は経費の圧縮や国内工場の統合効果などにより増

加する見通しです。教育関連事業は国内景気の先行きが不透明な中、新設教室投資を抑制していますので売

上高は減少しますが、不採算教室の統廃合により営業利益は増加する見通しです。素材加工事業は今後も受

注が低調に推移することが想定され、売上高、営業利益とも減少する見通しです。情報関連事業およびその

他の事業はほぼ横ばいとなる見通しです。 
 
以上により平成２２年３月期の連結決算は、売上高 53,000百万円、営業利益 1,000百万円、経常利益 400

百万円、当期純利益は 300百万円を見通しております。 
 

※ 上記業績予想は、当社グループが現時点で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

の業績は予想と大きく異なることがあります。その要因のうち、主なものは以下の通りです。 

 

・主要市場（日本・欧米・中国）の政治及び経済状況の著しい変化 

・主要市場における製品需要の急激な変動 

・為替相場の大幅な変動 

 

（２）財政状態に関する分析 
 
当期の連結キャッシュ・フローの概況 
① 営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少 1,910 百万円等がありましたが、税金等調整前
当期純利益 928百万円、売上債権の減少 1,740百万円等があり、営業により得られた資金は 965百万円
（前期比 1,679百万円減少）となりました。 

 
② 投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による収入 1,501百万円等がありましたが、
有形固定資産の取得による支出 1,501 百万円等があり、383 百万円（前期比 1,792 百万円増加）の支出
増加となりました。 

 

③ 財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入 1,700 百万円等がありましたが、長期借
入金の返済による支出 1,871 百万円等があり、 658 百万円（前期比 48 百万円減少）の支出増加となり
ました。 

 

以上の結果、現金及び現金同等物の期首からの減少額は、換算差額 174百万円を含め 252百万円となり、
現金及び現金同等物の期末残高は 4,562百万円となりました。 
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キャッシュ・フロー指標のトレンド 

 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 28.1% 32.3% 34.3% 29.8% 

時価ベースの自己

資本比率 
63.5% 58.2% 31.5% 16.9% 

債務償還年数 2.2 年 1.8 年 3.1 年 8.7 年 

インタレスト・カ

バレッジ・レシオ 
10.2 17.2 9.2 4.0 

（注）各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。 
 

 
・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 
 （株式時価総額 ：期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）) 
・債務償還年数 ：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 
  有利子負債 ：連結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います。 
  営業キャッシュ・フロー ：連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャ 
 ッシュ・フローを使用しています。 
・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 
  営業キャッシュ・フロー ：連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャ 
 ッシュ・フローを使用しています。 
  利払い ：連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用 
 しています。 

 
 

（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、今後の経営環境ならびに事業展開を考慮し、経営基盤の安定化に向けた内部留保を確保しつつ、

株主各位への安定的な配当を行うことを基本方針としております。 
 剰余金の配当については、中間配当制度を設けていますが、経営基盤の安定化を考慮し、現在は期末配

当のみの年１回を基本方針としております。剰余金の配当の決定機関については、株主総会の決議ととも

に取締役会の決議によっても行なうことができる旨を定款で定めていますが、期末配当金については定時

株主総会の決議により決定することを原則としています。 
当期につきましては、1株当たりの期末配当金 1.5円を実施いたします。 
次期の配当金につきましては、景気回復の動きが見られない中、原価低減や経費圧縮により利益確保を

図ってまいりますが、先行き不透明な現時点では未定とさせていただきます。決定次第速やかに開示いた

します。 
 

（４）事業等のリスク 
 最近の有価証券報告書(平成２０年６月３０日提出)における「第２【事業の状況】の４【事業等のリス
ク】」から重要な変更がないため、記載を省略しております。 

 
２．企業集団の状況 
 

 最近の有価証券報告書(平成２０年６月３０日提出)における「第１【企業の概況】の３【事業の内容】お
よび４【関係会社の状況】」から重要な変更がないため、記載を省略しております。 
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３．経営方針 
 

（１）会社の経営の基本方針 
当社グループは、「快適で豊かな生活環境の創造」「お客様の満足を第一とした商品・サービスの提供」

「新しい時代に向けた企業活動の推進」「社員を大切にし、明るい企業をめざす」を経営の理念としており

ます。この経営の理念のもと、当社グループは、ピアノをはじめとする楽器あるいは音楽教育等を通じ感

動を皆様に広げ、快適な生活環境の創造に貢献することを使命としています。 
そのため、「世界一のピアノづくりをめざして」という目標のもと、重点事業への経営資源の集中を図り、

高品質で特長ある新製品の開発とともに原価の低減、経費の削減、資産の圧縮等経営効率化諸施策の徹底

により経営基盤の整備・強化を進めて業績の向上に努め、株主各位のご期待にお応えする事を経営の基本

方針としております。 
 

（２）目標とする経営指標 

当社グループは平成１９年４月から平成２２年３月までの３年間を期間とする「第２次中期経営計画」

において、基本方針を、「経営構造の革新」「持続可能な成長」「恒常的な利益確保」とする取り組みを遂行

しています。最終年度である平成２２年３月期の連結業績数値として、売上高 740億円、営業利益 40億
円、売上高営業利益率 5.4％、自己資本比率 40％を目標にしてまいりました。しかしながら、急激な景気
後退のため、売上高 530 億円、営業利益 10 億円、売上高営業利益率 1.9％、自己資本比率 30％に修正
いたします。 

