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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 26,392 9.0 1,446 △17.8 1,499 △17.6 811 △37.7

20年3月期 24,204 30.7 1,760 18.9 1,818 16.8 1,302 23.7

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 16.53 ― 6.7 6.7 5.5
20年3月期 29.66 ― 13.3 9.5 7.3

（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 21,804 12,706 56.5 251.27
20年3月期 22,670 12,303 52.4 242.07

（参考） 自己資本   21年3月期  12,322百万円 20年3月期  11,884百万円

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 1,487 △645 △135 2,645
20年3月期 1,090 △536 △803 1,974

2.  配当の状況 

(注) 平成22年３月期の期末における配当予想額は未定であります。 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（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 5.00 245 16.9 2.3
21年3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00 147 18.1 1.2

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

9,800 △22.6 80 △87.6 80 △87.8 20 △94.5 0.40

通期 21,000 △20.4 500 △65.4 500 △66.6 260 △67.9 5.27
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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、16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」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

(注) １株当たり当期純利益(連結)の算定の基礎となる株式数については、25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 49,260,000株 20年3月期 49,260,000株

② 期末自己株式数 21年3月期  218,826株 20年3月期  164,045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 15,159 △1.6 834 △11.1 1,090 3.3 725 △30.7

20年3月期 15,406 9.3 939 △12.9 1,055 △13.9 1,047 5.2

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 14.79 ―

20年3月期 23.84 ―

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 17,211 11,344 65.9 231.33
20年3月期 16,708 10,923 65.4 222.50

（参考） 自己資本 21年3月期  11,344百万円 20年3月期  10,923百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．１ページ「2．配当の状況」に記載の22年3月期における期末配当予想額につきましては、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」に記載の理由により未定といたします。 
２．１ページ「3．22年3月期の連結業績予想」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。 
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Ⅱ 定性的情報・財務諸表等 

１．経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

・当期の経営成績 

当連結会計年度における我が国経済は、資源素材価格の高騰、米国のサブプライムローン問題やリ

ーマンブラザーズ破綻による金融市場の混乱及びそれらに伴う世界的な景気後退の影響により、３四

半期連続でマイナス成長を記録する一年となりました。またこの状況は、バブル崩壊以来の大幅な景

気の悪化であり、企業の設備投資の停滞、個人所得や個人消費の減少に波及し、当面継続するものと

みられます。 

このような経済情勢の中で、当社グループは平成 20 年４月よりスタートさせた中期経営計画の諸

施策に基づき、組織能力強化と競争優位性の確立に向けグループ一丸となって取り組んでまいりまし

た。 

この結果、平成 19 年 10 月１日に株式交換により完全子会社としました㈱イズミフードマシナリ及

び新日本ファスナー工業㈱のグループ加入による事業規模拡大もあり前期と比べまして増収となり

ましたが、当連結会計年度後半の厳しい事業環境の影響により受注高及び利益は減少しました。 

 

当連結会計年度における受注高は 226 億３千６百万円（前期比 22．2％減）、売上高は 263 億９千２

百万円（前期比 9.0％増）となりました。 

損益面では、営業利益は各事業部門における営業力・商品力・コスト管理の強化等による収益性の

向上を図りましたが、14 億４千６百万円（前期比 17.8％減）となりました。経常利益は 14 億９千９

百万円（前期比 17.6％減）となり、特別利益１千２百万円、特別損失６千７百万円を計上し、当期純

利益は８億１千１百万円（前期比 37.7％減）となりました。 

 

なお、事業の種類別セグメントの業績につきましては次のとおりであります。 

① 機械器具事業 

受注高は下期での急激な受注環境の悪化により 98 億２千４百万円（前期比 23.3％減）となり

ましたが、売上高は上期にスピニング加工機と混練機の受注が好調であったことや平成 19 年 10

月１日に完全子会社とした㈱イズミフードマシナリ及び新日本ファスナー工業㈱の２社が加わ

ったことにより 124 億８千１百万円（前期比 32.7％増）になりました。 

 

② 生活関連製品事業 

受注高は下期での受注環境の悪化により 128 億１千１百万円（前期比 21.3％減）となり、売上

高は、鉄鋼業界の設備投資が好調な集じん装置や海外拠点における受注が好調であった冷却塔の

寄与により 139 億１千１百万円（前期比 6.0％減）に留まりました。 
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・次期の見通し 

今後の見通しにつきましては、鉄鋼業界の設備投資は持続するものの、国内外の自動車業界や電

機業界をはじめとする産業全般での設備投資の抑制等厳しい事業環境にあります。 

こうしたなかで、当社グループは、組織能力の強化と競争優位性の確立を目指し、業績目標の達

成に努めてまいります。 

平成 22 年３月期の通期業績見通しは次のとおりです。 

[連結通期業績予想] 

売上高 210 億円

営業利益 ５億円

経常利益 ５億円

当期純利益 2.6 億円

 

 

(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 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて、3.8％減少し、158 億２百万円となりました。これは

主として、現金及び預金が６億６千２百万円増加し、受取手形及び売掛金が 11 億 2 百万円減少

したことなどによります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて、3.9％減少し、60 億１百万円となりました。これは

主として、のれんの償却が１億２千２百万円発生したことなどによります。 

     この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて、3.8％減少し、218 億４百万円となりました。 

(ﾛ) 負債 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて 14.4％減少し、77 億４千５百万円となりました。こ

れは主として、支払手形及び買掛金が９億７千７百万円、未払法人税等が４億１千３百万円減少

したことなどによります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて 2.9％増加し、13 億５千１百万円となりました。これ

は主として、長期借入金が４千２百万円増加したことなどによります。 

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて、12.2％減少し、90 億９千７百万円となり

ました。 

(ﾊ) 純資産 

     純資産合計は、前連結会計年度末に比べて 3.3％増加し、127 億６百万円となりました。これ

は主として、利益剰余金が５億６千５百万円増加したことなどによります。 
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②キャッシュ・フローの状況 