 
（３）中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題 

今後の経営環境は、国内、欧米市場はもとより、中国市場においても厳しい状況が続くものと見込まれ

ます。こうした状況の下、当社グループは、「第２次中期経営計画」の最終年度となる来期は、下記の課題

に取り組み、厳しい経営環境下においても、利益を確保できる経営体質への転換に取り組んでまいります。 
 
1.経営戦略 
当期に行った支社組織、本社スタッフ組織の簡素化に加え、ＥＲＰ（統合基幹業務パッケージ）の導入

効果を発揮し、スピード経営をめざしてまいります。また、新しい人事制度の下、従業員のモチベーショ

ン向上と人材育成に努めてまいります。 
 
2.各事業における主な取組み 
①楽器事業 
ピアノについては、最高級グランドピアノ Shigeru Kawaiシリーズの増産体制を確立し、国内外の

強い需要に対応することで、ブランド力を高めてまいります。また、当期に終了した生産拠点統合に

よる合理化効果を発揮します。電子ピアノについては、インドネシアの自社生産拠点の生産能力を増

強してコスト競争力を高め、木製鍵盤など強みを生かした製品開発を行います。また、響板スピーカ

ーシステムを搭載したハイブリッド消音ピアノ「ANYTIME X」シリーズなど、独自技術を生かした
高付加価値製品を拡大します。 
国内販売では、組織簡素化とともに拠点統合などの固定費削減を推進する一方、新規に導入したＣ

ＲＭ(顧客情報管理システム)により直営システムの強みを生かし、顧客満足度の向上を図ります。海
外販売では、欧米市場では厳しい経済環境の継続が予想されるものの、前述の競争力の高い商品群の

投入とともに、新規市場の掘り起こし、既存市場の取引先拡充等で販売網を充実してまいります。中

国市場については音楽大学等における当社ピアノの高い評価をベースに学校への販売を中心にさらに

シェアアップを図ってまいります。並行して現地販売会社との提携によるカワイ音楽教室開設を推進

し、カワイブランドの普及拡大に努めます。 
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②教育関連事業 
音楽教室事業については、新設教室の生徒数の増加、既存教室の採算性向上によって、さらなる利

益拡大を図ります。また、市中レスナーによって構成されるカワイ音楽教育研究会のサービス向上、

普及活動強化を図ることにより、会員数を増加し、当社音楽教育理念の浸透をめざします。体育事業

については、収益の基盤である幼児・児童向け体育教室の生徒数を拡大するとともに、生産年齢人口、

老齢人口向け健康増進事業を伸長します。 
 

③素材加工事業 
金属事業については、半導体関連、自動車関連市況の厳しい状況は続くものと見込まれますが、受

注回復時の安定供給への対応のため、浜松工場内に工場を増設し、生産能力を確保します。さらに異

形圧延加工において、半導体向けから家電・自動車向け(端子・ＣＶＴ変速機用の金属材料等)の加工
へ当社技術の利用分野の拡大を図ります。塗装事業については、高級自動車需要低迷の中にあっても、

改善活動の強化により利益を確保できる生産体制を整備してコスト競争力を高め、受注量確保をめざ

します。音響事業については、ピアノユーザーに対し、防音コンサルティングを含めた積極的な提案

を行い、防音ルーム「ナサール」の販売拡大をめざします。 
 

④情報関連事業 
情報関連事業は、事業内容をハードウェア販売中心からソフトウェア、ネットワーク、セキュリテ

ィー、保守までを一貫して顧客に提供するソフトサービス事業へシフトし、損益改善を図ります。 
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

 

   （単位：百万円） 

 
前期 

（平成 20 年３月 31 日） 

当期 

（平成 21 年３月 31 日） 

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 5,155 5,265 

  受取手形及び売掛金 5,758 3,634 

  有価証券 － 50 

  たな卸資産 7,479 － 

  商品及び製品 － 4,031 

  仕掛品 － 1,349 

  原材料及び貯蔵品 － 1,577 

  繰延税金資産 28 19 

  その他 969 1,107 

  貸倒引当金 △636 △270 

  流動資産合計 18,756 16,764 

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物 14,534 13,746 

    減価償却累計額 △9,227 △8,577 

建物及び構築物（純額） 5,306 5,168 

機械装置及び運搬具 9,476 9,494 

    減価償却累計額 △7,327 △7,330 

機械装置及び運搬具（純額） 2,148 2,163 

   土地 6,471 6,029 

   その他 5,105 6,151 

    減価償却累計額 △3,988 △4,476 

     その他（純額） 1,117 1,675 

   有形固定資産合計 15,043 15,037 

無形固定資産 1,539 1,419 

  投資その他の資産   

   投資有価証券 1,511 1,149 

   繰延税金資産 1,928 543 

   その他 2,444 2,192 

   貸倒引当金 △201 △128 

   投資その他の資産合計 5,682 3,756 

  固定資産合計 22,266 20,213 

 資産合計 41,022 36,978 
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   （単位：百万円） 

 
前期 

（平成 20 年３月 31 日） 

当期 

（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 4,612 2,464 

  短期借入金 2,280 3,002 

  1 年内返済予定の長期借入金 1,864 1,471 

  1 年内償還予定の社債 225 225 

未払金 1,787 2,615 

未払法人税等 330 225 

繰延税金負債 － 1 

賞与引当金 1,054 876 

製品保証引当金 82 50 

  拠点統合引当金 － 110 

その他 2,085 2,731 

流動負債合計 14,322 13,775 

 固定負債     

  社債 562 337 

長期借入金 3,252 3,383 

繰延税金負債 29 29 

退職給付引当金 7,326 7,209 

  その他 1,477 1,227 

固定負債合計 12,648 12,187 

負債合計 26,971 25,962 

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,609 6,609 

資本剰余金 744 744 

利益剰余金 6,250 5,016 

自己株式 △12 △13 

株主資本合計 13,593 12,358 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 273 155 

為替換算調整勘定 185 △1,497 

評価・換算差額等合計 458 △1,341 

純資産合計 14,051 11,016 

負債純資産合計 41,022 36,978 
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（２）連結損益計算書 

 

  （単位：百万円） 

 前期 

（自 平成 19 年４月１ 日  

至 平成 20 年３月 31 日） 

当期 

（自 平成 20 年４月１ 日  

   至 平成 21 年３月 31 日） 

売上高 71,029 61,593 

売上原価 52,922 46,044 

割賦販売未実現利益戻入額 1 0 

売上総利益 18,107 15,549 

販売費及び一般管理費   

 貸倒引当金繰入額 42 35 

 給料手当及び賞与 6,524 6,125 

 賞与引当金繰入額 470 389 

 退職給付引当金繰入額 504 518 

 その他 8,174 7,806 

販売費及び一般管理費合計 15,717 14,875 

営業利益 2,390 674 

営業外収益   

受取利息 24 35 

受取配当金 10 10 

固定資産賃貸料 72 70 

持分法による投資利益 48 36 

その他 174 188 

営業外収益合計 329 341 

営業外費用   

支払利息 284 239 

為替差損 425 614 

その他 331 307 

営業外費用合計 1,041 1,161 

経常利益又は経常損失（△） 1,678 △146 

特別利益   

 土地売却益 8 1,197 

移転補償金 106 － 

貸倒引当金戻入額 34 48 

その他 3 3 

特別利益合計 153 1,249 

特別損失   

固定資産除却損 132 61 

固定資産売却損 3 0 

投資有価証券評価損 － 3 

減損損失 48 － 
 貸倒損失 73 － 
 拠点統合費用 － 110 

特別損失合計 257 175 

税金等調整前当期純利益 1,574 928 

法人税、住民税及び事業税 218 251 

法人税等調整額 202 1,461 

法人税等合計 420 1,713 

当期純利益又は当期純損失（△） 1,153 △784 
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（３）連結株主資本等変動計算書 

 

  （単位：百万円） 

 前期 

（自 平成 19 年４月１ 日  

至 平成 20 年３月 31 日） 

当期 

（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 6,609 6,609 

  当期変動額   

   当期変動額合計 － － 

  当期末残高 6,609 6,609 

 資本剰余金   

前期末残高 744 744 

  当期変動額   

   当期変動額合計 － － 

  当期末残高 744 744 

 利益剰余金   

  前期末残高 5,869 6,250 

在外子会社の会計処理の 

変更に伴う増減 
△344 △21 

  当期変動額   

  剰余金の配当 △427 △427 

   当期純利益または当期純損失(△) 1,153 △784 

   当期変動額合計 725 △1,212 

  当期末残高 6,250 5,016 

自己株式   

  前期末残高 △9 △12 

  当期変動額   

  自己株式の取得 △2 △1 

   当期変動額合計 △2 △1 

  当期末残高 △12 △13 

株主資本合計   

  前期末残高 13,214 13,593 

在外子会社の会計処理の 

変更に伴う増減 
△344 △21 

  当期変動額   

  剰余金の配当 △427 △427 

   当期純利益または当期純損失(△) 1,153 △784 

  自己株式の取得 △2 △1 

   当期変動額合計 723 △1,213 

  当期末残高 13,593 12,358 
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  （単位：百万円） 

 前期 

（自 平成 19 年４月１ 日 

至 平成 20 年３月 31 日）

当期 

（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 345 273 

  当期変動額   

  株主資本以外の項目の 

当期変動額（純額） 
△72 △117 

  当期変動額合計 △72 △117 

  当期末残高 273 155 

 為替換算調整勘定   

 前期末残高 △116 185 

  当期変動額   

  株主資本以外の項目の 

当期変動額（純額） 
301 △1,682 

  当期変動額合計 301 △1,682 

  当期末残高 185 △1,497 

 評価・換算差額等合計   

 前期末残高 229 458 

  当期変動額   

  株主資本以外の項目の 

当期変動額（純額） 
229 △1,800 

  当期変動額合計 229 △1,800 

  当期末残高 458 △1,341 

純資産合計   

  前期末残高 13,443 14,051 

在外子会社の会計処理の 

変更に伴う増減 
△344 △21 

  当期変動額   

  剰余金の配当 △427 △427 

   当期純利益または当期純損失(△) 1,153 △784 

自己株式の取得 △2 △1 

株主資本以外の項目の 

当期変動額（純額） 
229 △1,800 

   当期変動額合計 952 △3,013 

  当期末残高 14,051 11,016 
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

 

  （単位：百万円） 

 前期 

（自 平成 19年４月１ 日 

至 平成 20 年３月 31 日）

当期 

（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 1,574 928 

減価償却費 1,290 1,778 

減損損失 48 － 

長期前払費用償却額 37 22 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △444 △320 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 845 △115 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △95 － 

拠点統合引当金の増加額 － 110 

受取利息及び受取配当金 △34 △45 

支払利息 285 240 

持分法による投資損益（△は益） △48 △36 

土地売却損益（△は益） △8 △1,197 

固定資産除却損 132 61 

投資有価証券売却損益（△は益） － △0 

投資有価証券評価損益（△は益） － 3 

売上債権の増減額（△は増加） 1,503 1,740 

たな卸資産の増減額（△は増加） △33 △332 

仕入債務の増減額（△は減少） △198 △1,910 

未払退職金の増減額（△は減少） △1,781 1,034 

その他 5 △508 

小計 3,078 1,451 

法人税等の支払額 △433 △486 

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,644 965 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） △145 △440 

有形固定資産の取得による支出 △2,030 △1,501 

有形固定資産の売却による収入 21 1,501 

投資有価証券の取得による支出 △3 △3 

投資有価証券の売却による収入 1 0 

利息及び配当金の受取額 46 53 

長期前払費用の取得による支出 16 △33 

その他 △82 39 

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,175 △383 

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） △40 765 

リース債務の返済による支出 － △106 

長期借入れによる収入 1,451 1,700 

長期借入金の返済による支出 △1,144 △1,871 

社債の償還による支出 △112 △225 

配当金の支払額 △423 △431 

自己株式の取得による支出 △2 △1 
利息の支払額 △288 △238 
設備関係割賦債務の返済による支出 － △250 
その他 △49 － 
財務活動によるキャッシュ・フロー △610 △658 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3 △174 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △145 △252 