   当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は 26 億４千５百万円と

なり、前連結会計年度末の資金 19 億７千４百万円に比べて６億７千１百万円増加しました。 

(ｲ) 営業活動によるキャッシュ・フロー 

  営業活動の結果、資金の増加は 14 億８千７百万円(前連結会計年度比３億９千６百万円増加)

となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益による資金増加が 14 億４千３百万円、

売上債権の減少による資金増加が９億７千９百万円、仕入債務の減少による資金減少が９億４千

８百万円あったことなどによります。 

(ﾛ) 投資活動によるキャッシュ・フロー 

  投資活動の結果、資金の減少は６億４千５百万円(前連結会計年度比１億８百万円減少)となり

ました。これは主として、有形固定資産の取得による資金減少が５億９千８百万円あったことな

どによります。 

(ﾊ) 財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動の結果、資金の減少は１億３千５百万円(前連結会計年度比６億６千７百万円増加)と

なりました。これは主として、短期借入金の純増加による資金増加が２億５百万円、長期借入金

の返済による資金減少が１億３千５百万円、配当金の支払による資金減少が２億２千４百万円あ

ったことなどによります。 

 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 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 34.9％ 39.4％ 49.4％ 52.4％ 56.5％

時価ベースの自己資本比率 57.5％ 76.0％ 81.5％ 47.4％ 29.7％

キャッシュ・フロー 
対有利子負債比率 

363.2％ 137.2％ 57.2％ 25.3％ 26.1％

インタレスト・ 
カバレッジ・レシオ 

20.2 倍 42.8 倍 50.5 倍 48.6 倍 44.9 倍

  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・ガバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

   (注１) いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。 

   (注２) 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。 

   (注３) キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。 

   (注４) 有利子負債は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。 
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(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

   当社はグループの業績状況や自己資本の充実等を総合的に勘案した上で、可能な限り安定した配当

を継続して実施することを基本方針としております。 

   当期の配当金につきましては、平成 21 年６月 26 日に開催予定の定時株主総会において１株当り３

円にて付議する予定であります。 

   なお、当社をとりまく経済環境の変化は急激で、今後の変動によっては業績に与える影響について

の予見が困難でありますので、次期配当金は未定といたします。 

 

 

 

(4) 事業等のリスク 

  当社グループの経営成績、株価及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のよう

なものがあります。なお、当該事項は当連結会計年度末において判断したものです。 

 

①原材料価格の高騰のリスク 

原材料価格の高騰により、当社製品の製造コストが増加する可能性があります。製造コストの増

加分については固定費の削減などの施策により、出来る限り製品価格に影響が出ないよう努めてお

りますが、製造コストの上昇により収益が減少する可能性があります。 

 

②災害によるリスク 

製品の多くを尼崎本社工場で生産しております。定期的な設備点検・保守等により火災・風水害

等の災害による損害の防止に最大限努めておりますが、尼崎本社工場で大規模な災害が発生した場

合、生産に影響を及ぼす可能性があります。 

 

③製品の品質によるリスク 

製品に欠陥が発生しないように厳格な品質管理基準を定め、生産を行っております。しかし、全

ての製品において想定外の欠陥が発生しないという完全な保証はありません。製品の欠陥に起因す

る補償工事や製造物賠償責任により多額の費用が発生した場合、業績に影響を及ぼす可能性があり

ます。 

 

④取引先の信用リスク 

当社では、独自の与信管理制度により取引先の信用リスク管理に努めております。また、上記リ

スクの顕在化に備えて一定の基準に基づいて貸倒引当金を設定しております。しかし、経済状況の

著しい悪化や当社が前提としている要素の変化、予期せぬ要因による悪影響によっては、実際に発

生する損失が貸倒引当金を超過する可能性があります。 
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２．企業集団の状況

　当社グループは、当社、子会社10社及び関連会社１社で構成されており、事業は、産業機器、環境機器、空調機器、
建材の製造、販売、機械装置の点検・保全・修理及び保険代理店を営んでおります。
　事業内容と当社及び関係会社の当該事業に係る位置付け及び事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおりであ
ります。

      区      分 会          社          名

ｽﾋﾟﾆﾝｸﾞ加工機、ﾌﾛｰﾌｫｰﾐﾝｸﾞ機他金属回転塑性加工機、混練機、押出機、 当社、㈱モリヤマ、MORIYAMA USA,INC. 、
破砕機、クーラント液浄化装置、各種飲料・食品製造プラント、各種殺滅菌装置 、
サニタリータンク 、抽出器 、ホモゲナイザー 、脱気装置 、アイスクリームフリー リング・サービス、新日本ファスナー工業㈱、
ザー 、アイススティック製造装置、工業用ファスナー エヌエスエンジニアリング㈱

７社

各種集じん装置、ダイオキシン除去装置、気体輸送装置、灰処理装置 当社、エヌエスエンジニアリング㈱、
蘇州科徳技研有限公司

３社

生
活 クリーンルーム、クリーンルーム機器、精密温調システム､冷却塔､氷蓄熱システム、 当社、エヌエスエンジニアリング㈱､

関 エアフィルタ 大連斯頻徳冷却塔有限公司、

連 NS COOLING TOWERS SDN. BHD.
製 ４社

品
各種学校用間仕切、老人福祉施設・病院用等引戸 当社、スピンドル建材サービス㈱

２社

保険代理店及び用役サービス エヌエス興産㈱ １社

部品加工    製品販売

   製品販売

   製品販売

得
   製品販売

設備賃貸    製品販売

　サービス

   製品販売

意
      設計業務

   製品販売

   製品販売

   製品販売

 サービス    サービス

 厚生、ｻｰﾋﾞｽ

社 先
   製品販売

(注) １．住友重機械工業㈱は、親会社であります。
２．蘇州科徳技研有限公司は、平成20年10月16日に設立した当社40％出資の関連会社であります。

機
械
器
具

MORIYAMA USA ， INC ．

そ の 他

当

㈱イズミフードマシナリ、㈱イズミ・エンジニア

住 友 重 機 械 工 業 ㈱

生
 

活
 

関
 

連
 

製
 

品

エヌエスエンジニアリング㈱

スピンドル建材サービス㈱

エ ヌ エ ス 興 産 ㈱

大連斯頻徳冷却塔有限公司

NS COOLING TOWERS SDN. BHD.