現金及び現金同等物の期首残高 4,960 4,814 

現金及び現金同等物の期末残高 4,814 4,562 
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（５）継続企業の前提に関する注記 

    

   該当事項はありません。 

 

 

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

1. 連結の範囲に関する事項 
連結子会社 17 社 

 カワイアメリカコーポレーション，カワイ精密金属株式会社， 

 株式会社カワイビジネスソフトウエア，株式会社カワイハイパーウッド 他 13 社

新規････なし  除外････なし 

非連結子会社  4 社 

 カワイＵＫ Ltd. 他 3 社 

 非連結子会社はいずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持

分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結財務諸

表に重要な影響を及ぼしておりません｡ 

新規････なし  除外････なし 

 

2. 持分法の適用に関する事項 

非連結子会社 4 社に対する投資については、すべて持分法を適用しております。 

 

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、カワイアメリカコーポレーション他、在外連結子会社 8 社の決算日は 12 月 31 日であり

ます。連結財務諸表の作成にあたっては、同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な

取引については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 満期保有目的の債券 

償却原価法(定額法) 

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、売却原価は総平均法により算定) 

時価のないもの 

総平均法に基づく原価法 

②デリバティブ 原則として時価法 

③たな卸資産 主として総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） 

なお、在外連結子会社は低価法 

 （会計方針の変更） 

当期より「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）が適用されたことに伴い、評価基準については、主として総平均

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）により算定しております。 

この変更が当期の損益に与える影響はありません。 
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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） 

主として定率法 

但し、提出会社の賃貸設備及び在外連結子会社については定額法 

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

取得価額が 10 万円以上 20 万円未満の資産については 3年均等償却 

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   3～50年 

 機械装置及び運搬具 2～15 年 

 （追加情報） 

平成 20 年度の法人税法の改正を契機として機械装置の耐用年数の見直しを

行い、当期より機械装置の耐用年数の短縮を実施しております。この結果、従

来の方法に比べ、営業利益が 70 百万円減少、経常損失が 70 百万円増加、税金

等調整前当期純利益が 70 百万円減少しております。 

②無形固定資産 定額法 

なお、自社利用のソフトウエアについては、見込利用可能期間（主として５年）

に基づく定額法 

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、残存価額を零とする定額法によっております。 

 

3) 重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 債権の貸倒れに備えて、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｡ 

②賞与引当金 従業員に対する賞与の支給に備えて、支給見積額のうち当期負担すべき額を計

上しております｡ 

③製品保証引当金 将来的な製品保証対応に備えて、ピアノ及び電子楽器の保証費用見積額を計上

しております。 

④退職給付引当金 

 

従業員の退職給付に備えるため、当期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。 

過去勤務債務は、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）による定額法により按分した額を発生した決算期から費用処理することと

しております。 

数理計算上の差異は、各期の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の

年数(８～10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌期から費用

処理することとしております。 

なお、カワイアメリカコーポレーションは確定拠出型退職年金制度であります。

⑤拠点統合引当金 国内の事務所・教場等の統廃合の実施に伴い発生することが見込まれる損失に

備えるため、当期末において合理的に見積もられる金額を計上しております。

 

4) 重要な外貨建の資産又は負債等の本邦通貨への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し

ております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、当該会社の決算日の直物為替相場により円貨に換

算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整

勘定に含めております。 

 

5）収益及び費用の計上基準 

ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準（貸手） 

リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。 
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6) 重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

外貨建金銭債権のうち、為替予約を付すものについては振当処理を行っております。 

金利スワップ取引については特例処理によっております。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段    為替予約、金利スワップ 

ヘッジ対象    外貨建金銭債権、借入金 

③ ヘッジ方針 

外貨建取引の為替相場の変動リスクを回避する目的で為替予約を行い、また、借入金の金利変動リ

スクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行ってお

ります。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

為替予約については、当該ヘッジ対象におけるキャッシュ・フローの固定化をするものであり、金

利スワップについては、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、金利変動を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。 

 

7) その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

① 消費税等の会計処理は税抜方式によっております。 

② 連結納税制度を適用しております。 

 

5. 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

全面時価評価によっております。 

 

6.のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

  のれんの償却については５年間の均等償却によります。但し、のれんの当期計上分はありません。 

 

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であります。 
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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 

 

1.会計方針の変更 

（リース取引に関する会計基準等の適用） 

（借手側） 

    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、当期より「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 改

正平成 19 年３月 30 日）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 改正平成 19 年３月 30 日）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。 

 この変更が当期の損益に与える影響はありません。 

（貸手側） 

    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、当期より「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 改

正平成 19 年３月 30 日）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 改正平成 19 年 3月 30 日）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。 

    この変更が当期の損益に与える影響は軽微であります。 

 

（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の適用） 

    当期より、「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、連結決算上必要な修正を行っております。 

    この変更が当期の損益に与える影響は軽微であります。 
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（８）連結財務諸表に関する注記事項 

 

a 連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書に関
する注記事項等 

 

（連結貸借対照表関係） 

 前期 

（平成 20 年３月 31 日） 

当期 

（平成 21 年３月 31 日） 

担保提供資産    

受取手形 246 百万円 － 百万円 

別段預金 40 百万円 － 百万円 

有価証券 － 百万円 50 百万円 

有形固定資産 6,482 百万円 5,419 百万円 

投資有価証券 558 百万円 259 百万円 

 計  7,328 百万円 5,729 百万円 

担保付債務    

短期借入金 2,157 百万円 1,078 百万円 

長期借入金 2,751 百万円 1,673 百万円 

一年内償還予定の社債 225 百万円 225 百万円 

社債 562 百万円 337 百万円 

    

保証債務 465 百万円 252 百万円 

    

 

 

 （連結損益計算書関係） 

 （減損損失） 

 前期（自 平成 19 年４月１ 日 至 平成 20 年３月 31 日） 

   当期において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。 

場所 用途 種類 減損損失 

静岡県浜松市他 遊休資産 無形固定資産（電話加入権） 48 百万円 

   当社グループは、事業用資産については、継続的に損益を把握している事業部門を区分の基礎としてグル

ーピングを行っております。また、遊休資産等については個別にグルーピングを行っております。 

   当社グループは新中期経営計画の中で子会社の統廃合、営業拠点の統廃合を進めてきましたが、その過程

で遊休状態となった電話加入権が発生しました。事実上電話加入権の売買が困難となっているため、当該資

産の帳簿価額を備忘価額（電話加入権 1件当たり 1円）まで減額しております。 

 

   当期（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。 

 



㈱河合楽器製作所（7952）平成21年3月期決算短信 

-20- 

 

（連結株主資本等変動計算書関係） 

 

前期（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 

 前期末株式数 

（千株）

当期増加株式数

 (千株）

当期減少株式数 

 （千株） 

当期末株式数 

 （千株）

発行済株式     

  普通株式       85,610 － － 85,610 

自己株式     

  普通株式    (注)1 59 13 － 72 

（注）1.普通株式の自己株式の株式数の増加 13 千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

 

 2.配当に関する事項 

 (1)配当金支払額 

配当金の総額 1株当たり 
決議 株式の種類

(百万円)  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 427 5 平成19年3月31日 平成19年6月29日 

  

(2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類

(百万円) 
配当の原資

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 427 利益剰余金 5 平成20年3月31日 平成20年6月30日

 

当期（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 

 前期末株式数 

（千株）

当期増加株式数

 (千株）

当期減少株式数 

 （千株） 

当期末株式数 

 （千株）

発行済株式     

  普通株式       85,610 － － 85,610 

自己株式     

  普通株式    (注)1 72 8 － 81 

（注）1.普通株式の自己株式の株式数の増加 8千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

 

 2.配当に関する事項 

 (1)配当金支払額 

配当金の総額 1株当たり 
決議 株式の種類

(百万円)  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 427 5 平成20年3月31日 平成20年6月30日 

  

(2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類

(百万円) 
配当の原資

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 128 利益剰余金 1.5 平成21年3月31日 平成21年6月29日
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（連結キャッシュ・フロー計算書の注記） 

 

1.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 

 前期 

（自 平成 19 年４月１ 日 

至 平成 20 年３月 31 日）

当期 

（自 平成 20 年４月１ 日

至 平成21年３月31日）

 

現金及び預金勘定 5,155 百万円 5,265 百万円  

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △ 341 百万円 △ 702 百万円  

現金及び現金同等物の期末残高 4,814 百万円 4,562 百万円  
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b セグメント情報 
 
（１）事業の種類別セグメント情報 
前期（自 平成 19 年４月１日 至 平成 20 年３月 31 日）                                  (単位  百万円) 

  
楽器事業 

教育関連

事業 

素材加工

事業 

情報関連

事業 

その他の

事業 
計 

消去又は

全社 
連結 

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 32,427 19,541 15,655 3,059 345 71,029 － 71,029

(2) セグメント間の内部売上高 

又は振替高 14 － － 289 497 801 (801) －

計 32,441 19,541 15,655 3,349 842 71,830 (801) 71,029

営業費用 31,501 19,155 14,422 3,379 902 69,361 (722) 68,638

営業利益（△営業損失） 940 386 1,232 △ 30 △ 59 2,469 (78) 2,390

Ⅱ．資産、減価償却費及び 

資本的支出 

  

資産 21,997 4,997 6,713 1,027 690 35,426 5,596 41,022

減価償却費 660 230 217 2 95 1,206 120 1,327

資本的支出 772 433 453 1 201 1,862 982 2,844

 

当期（自 平成 20 年４月１日 至 平成 21 年３月 31 日） (単位  百万円) 

  
楽器事業 

教育関連

事業 

素材加工

事業 

情報関連

事業 

その他の

事業 
計 

消去又は

全社 
連結 

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 29,332 19,259 10,253 2,447 300 61,593 － 61,593

(2) セグメント間の内部売上高 

又は振替高 18 － － 189 410 617 (617) －

計 29,350 19,259 10,253 2,636 711 62,210 (617) 61,593

営業費用 29,155 18,560 9,969 2,763 735 61,184 (265) 60,919

営業利益（△営業損失） 195 698 283 △ 126 △ 24 1,026 (352) 674

Ⅱ．資産、減価償却費及び 

資本的支出 

  

資産 20,232 4,094 5,402 845 551 31,125 5,852 36,978

減価償却費 627 380 306 5 113 1,432 395 1,828

資本的支出 2,001 285 568 3 240 3,099 46 3,146

(注) 1.事業区分の方法 

事業区分は製品の種類、製造方法、販売市場の類似性を考慮して区分しております｡ 

2.各事業区分の主要製品等 

事業区分 主要製品等 

楽器事業 ピアノ、電子楽器、管弦打楽器、楽器付属品、楽器玩具、楽器調律・修理 

教育関連事業 音楽・体育教室、教材販売、楽譜、音楽教育用ソフト 

素材加工事業 電子電気部品用金属材料加工、自動車部品用材料加工、防音室・音響部材 

情報関連事業 ＯＡ機器販売・修理及びコンピュータソフトウェアの販売 

その他の事業 金融関連事業、保険代理店事業、その他 

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の金額は、前期 120 百万円、当期 395

百万円であり、その主なものは提出会社の管理部門に係る費用であります。 

4.資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は前期 6,132 百万円、当期 6,321 百万円であ

り、その主なものは提出会社での余資運用資金(現金及び有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)及び

管理部門に係る資産等であります。 
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5.減価償却費及び資本的支出には長期前払費用とその償却額が含まれております。 