蘇州科徳技研有限公司

機
　
械
　
器
　
具

㈱ モ リ ヤ マ

㈱ イ ズ ミ フ ー ド マ シ ナ リ

新日本ファスナー工業㈱

㈱イズミ・エンジニアリング・
サービス

主                    要                    製                    品

建 材

環境機器

産業機器

空調機器
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３．経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

   日本スピンドルは、公正・誠実な企業活動をとおして永続的に成長発展することにより社会的責任

を果たすことを経営理念としております。法令順守、環境に対する配慮はもとより、株主、顧客、取

引先、地域社会及び当地で働く全ての人々に対する幅広い責任を果たしてまいります。 

   当社グループは、こうした経営理念のもと、「快適社会の軸になろう」をビジョンとして、「人と社

会と地球を心地よくする」事業を展開することにより、グローバルに成長する高収益企業を目指して

まいります。 

 

 

(2) 中期的な会社の経営戦略及び会社の対処すべき課題 

   当社グループは、平成 20 年４月に３ヵ年の新中期経営計画をスタートさせ、グループの組織能力

強化と競争優位性の確立に取り組んでおります。また、厳しい事業環境下において、コスト競争力を

さらに強化し、受注確保を最優先課題としております。 

事業ポートフォリオとして、機械器具事業については既存市場における競争優位性の確立と用途開

発を重点的に行い、生活関連製品事業については商品力強化と対象セグメントの拡大に注力しており

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)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,983 2,646

受取手形及び売掛金 ※２  10,624 ※２  9,522

たな卸資産 2,696 －

商品及び製品 － 270

仕掛品 － 2,228

原材料及び貯蔵品 － 612

繰延税金資産 319 267

未収入金 699 247

その他 190 103

貸倒引当金 △91 △95

流動資産合計 16,422 15,802

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,894 4,085

減価償却累計額 △2,135 △2,217

建物及び構築物（純額） 1,759 1,867

機械装置及び運搬具 2,631 2,724

減価償却累計額 △1,800 △1,925

機械装置及び運搬具（純額） 831 798

土地 1,570 1,570

リース資産 － 3

減価償却累計額 － △0

リース資産（純額） － 2

建設仮勘定 124 48

その他 875 898

減価償却累計額 △702 △742

その他（純額） 172 156

有形固定資産合計 ※１  4,459 ※１  4,445

無形固定資産   

のれん 549 427

その他 246 212

無形固定資産 796 640

投資その他の資産   

投資有価証券 341 235

関係会社出資金 － 39

長期貸付金 67 62

長期前払費用 16 20

繰延税金資産 376 411

その他 296 256

貸倒引当金 △105 △110

投資その他の資産合計 992 915

固定資産合計 6,248 6,001

資産合計 22,670 21,804
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,415 5,438

短期借入金 ※１  275 ※１  345

未払法人税等 706 292

賞与引当金 380 374

未払費用 311 273

その他 963 1,021

流動負債合計 9,053 7,745

固定負債   

長期借入金 ※１  － 42

繰延税金負債 124 124

退職給付引当金 968 965

役員退職慰労引当金 171 175

その他 48 42

固定負債合計 1,313 1,351

負債合計 10,366 9,097

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,275 3,275

資本剰余金 5,020 5,019

利益剰余金 3,521 4,086

自己株式 △38 △47

株主資本合計 11,779 12,334

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 63 13

為替換算調整勘定 41 △25

評価・換算差額等合計 105 △12

少数株主持分 418 384

純資産合計 12,303 12,706

負債純資産合計 22,670 21,804
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(2) 連結損益計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成19年4月1日 
 至 平成20年3月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年4月1日 
 至 平成21年3月31日) 

売上高 24,204 26,392

売上原価 18,072 ※１  19,974

売上総利益 6,132 6,418

販売費及び一般管理費 4,371 4,972

営業利益 1,760 1,446

営業外収益   

受取利息 4 3

受取配当金 6 4

設備賃貸料 48 35

違約金収入 － 25

為替差益 － 11

負ののれん償却額 － 8

貸倒引当金戻入額 11 3

雑収入 41 21

営業外収益合計 113 114

営業外費用   

支払利息 21 33

手形売却損 8 4

設備賃貸費用 7 3

雑損失 16 20

営業外費用合計 55 61

経常利益 1,818 1,499

特別利益   

投資有価証券売却益 － 8

貸倒引当金戻入額 － 4

関係会社株式売却益 297 －

特別利益合計 297 12

特別損失   

固定資産除却損 ※２  57 ※２  37

投資有価証券評価損 21 20

ゴルフ会員権評価損 － 9

事務所移転費用 19 －

特別損失合計 98 67

税金等調整前当期純利益 2,017 1,443

法人税、住民税及び事業税 865 548

法人税等調整額 △269 48

法人税等合計 595 596

少数株主利益 119 36

当期純利益 1,302 811
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(3) 連結株主資本等変動計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成19年4月1日 
 至 平成20年3月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年4月1日 
 至 平成21年3月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 3,275 3,275

当期末残高 3,275 3,275

資本剰余金   

前期末残高 1,688 5,020

当期変動額   

株式交換による増加 3,331 －

自己株式の処分 0 △0

当期変動額合計 3,332 △0

当期末残高 5,020 5,019

利益剰余金   

前期末残高 2,420 3,521

当期変動額   

剰余金の配当 △193 △245

当期純利益 1,302 811

その他 △7 －

当期変動額合計 1,100 565

当期末残高 3,521 4,086

自己株式   

前期末残高 △24 △38

当期変動額   

自己株式の取得 △13 △12

自己株式の処分 0 3

当期変動額合計 △13 △9

当期末残高 △38 △47

株主資本合計   

前期末残高 7,359 11,779

当期変動額   

株式交換による増加 3,331 －

剰余金の配当 △193 △245

当期純利益 1,302 811

自己株式の取得 △13 △12

自己株式の処分 0 2

その他 △7 －

当期変動額合計 4,419 555

当期末残高 11,779 12,334
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成19年4月1日 
 至 平成20年3月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年4月1日 
 至 平成21年3月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 298 63