6.会計処理の方法の変更 

（前期） 

  「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、平成 19 年 4月 1日以降に取得

した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。この変更

に伴い、従来の減価償却方法によった場合と比べ、当期の営業費用は、楽器事業が 14 百万円、教育関連

事業が 13 百万円、素材加工事業が 6百万円、情報関連事業が 0百万円、その他の事業が 0百万円、消去

または全社が 2百万円それぞれ増加し、営業利益が同額減少しております。 

（当期） 

  該当事項はありません。 

 

 

 

 

 （２）所在地別セグメント情報 

前期（自 平成 19 年４月１日 至 平成 20 年３月 31 日） (単位  百万円) 

  
日本 北米 欧州 その他 計 

消去又は

全社 
連結 

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 57,712 7,269 3,050 2,997 71,029 － 71,029

(2) セグメント間の内部売上高 

又は振替高 7,001 3 36 3,179 10,221 (10,221) －

計 64,713 7,272 3,087 6,176 81,250 (10,221) 71,029

営業費用 62,676 7,167 2,942 5,922 78,709 (10,070) 68,638

営業利益 2,037 104 144 254 2,541 (150) 2,390

Ⅱ. 資産 29,025 3,814 1,971 3,977 38,789 2,233 41,022

 

当期（自 平成 20 年４月１日 至 平成 21 年３月 31 日） (単位  百万円) 

  
日本 北米 欧州 その他 計 

消去又は

全社 
連結 

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 49,381 6,146 2,767 3,298 61,593 － 61,593

(2) セグメント間の内部売上高 

又は振替高 5,611 4 30 3,569 9,216 (9,216) －

計 54,993 6,150 2,797 6,867 70,810 (9,216) 61,593

営業費用 55,029 5,876 2,597 6,539 70,043 (9,124) 60,919

営業利益（△営業損失） △36 273 200 328 766 (92) 674

Ⅱ. 資産 26,184 2,827 1,689 3,135 33,836 3,141 36,978

 
（注）1. 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

2. 日本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 

 (3) その他･････オーストラリア、ニュージーランド、インドネシア、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の金額は、前期 120 百万円、当

期 395 百万円であり、その主なものは、提出会社の管理部門に係る費用であります。 

4. 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は前期 6,132 百万円、当期 6,321 百万

円であり、その主なものは提出会社での余資運用資金(現金及び有価証券)、長期投資資金(投資有

価証券)及び管理部門に係る資産等であります。 
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5. 会計方針の変更 

（前期） 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、平成 19年 4 月 1日以降

に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しておりま

す。この変更に伴い、従来の減価償却方法によった場合と比べ、当期の営業費用は、日本が 34

百万円、消去または全社が 2百万円それぞれ増加し、営業利益が同額減少しております。 

（当期） 

該当事項はありません。 

 

 

 

（３）海外売上高 

前期（自 平成 19 年４月１日 至 平成 20 年３月 31 日） (単位  百万円) 

 北米 その他 計 

Ⅰ. 海外売上高 9,092 10,402 19,495 

Ⅱ. 連結売上高   71,029 

Ⅲ. 連結売上高に占める 

海外売上高の割合(％) 
12.8 14.6 27.4 

 

当期（自 平成 20 年４月１日 至 平成 21 年３月 31 日） (単位  百万円) 

 北米 その他 計 

Ⅰ. 海外売上高 7,973 9,993 17,967 

Ⅱ. 連結売上高   61,593 

Ⅲ. 連結売上高に占める 

海外売上高の割合(％) 
12.9 16.2 29.2 

(注) 1.国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

2.各区分に属する国又は地域 

(1) 北 米･････アメリカ、カナダ 

(2) その他･････欧州、中国、オーストラリア、東アジア、東南アジア、その他 

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。 
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c 税効果会計 

  

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 

 前期 

（平成 20 年３月 31 日） 

当期 

（平成 21 年３月 31 日） 

 繰延税金資産    

 税務上の繰越欠損金 2,637 百万円 2,993 百万円 

 退職給付引当金 2,885 百万円 2,839 百万円 

 固定資産未実現利益 355 百万円 195 百万円 

 賞与引当金 442 百万円 372 百万円 

 減損損失 84 百万円 32 百万円 

 その他 614 百万円 533 百万円 

  繰延税金資産小計  7,018 百万円   6,966 百万円  

 評価性引当額  △ 4,718 百万円   △6,139 百万円  

 繰延税金資産合計  2,300 百万円   827 百万円  

 繰延税金負債    

 その他有価証券評価差額金 △ 180 百万円 △102 百万円 

 その他 △ 192 百万円 △192 百万円 

  繰延税金負債合計  △ 372 百万円   △295 百万円  

  繰延税金資産（負債）の純額  1,927 百万円   532 百万円  

    

（注）1. 前期及び当期における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。 

 前期 

（平成 20 年３月 31 日） 

当期 

（平成 21 年３月 31 日） 

流動資産－繰延税金資産 28 百万円 19 百万円 

 固定資産－繰延税金資産 1,928 百万円 543 百万円 

流動負債－繰延税金負債 － 百万円 △1 百万円 

 固定負債－繰延税金負債 △29 百万円 △29 百万円 
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d 退職給付 

 

１．採用している退職給付制度の概要 

確定給付型の制度として当社及び国内連結会社は、退職一時金制度を設けております。なお、一部の国内連結

子会社については適格退職年金制度を設けております。 

また、従業員の退職等に際して、退職給付会計に準拠した数理計算に基づく退職給付債務の対象とされない割

増退職金及び選択定年制度による特別慰労金を支払う場合があります。 

一部の在外連結子会社は、確定拠出型退職年金制度を設けております。 
 

２．退職給付債務に関する事項 

 前期 

（平成 20 年３月 31 日） 

当期 

（平成 21 年３月 31 日） 

イ．退職給付債務 △9,561 百万円 △9,126 百万円

ロ．年金資産 196 百万円 162 百万円

ハ．未積立退職給付債務(イ＋ロ) △9,365 百万円 △8,963 百万円

ニ．未認識数理計算上の差異 327 百万円 233 百万円

ホ. 未認識過去勤務債務 1,711 百万円 1,521 百万円

ヘ．連結貸借対照表計上額純額(ハ＋ニ＋ホ) △7,326 百万円 △7,209 百万円

ト．退職給付引当金(ヘ) △7,326 百万円 △7,209 百万円

 