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △234 △50

当期変動額合計 △234 △50

当期末残高 63 13

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △0 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 0 －

当期変動額合計 0 －

当期末残高 － －

為替換算調整勘定   

前期末残高 46 41

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4 △67

当期変動額合計 △4 △67

当期末残高 41 △25

評価・換算差額等合計   

前期末残高 344 105

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △238 △117

当期変動額合計 △238 △117

当期末残高 105 △12

少数株主持分   

前期末残高 629 418

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △210 △34

当期変動額合計 △210 △34

当期末残高 418 384

純資産合計   

前期末残高 8,332 12,303

当期変動額   

株式交換による増加 3,331 －

剰余金の配当 △193 △245

当期純利益 1,302 811

自己株式の取得 △13 △12

自己株式の処分 0 2

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △449 △152

その他 △7 －

当期変動額合計 3,970 403

当期末残高 12,303 12,706
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(4) 連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成19年4月1日 
 至 平成20年3月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年4月1日 
 至 平成21年3月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 2,017 1,443

減価償却費 359 501

のれん償却額 61 122

賞与引当金の増減額（△は減少） △14 △6

貸倒引当金の増減額（△は減少） 14 13

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10 △2

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 27 4

受取利息及び受取配当金 △11 △8

支払利息 21 33

投資有価証券売却損益（△は益） △8 △8

投資有価証券評価損益（△は益） 21 20

関係会社株式売却損益（△は益） △297 －

移転費用 19 －

ゴルフ会員権評価損 － 9

有形固定資産除却損 57 37

売上債権の増減額（△は増加） △1,588 979

たな卸資産の増減額（△は増加） 290 △440

仕入債務の増減額（△は減少） 1,053 △948

その他 △439 721

小計 1,595 2,474

利息及び配当金の受取額 11 8

利息の支払額 △22 △33

法人税等の支払額 △494 △962

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,090 1,487

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） △7 7

関係会社株式の売却による収入 318 －

有形固定資産の取得による支出 △558 △598

無形固定資産の取得による支出 △53 △32

投資有価証券の取得による支出 △1 △2

投資有価証券の売却による収入 30 10

関係会社出資金の払込による支出 － △39

子会社株式の取得による支出 △276 －

貸付けによる支出 △1 △1

貸付金の回収による収入 12 5

その他 － 4

投資活動によるキャッシュ・フロー △536 △645
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成19年4月1日 
 至 平成20年3月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年4月1日 
 至 平成21年3月31日) 

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） △380 205

長期借入れによる収入 － 42

長期借入金の返済による支出 △195 △135

少数株主からの払込みによる収入 － 14

自己株式の取得による支出 △13 △12

自己株式の売却による収入 0 2

配当金の支払額 △176 △224

少数株主への配当金の支払額 △37 △28

財務活動によるキャッシュ・フロー △803 △135

現金及び現金同等物に係る換算差額 △10 △34

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △261 671

現金及び現金同等物の期首残高 1,760 1,974

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 475 －

現金及び現金同等物の期末残高 ※１  1,974 ※１  2,645
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(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

　　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

前連結会計年度 当連結会計年度 

  自  平成19年４月１日   自  平成20年４月１日

　至  平成20年３月31日   至  平成21年３月31日

１　連結の範囲に関する事項 １　連結の範囲に関する事項

　　連結会計年度から連結の範囲に含めております。

２　連結子会社の事業年度等に関する事項 ２　連結子会社の事業年度等に関する事項

    ております。

３　持分法の適用に関する事項 ３　持分法の適用に関する事項

　　　　蘇州科徳技研有限公司

　　会計年度より持分法を適用しております。

４　持分法を適用した関連会社の事業年度等に関する事項 ４　持分法を適用した関連会社の事業年度等に関する事項

　　務諸表を使用しております。

５　会計処理基準に関する事項 ５　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) 重要な資産の評価基準及び評価

    イ　有価証券     イ　有価証券

　　　①　満期保有目的の債権 　　　①　満期保有目的の債権

　　　②　その他有価証券 　　　②　その他有価証券

    　　  時価のあるもの     　　  時価のあるもの

    　　  時価のないもの     　　  時価のないもの

    ロ　デリバティブ     ロ　デリバティブ

    ハ　たな卸資産     ハ　たな卸資産

     　 価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)

　　　　 (会計方針の変更)

　　　　価切下げの方法)に変更しております。

　　　　がそれぞれ30百万円減少しております。

　　　　所に記載しております。

「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計

     　 価法 

        　　移動平均法による原価法

    　　　時価法

同左

なお、蘇州科徳技研有限公司は、平成20年10月16日

総平均法(ただし個別受注品は個別法）による原

連結会計年度末日の市場価格等に基づく時価 同左

法(評価差額は、全部純資産直入法により処理

に設立した当社40％出資の関連会社であり、当連結

蘇州科徳技研有限公司の決算日は12月31日でありま

す。持分法の適用の手続きに当たっては同日現在の財

          し、売却原価は、移動平均法により算定)

は、当連結会計年度において行った株式交換により、

また、NS COOLING TOWERS SDN. BHD.については､当連

結会計年度において新たに設立したことにより、当

　　　持分法を適用した関連会社の名称

同左

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

同左

　　　全ての子会社(10社)を連結しております。

連結子会社名は、「２.企業集団の状況」に記載して

　　いるため、省略しております。  　

　　　全ての子会社(10社)を連結しております。

連結子会社名は、「２.企業集団の状況」に記載して

　　いるため、省略しております。  　

    　　  償却原価法（定額法）

連結子会社のうち、エヌエス興産㈱、大連斯頻徳冷

却塔有限公司及びMORIYAMA USA, INC.の決算日は12

㈱イズミフードマシナリ、㈱イズミ・エンジニアリ

ング・サービス、新日本ファスナー工業㈱について

総平均法(ただし個別受注品は個別法)による原

同左

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇

営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益

基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第

９号)を当連結会計年度から適用し、評価基準につ

いては、原価法から原価法(収益性の低下による簿

この結果、従来の方法によった場合に比べて、
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前連結会計年度 当連結会計年度