３．退職給付費用に関する事項 

 前期 

（自 平成 19 年４月１日 

至 平成 20 年３月 31 日）

当期 

（自 平成 20 年４月１日 

至 平成 21 年３月 31 日）

イ．勤務費用 556 百万円 542 百万円

ロ．利息費用 176 百万円 189 百万円

ハ．期待運用収益 △3百万円 △3百万円

ニ．数理計算上の差異の費用処理額 92 百万円 95 百万円

ホ. 過去勤務債務の費用処理額 189 百万円 190 百万円

へ．退職給付費用(イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ) 1,011 百万円 1,013 百万円

 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 前期 

（自 平成 19 年４月１日 

至 平成 20 年３月 31 日）

当期 

（自 平成 20 年４月１日 

至 平成 21 年３月 31 日）

イ．退職給付見込額の期間配分法 期間定額基準 同左 

ロ．割引率 2.0% 同左 

ハ．期待運用収益率 2.0% 同左 

二．過去勤務債務の額の処理年数 10 年（発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定

の年数による定額法により

費用処理しております。） 

同左 

ホ．数理計算上の差異の処理年数 8～10 年（発生時の従業員の

平均残存勤務期間以内の一

定年数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。） 

同左 
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e １株当たり情報 

 

前期 

（自 平成 19 年４月１日 

至 平成 20 年３月 31 日） 

当期 

（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 164円27銭 １株当たり純資産額 128円80銭

１株当たり当期純利益金額 13円49銭 １株当たり当期純損失金額(△) △9円18銭

（注）1.潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 
2.１株当たり当期純利益金額、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の 
とおりであります。 

  
前期 

（自 平成 19 年４月１日 
   至 平成20年３月31日） 

当期 

（自 平成 20 年４月１日
   至 平成21年３月31日）

(１)１株当たり 
当期純利益金額 

  

当期純利益又は当期純損失（△） (百万円) 1,153 △784

普通株主に帰属しない金額 (百万円) － －

普通株式に係る当期純利益または 
当期純損失（△） 

(百万円) 1,153 △784

普通株式の期中平均株式数 (千株) 85,545 85,532

 

3.１株当たりの純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  前期 
 （平成20年３月31日） 

当期 
 （平成21年３月31日）

純資産の部の合計額 (百万円) 14,051 11,016

純資産の部の合計額から控除する金額 (百万円) － －

普通株式に係る期末の純資産額 (百万円) 14,051 11,016

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) 85,538 85,529

 

f 重要な後発事象 

該当事項はありません。 

 

g 開示の省略 

関連当事者との取引、有価証券、デリバティブ取引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、開示を省略しております。 
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５．個別財務諸表 
（１） 貸借対照表 

   （単位：百万円） 

 
前期 

（平成 20 年３月 31 日） 

当期 

（平成 21 年３月 31 日） 

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 3,267 4,028 

受取手形 291 186 

  売掛金 4,259 2,442 

  商品及び製品 1,951 1,900 

  仕掛品 950 840 

  原材料及び貯蔵品 828 881 

    前渡金 10 11 

  前払費用 341 322 

  短期貸付金 348 1,015 

  未収入金 1,499 1,094 

  その他 59 53 

  貸倒引当金 △41 △75 

  流動資産合計 13,767 12,700 

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物（純額） 3,228 3,473 

   構築物（純額） 207 191 

   機械及び装置（純額） 901 1,146 

車両運搬具（純額） 3 4 

   工具、器具及び備品（純額） 594 572 

   土地 5,790 5,567 

   リース資産（純額） － 420 

   建設仮勘定 23 80 

   有形固定資産合計 10,749 11,458 

無形固定資産   

      借地権 27 27 

   ソフトウエア 1,009 1,082 

   その他 479 101 

   無形固定資産合計 1,515 1,210 

  投資その他の資産   

投資有価証券 726 556 

      関係会社株式 5,983 3,582 

   出資金 2 2 

   関係会社出資金 1,176 1,176 

   長期貸付金 0 0 

   関係会社長期貸付金 796 498 

   長期前払費用 116 107 

   繰延税金資産 1,577 362 

   破産更生債権等 74 33 

   敷金 1,658 1,541 

   その他 224 203 

   貸倒引当金 △80 △40 

   投資損失引当金 △2,308 △54 

   投資その他の資産合計 9,950 7,971 

  固定資産合計 22,215 20,641 

 資産合計 35,982 33,341 



㈱河合楽器製作所（7952）平成21年3月期決算短信 

-29- 

 

 

   （単位：百万円） 

 
前期 

（平成 20 年３月 31 日） 

当期 

（平成 21 年３月 31 日） 

負債の部   

 流動負債   

  支払手形 1,711 1,207 

    買掛金 2,414 1,170 

  短期借入金 3,445 3,762 

1 年内返済予定の長期借入金 1,697 1,355 

  1 年内償還予定の社債 225 225 

リース債務 － 188 

未払金 1,225 2,110 

未払費用 563 499 

未払法人税等 219 209 

前受金 77 118 

預り金 240 214 

前受収益 69 53 

賞与引当金 888 745 

  拠点統合引当金 － 110 

設備関係支払手形 45 777 

設備関係未払金 344 359 

その他 151 164 

流動負債合計 13,320 13,271 

 固定負債     

  社債 562 337 

長期借入金 2,851 2,795 

リース債務 － 237 

退職給付引当金 6,803 6,684 

  長期未払金 932 690 

  その他 307 281 

固定負債合計 11,457 11,028 

負債合計 24,777 24,300 

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,609 6,609 

資本剰余金   

 資本準備金 744 744 

 資本剰余金合計  744 744 

利益剰余金   

 利益準備金 42 85 

 その他利益剰余金   

  繰越利益剰余金 3,561 1,456 

 利益剰余金合計 3,603 1,542 

自己株式 △12 △13 

株主資本合計 10,946 8,883 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 258 157 

評価・換算差額等合計 258 157 

純資産合計 11,204 9,041 

負債純資産合計 35,982 33,341 
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（２）損益計算書 

 

  （単位：百万円） 

 前期 

（自 平成 19 年４月１ 日  

至 平成 20 年３月 31 日） 

当期 

（自 平成 20 年４月１ 日  

   至 平成 21 年３月 31 日） 

売上高 61,308 52,372 

売上原価 48,553 41,695 

割賦販売未実現利益戻入額 1 0 

売上総利益 12,756 10,677 

販売費及び一般管理費 12,137 11,513 

営業利益又は営業損失（△） 619 △835 

営業外収益   

受取利息 52 36 

受取配当金 101 207 

仕入割引 1 2 

固定資産賃貸料 181 198 

その他 129 84 

営業外収益合計 466 529 

営業外費用   

支払利息 245 215 

社債利息 5 8 

売上割引 14 14 

為替差損 391 220 

固定資産賃貸費用 90 107 

その他 202 175 

営業外費用合計 950 742 

経常利益又は経常損失（△） 135 △1,048 

特別利益   

 土地売却益 8 1,093 

貸倒引当金戻入額 84 － 

投資損失引当金戻入額 161 － 

移転補償金 106 － 

その他 － 0 

特別利益合計 362 1,094 

特別損失   

固定資産売却損 3 － 

減損損失 47 － 

固定資産除却損 117 54 

投資有価証券評価損 － 3 

  関係会社株式評価損 － 111 

 関係会社株式消却 0 － 

 投資損失引当金繰入額 156 36 

 拠点統合費用 － 110 

特別損失合計 324 315 

税引前当期純利益又は 

税引前当期純損失（△） 
173 △269 

法人税、住民税及び事業税 △151 82 

法人税等調整額 61 1,281 

法人税等合計 △89 1,364 

当期純利益または当期純損失（△） 262 △1,633 
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（３）株主資本等変動計算書 

 

  （単位：百万円） 

 前期 

（自 平成 19 年４月１ 日  

至 平成 20 年３月 31 日） 

当期 

（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 6,609 6,609 

  当期変動額   

   当期変動額合計 － － 

  当期末残高 6,609 6,609 

 資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 744 744 

   当期変動額   

    当期変動額合計 － － 

   当期末残高 744 744 

 利益剰余金   

  利益準備金   

   前期末残高 － 42 

   当期変動額   

   利益準備金の積立 42 42 

        当期変動額合計 42 42 

   当期末残高 42 85 

  その他利益剰余金   

   繰越利益剰余金   

    前期末残高 3,769 3,561 

    当期変動額   

    剰余金の配当 △427 △427 

       利益準備金の積立 △42 △42 

     当期純利益又は 

     当期純損失（△） 
262 △1,633 

         当期変動額合計 △208 △2,104 

    当期末残高 3,561 1,456 

利益剰余金合計   

   前期末残高 3,769 3,603 

   当期変動額   

   剰余金の配当 △427 △427 

     利益準備金の積立 － － 

    当期純利益又は当期純損失（△） 262 △1,633 

       当期変動額合計 △165 △2,061 

   当期末残高 3,603 1,542 

自己株式   

  前期末残高 △9 △12 

  当期変動額   

  自己株式の取得 △2 △1 

   当期変動額合計 △2 △1 

  当期末残高 △12 △13 
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  （単位：百万円） 

 前期 

（自 平成 19 年４月１ 日  

至 平成 20 年３月 31 日） 

当期 

（自 平成 20 年４月１ 日  

   至 平成 21 年３月 31 日） 

株主資本合計   

 前期末残高 11,113 10,946 

  当期変動額   

剰余金の配当 △427 △427 

    利益準備金の積立 － － 

   当期純利益又は当期純損失（△） 262 △1,633 

  自己株式の取得 △2 △1 

   当期変動額合計 △167 △2,062 

  当期末残高 10,946 8,883 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

 前期末残高 307 258 

  当期変動額   

  株主資本以外の項目の 

当期変動額（純額） 
△49 △100 

  当期変動額合計 △49 △100 

  当期末残高 258 157 

純資産合計   

 前期末残高 11,421 11,204 

  当期変動額   

剰余金の配当 △427 △427 

    利益準備金の積立 － － 

   当期純利益又は当期純損失（△） 262 △1,633 

  自己株式の取得 △2 △1 

  株主資本以外の項目の 

当期変動額（純額） 
△49 △100 

   当期変動額合計 △217 △2,163 

  当期末残高 11,204 9,041 

 

 

 

 

 

（４）継続企業の前提に関する注記 

 

   該当事項はありません。 
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６．その他 

 
（１）役員の異動（６月２６日予定） 

 

１．代表者の異動 

       該当事項はありません。 

 

２．取締役・監査役の異動 

  (1) 新任取締役候補 

  取締役 上席執行役員 総務人事部長 兼塗装事業部長 

    佐野
さ の

 良夫
よ し お

 （現 執行役員 塗装事業部長） 

  (2) 退任予定取締役 

     取締役 専務執行役員 総務人事部長 

    石田
い し だ

 敏雄
と し お

 

  (3) 新任監査役候補 

  常勤監査役  

    石田
い し だ

 敏雄
と し お

 (現 取締役 専務執行役員) 

 

  (4) 退任予定監査役 

  常勤監査役  

    安部
あ べ

 敏弘
としひろ

 (当社顧問に就任予定) 

 

３．執行役員の異動 

 該当事項はありません。 

 

 

   

 

 