  自  平成19年４月１日   自  平成20年４月１日

　至  平成20年３月31日   至  平成21年３月31日

  (2) 固定資産の減価償却の方法   (2) 固定資産の減価償却の方法

    イ　有形固定資産     イ　有形固定資産

　　①リース資産以外の有形固定資産

　　　よっております。

　　ます。

建物 ２～41年

機械装置及び運搬具 ２～14年

　　　　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

　　づく定額法によっております。 建物 ２～41年

　(会計方針の変更) 機械装置及び運搬具 ２～14年

　　　(追加情報)

   　び装置の耐用年数の変更を行っております。

   方法と同一の基準によっております。 　 　百万円それぞれ減少しております。　 

　 　記載しております。

　　②リース資産

　(追加情報) 　　　ス資産

　　　て算定する方法によっております。

    ロ　無形固定資産     ロ　無形固定資産

　　①リース資産以外の無形固定資産

　　　　当社及び連結子会社は定額法によっております。

　　よっております。  

　　　によっております。

　　よっております。

　　　する方法と同一の基準によっております。

　　る方法と同一の基準によっております。 　　②リース資産

　　　ス資産

　　　て算定する方法によっております。

    ハ　長期前払費用     ハ　長期前払費用

      均等償却しております。 同左

平成20年度の法人税法改正に伴い、主として機械及

業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益が12

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリー

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとし

社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリー

償却可能限度額まで償却が終了した翌年から５年間で均

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記

　 載しております。

当社及び国内連結子会社について当連結会計年度よ

り、平成19年３月31日以前に取得したものについては、

法人税法の改正((所得税法等の一部を改正する法律

平成19年３月30日 法律第６号）及び（法人税法施行令

の一部を改正する政令 平成19年３月30日 政令第83号))

　　おります。国内連結子会社は定率法によっております。

内における利用可能期間（５年）に基づく定額法に

ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社

附属設備は除く)については定額法を採用しておりま

国内連結子会社は定率法によっております。た

法、その他の有形固定資産 については定率法によって

　 が13百万円それぞれ減少しております。　 

ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物(建

物附属設備は除く)については定額法を採用しており

　　　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

１日以降に取得したものは、改正後の法人税法に基づく

これに伴い、従来の方法によった場合と比べ、営業利

益が9百万円、経常利益及び税金等調整前当期純利益が

利益が12百万円、経常利益及び税金等調整前当期純利益

　 9百万円それぞれ減少しております。　 

この結果、従来の方法によった場合と比べて、 営

リース期間を償却年数とし、残存価額をゼロとし

なお、償却年数については、法人税法に規定

額法、その他の有形固定資産 については定率法に

だし、平成10年４月１日以降に取得した建物(建物

なお、償却年数については、法人税法に規定す

　　　す。

に伴い、当社及び国内連結子会社について平成19年４月

在外連結子会社については所在地国の会計基準に基

当社及び国内連結子会社は定額法、在外連結子会社

   等償却する方法によっております。

ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、

は所在地国の会計基準の規定に基づく定額法に

当社は、建物(建物附属設備を除く)については定額

これに伴い、従来の方法によった場合と比べ、 営業

当社は、建物(建物附属設備を除く)については定

　　　　在外連結子会社は定額法によっております。
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前連結会計年度 当連結会計年度

  自  平成19年４月１日   自  平成20年４月１日

　至  平成20年３月31日   至  平成21年３月31日

  (3) 重要な引当金の計上基準   (3) 重要な引当金の計上基準

    イ　貸倒引当金     イ　貸倒引当金

    ロ　賞与引当金     ロ　賞与引当金

    に基づき計上しております。

    ハ　退職給付引当金     ハ　退職給付引当金

    しております。

    年)による按分額を費用処理しております。

　　の翌連結会計年度より費用処理しております。

    ニ　役員退職慰労引当金     ニ　役員退職慰労引当金

  (4) 重要な外貨建の資産又は負債の   (4) 重要な外貨建の資産又は負債の

　　　本邦通貨への換算の基準 　　　本邦通貨への換算の基準

　　おります。

  (5) 重要なヘッジ会計の方法   (5) 重要なヘッジ会計の方法

    イ　ヘッジ会計の方法     イ　ヘッジ会計の方法

    ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象     ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

       ヘッジ対象…外貨建営業債務､借入金の利息

    ハ　ヘッジ方針     ハ　ヘッジ方針

    ニ　ヘッジの有効性評価の方法     ニ　ヘッジの有効性評価の方法

同左

同左

関関係は完全に確保され、ヘッジ効果が当然に認めら

れることから、ヘッジの有効性の評価は特に行ってお

りません。また、金利スワップについては、特例処理

の要件を満たしているため、ヘッジの有効性の評価は

　　省略しております。

    個別契約ごとに行っております。

同左

おり、１年を超える長期契約は行わない方針でありま

金利スワップ取引を行っており、へッジ対象の識別は

為替予約により、その後の為替相場の変動による相

ヘッジする目的で為替予約取引を利用することとして

同左

及び費用は、決算日の直物為替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

　　定及び少数株主持分に含めて計上しております。

により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して

過去勤務債務については、その発生時の従業

    いては､15年による按分額を費用処理しております。

す。また、借入金の金利変動リスクを回避する目的で

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。

職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上

当社及び国内連結子会社は、従業員の退職給

付に備えるため、当連結会計年度末における退

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場

処理の要件を満たす金利スワップについては、特例

員 の 平 均 残 存 勤 務 期 間 以 内 の 一 定 の 年 数 (11

数理計算上の差異については、各連結会計年

繰延ヘッジ処理によっております。ただし、特例

当社及び国内連結子会社は、債権の貸倒れに 同左

よる損失に備えるため、一般債権については貸倒

役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づ

　　く当連結会計年度末要支給額を計上しております。

なお、在外連結子会社等の資産及び負債並びに収益

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(11年)による按分額をそれぞれ発生

実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につい

当社及び国内連結子会社は、従業員に対して

支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額

 　　処理を採用しております。

       ヘッジ手段…為替予約取引、金利スワップ取引 同左

主に原材料の輸入取引に係る為替の変動リスクを

なお、会計基準変更時差異(1,960百万円)につ

同左

同左

同左
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前連結会計年度 当連結会計年度

  自  平成19年４月１日   自  平成20年４月１日

　至  平成20年３月31日   至  平成21年３月31日

  (6) その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事   (6) 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　     項　

      消費税等の会計処理 　　　消費税等の会計処理

  (7) 重要なリース取引の処理方法

６　連結子会社の資産及び負債の評価に関する方法 ６　連結子会社の資産及び負債の評価に関する方法

７　のれん及び負ののれんの償却に関する事項 ７　のれん及び負ののれんの償却に関する事項

　　均等償却を行っております。

８　連結キャッシュ･フロー計算書における資金の範囲に関 ８　連結キャッシュ･フロー計算書における資金の範囲に関

　する事項　 　する事項　

    わない短期的な投資を資金の範囲としております。

(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

 会計方針の変更

　前連結会計年度 　当連結会計年度

  自  平成19年４月１日   自  平成20年４月１日

　至  平成20年３月31日   至  平成21年３月31日

（リース取引に関する会計基準等）

　  処理によっております。

　　期純利益に与える影響はありません。

　する当面の取扱い）

　　記載しております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっておりましたが、当連結会計年度より、「リース

  　全面時価評価法を採用しております。

同左

あり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負

満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能で

手許現金、要求払預金及び取得日から３ヵ月以内に

のれん及び負ののれんの償却については、５年間の

      消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

連結子会社の資産及び負債の評価に関する方法は、

常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

同左

もの以外のファイナンス・リース取引については、通

リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

日(日本公認会計士協会 会計制度委員会)、平成19年

３月30日改正))を適用し、通常の売買取引に係る会計

　　おります。

針」(企業会計基準適用指針第16号(平成６年１月18

これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前当

年６月17日(企業審議会第一部会)、平成19年３月30日

改正))及び「リース取引に関する会計基準の適用指

同左

同左

取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号(平成５

（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関

当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における

在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(実務

前当期純利益がそれぞれ11百万円減少しております。

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に

対応報告第18号 平成18年５月17日)を適用し、連結上

　　必要な修正を行っております。

この結果、従来の方法によった場合に比べて、当

連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整
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(8)　連結財務諸表作成に関する注記事項

（連結貸借対照表関係）

　前連結会計年度 　当連結会計年度

（平成20年３月31日) (平成21年３月31日)

 ※１　担保に供している資産  ※１　担保に供している資産

建物 399百万円 建物 363百万円

機械装置及び運搬具 4百万円 機械装置及び運搬具 3百万円

土地 113百万円 土地 113百万円

その他 0百万円 その他 0百万円

　　　計 518百万円 　　　計 480百万円

土地 0百万円 短期借入金 250百万円

　　　計 0百万円

　　　合計 519百万円

短期借入金 100百万円

（100百万円 )

長期借入金

(１年内に返済予定の 118百万円

 長期借入金を含む） （118百万円 )

 ※２　手形割引高及び裏書譲渡高  ※２　手形割引高及び裏書譲渡高

受取手形割引高 76百万円 受取手形割引高 －

受取手形裏書譲渡高 71百万円 受取手形裏書譲渡高 24百万円

（連結損益計算書関係）

　前連結会計年度 　当連結会計年度

  自  平成19年４月１日   自  平成20年４月１日

  至  平成20年３月31日   至  平成21年３月31日

 ※１　通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の低

　　　 下による簿価切下額

売上原価 30百万円

 ※２　固定資産除却損の内訳  ※２　固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 19百万円 建物及び構築物 18百万円

機械装置及び運搬具 33百万円 機械装置及び運搬具 8百万円

その他有形固定資産 3百万円 その他 11百万円

その他無形固定資産 0百万円 　　　計 37百万円

　　　計 57百万円

　　工場財団を組成し担保に供している額 　　工場財団を組成し担保に供している額

　　工場財団の他に担保に供している額 　　上記担保に対応する借入金

　　上記担保に対応する借入金

（ ）内書は工場財団抵当に対応する借入金であり

　　ます。
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（連結株主資本等変動計算書関係）

　前連結会計年度（自　平成19年４月１日　　至　平成20年３月31日）

１ 発行済株式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 (単位：株)

前連結会計
年度末株式数

増加株式数 減少株式数
当連結会計

年度末株式数
摘用

発行済株式

　普通株式 38,880,000 10,380,000 － 49,260,000

合　計 38,880,000 10,380,000 － 49,260,000

自己株式

　普通株式 130,175 35,270 1,400 164,045

合　計 130,175 35,270 1,400 164,045

　(注)１　普通株式の発行済株式の増加10,380,000株は、株式交換に基づく新株の発行による増加であります。

　　　２　普通株式の自己株式の増加35,270株は、単元未満株式数の買取請求による増加であります。

　　　３　普通株式の自己株式の減少1,400株は、単元未満株式数の買増請求による売渡であります。

２ 配当に関する事項

株式の
種類

配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

普通株式 利益剰余金 ２４５ ５ 平成20年3月31日 平成20年6月30日

　当連結会計年度（自　平成20年４月１日　　至　平成21年３月31日）

１ 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 (単位：株)

前連結会計
年度末株式数

増加株式数 減少株式数
当連結会計

年度末株式数
摘用

発行済株式

　普通株式 49,260,000 － － 49,260,000

合　計 49,260,000 － － 49,260,000

自己株式

　普通株式 164,045 70,381 15,600 218,826

合　計 164,045 70,381 15,600 218,826

　(注)１　普通株式の自己株式の増加70,381株は、単元未満株式数の買取請求による増加であります。

　　　２　普通株式の自己株式の減少15,600株は、単元未満株式数の買増請求による売渡であります。

２ 配当に関する事項

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

株式の
種類

配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

普通株式 利益剰余金 １４７ ３ 平成21年3月31日 平成21年6月29日

（連結キャッシュ･フロー計算書関係）

前連結会計年度 当連結会計年度

自  平成19年４月１日 自  平成20年４月１日

至  平成20年３月31日 至  平成21年３月31日

　　現金及び預金勘定 1,983百万円 　　現金及び預金勘定 2,646百万円

　　預入期間が３ヵ月を超える定期預金 △9百万円 　　預入期間が３ヵ月を超える定期預金 △0百万円

　　現金及び現金同等物 　 1,974百万円 　　現金及び現金同等物 2,645百万円
　

 ※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

 ※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

決議

　　　 記されている科目の金額との関係

平成21年６月26日
定時株主総会

決議

平成20年６月27日
定時株主総会
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（セグメント情報）

1.事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自 平成19年4月1日　至 平成20年3月31日）
(単位：百万円，百万円未満切捨)

          項                 目 機械器具 生活関連 計 消去又 連結
     製品    は全社

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 9,403 14,801 24,204 　　　　- 24,204
（２）セグメント間の内部売上 189 -       189 (189) 　　　　　　-
      高又は振替高     

計 9,592 14,801 24,394 (189) 24,204
      営業費用 8,749 13,676 22,425 18 22,444

      営業利益 843 1,125 1,968 (208) 1,760

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的支出
　　　資　　　    産 11,192 8,601 19,793 2,877 22,670
　　　減 価 償 却 費 185 165 351 8 359
　　　資 本 的 支 出 251 359 610 0 610

（注）１．事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品の名称 

     (1) 事業区分の方法

        　 当社の事業区分の方法は需要先の用途区分により機械器具事業と生活関連製品事業とにセグメンテーションし

　　　　 ています。

     (2) 各事業区分の主要製品

事業区分          　　　         主           要          製          品
機械器具 　　産　業　機　器

生活関連 　　環　境　機　器 各種集じん装置、ダイオキシン除去装置、気体輸送装置、灰処理装置
製品 　　空　調　機　器 クリーンルーム､クリーンルーム機器、精密温調システム､冷却塔､氷蓄熱システム､エアフィルタ

　　　建　　　材 各種学校用間仕切、老人福祉施設・病院用等引戸

　　　２．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、268百万円であり、その主なものは、

      　　当社の総務部門・経理部門に係る費用であります。

　　　３．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、2,877百万円であり、その主なものは、当社での

　　　　　余資運用資金（現金及び預金）、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。

　　　４．資本的支出及び減価償却費には長期前払費用とその償却額が含まれております。

　　　５．会計処理の方法の変更

　　　　　有形固定資産の減価償却の方法の変更

　　　　　　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当連結会計年度より、当社及び国内

　　　　　当社及び国内連結子会社の有形固定資産の減価償却の方法を、平成19年４月１日以後の取得分より変更してお

　　　　　ります。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比較して、当連結会計年度の営業費用は、機械器具事業

　　　　　が5百万円、生活関連製品事業が3百万円増加し、営業利益がそれぞれ同額減少しております。

　　　　　　また、当連結会計年度より、平成19年３月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が

　　　　　終了した翌年から５年間で均等償却する方法によっております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に

　　　　　比較して、当連結会計年度の営業費用は、機械器具事業が8百万円、生活関連製品事業が3百万円増加し､営業

　　　　　利益がそれぞれ同額減少しております。

スピニング加工機、フローフォーミング機他金属回転塑性加工機、混練機、押出機、破砕機、クーラント
液浄化装置、各種飲料・食品製造プラント、各種殺滅菌装置 、サニタリータンク 、抽出器 、ホモゲナイ
ザー 、脱気装置 、アイスクリームフリーザー 、アイススティック製造装置、工業用ファスナー
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当連結会計年度（自 平成20年4月1日　至 平成21年3月31日）
(単位：百万円，百万円未満切捨)

          項                 目 機械器具 生活関連 計 消去又 連結
     製品    は全社

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 12,481 13,911 26,392 　　　 　- 26,392
（２）セグメント間の内部売上 194 -       194 (194) 　　　　　 　-
      高又は振替高     

計 12,676 13,911 26,587 (194) 26,392
      営業費用 11,657 13,205 24,863 83 24,946

      営業利益 1,018 706 1,724 (278) 1,446

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的支出
　　　資　　　    産 10,360 8,949 19,309 2,494 21,804
　　　減 価 償 却 費 314 178 493 7 500
　　　資 本 的 支 出 257 262 519 1 520

（注）１．事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品の名称 

     (1) 事業区分の方法

        　 当社の事業区分の方法は需要先の用途区分により機械器具事業と生活関連製品事業とにセグメンテーションし

　　　　 ています。
     (2) 各事業区分の主要製品

事業区分          　　　         主           要          製          品
機械器具 　　産　業　機　器

生活関連 　　環　境　機　器 各種集じん装置、ダイオキシン除去装置、気体輸送装置、灰処理装置
製品 　　空　調　機　器 クリーンルーム､クリーンルーム機器、精密温調システム､冷却塔､氷蓄熱システム､エアフィルタ

　　　建　　　材 各種学校用間仕切、老人福祉施設・病院用等引戸

　　　２．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、277百万円であり、その主なものは、

      　　当社の総務部門・経理部門に係る費用であります。

　　　３．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、2,494百万円であり、その主なものは、当社での

　　　　　余資運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産であります。

　　　４．資本的支出及び減価償却費には長期前払費用とその償却額が含まれております。

　　　５．会計処理の方法の変更

　　　　 （棚卸資産の評価に関する会計基準の適用）

　　　　　　「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、当連結会計年度から、「棚卸資産の

　　　　　の評価に関する会計基準」(企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表分)を適用しております。

　　　　　　この結果、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の営業費用は､機械器具事業で24百万円、生活

　　　　　関連製品事業で6百万円それぞれ増加し、営業利益はそれぞれ同額減少しております。

　　　　（法人税法の改正に伴う耐用年数の変更）

　　　　　　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当連結会計年度から、主として機械

　　　　　及び装置の耐用年数の変更を行っております。

　　　　　　この結果、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の営業費用は､機械器具事業で6百万円、生活

　　　　　関連製品事業で5百万円それぞれ増加し、営業利益はそれぞれ同額減少しております。

　　　　（リース取引に関する会計基準の適用）

　　　　　　「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」に記載のとおり、当連結会計年度から、「リー

　　　　　ース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号 平成19年３月30日)を適用しております。

　　　　　　これによる営業費用及び営業利益に与える影響は、機械器具事業及び生活関連製品事業のいずれにおいても

　　　　　ありません。

　　　　（連結財務諸表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）

　　　　　　「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」に記載のとおり、当連結会計年度から、「連結

　　　　　財務諸表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

　　　　　適用しております。

　　　　　　この結果、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の営業費用は､生活関連製品事業で11百万円増

　　　　　加し、営業利益は同額減少しております。

スピニング加工機、フローフォーミング機他金属回転塑性加工機、混練機、押出機、破砕機、クーラント
液浄化装置、各種飲料・食品製造プラント、各種殺滅菌装置 、サニタリータンク 、抽出器 、ホモゲナイ
ザー 、脱気装置 、アイスクリームフリーザー 、アイススティック製造装置、工業用ファスナー
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２.所在地別セグメント情報

　当連結会計年度及び前連結会計年度ともに、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占め

る本邦の割合がいずれも９０％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

３.海外売上高

前連結会計年度（自 平成19年4月1日　至 平成20年3月31日）
(単位：百万円，百万円未満切捨)

アジア 北米 欧州 その他の 計
　　地域

Ⅰ　海外売上高 2,139 22 37 0 2,200
Ⅱ　連結売上高 -         -         -         -         24,204
Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合　（％）
（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．本邦以外の区分に属する主な国又は地域
  　　　　   （１）アジア・・・・・中国、大韓民国、台湾、マレーシア、タイ
   　　　　  （２）北米・・・・・・アメリカ
　　　　　　 （３）欧州・・・・・・ドイツ
    　　　　 （４）その他の地域・・アラブ首長国連邦

　　　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。

当連結会計年度（自 平成20年4月1日　至 平成21年3月31日）
(単位：百万円，百万円未満切捨)

アジア 北米 欧州 その他の 計
　　地域

Ⅰ　海外売上高 3,090 339 55 27 3,512
Ⅱ　連結売上高 -         -         -         -         26,392
Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合　（％）
（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．本邦以外の区分に属する主な国又は地域
  　　　　   （１）アジア・・・・・中国、大韓民国、タイ、マレーシア、シンガポール
   　　　　  （２）北米・・・・・・アメリカ、メキシコ
　　　　　　 （３）欧州・・・・・・ドイツ
    　　　　 （４）その他の地域・・アラブ首長国連邦、オーストラリア

　　　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。

9.1

0.1 13.3

0.0

11.7 1.3 0.2

8.8 0.1 0.2
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（１株当たり情報）

前連結会計年度 当連結会計年度

自　平成19年４月１日 自　平成20年４月１日

至　平成20年３月31日 至　平成21年３月31日

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額

２４２．０７円 ２５１．２７円

１株当たり当期純利益 １株当たり当期純利益

２９．６６円 １６．５３円

潜在株式調整後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

 　潜在株式がないため記載しておりません。  　潜在株式がないため記載しておりません。

 (注)　算定上の基礎

　１.１株当たり純資産額

前連結会計年度 当連結会計年度

(平成20年３月31日) (平成21年３月31日)

純資産の部の合計額 12,303百万円 12,706百万円

普通株式に係る純資産額 11,884百万円 12,322百万円

普通株式の発行済株式数 49,260,000株 49,260,000株

普通株式の自己株式数 164,045株 218,826株

１株当たり純資産の算定に
用いられた普通株式の数 49,095,955株 49,041,174株

　２.１株当たり当期純利益

前連結会計年度 当連結会計年度

自 平成19年４月１日 自 平成20年４月１日

至 平成20年３月31日 至 平成21年３月31日

当期純利益 1,302百万円 811百万円

普通株主に帰属しない金額 　　　  　  　　　－ 　　　  　  　　　－

普通株主に係る当期純利益 1,302百万円 811百万円

普通株式の期中平均株式数 43,917,535株 49,069,312株

（開示の省略）

　　リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、有価証券、デリバティブ取引、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)

第85期 
(平成20年3月31日) 

第86期 
(平成21年3月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,238 1,562

受取手形 534 1,204

売掛金 4,366 3,987

仕掛品 1,227 1,904

前渡金 143 21

前払費用 1 2

関係会社短期貸付金 720 480

未収入金 665 185

繰延税金資産 137 141

その他 28 53

貸倒引当金 △5 △5

流動資産合計 9,057 9,537
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(単位：百万円)

第85期 
(平成20年3月31日) 

第86期 
(平成21年3月31日) 

固定資産   

有形固定資産   

建物 2,780 2,911

減価償却累計額 △1,555 △1,603

建物（純額） 1,224 1,308

構築物 172 208

減価償却累計額 △106 △104

構築物（純額） 65 103

機械及び装置 1,202 1,217

減価償却累計額 △891 △925

機械及び装置（純額） 310 292

車両運搬具 4 2

減価償却累計額 △4 △2

車両運搬具（純額） 0 0

工具、器具及び備品 357 380

減価償却累計額 △297 △315

工具、器具及び備品（純額） 60 65

土地 938 938

リース資産 － 3

減価償却累計額 － △0

リース資産（純額） － 2

建設仮勘定 63 7

有形固定資産合計 2,663 2,717

無形固定資産   

借地権 56 56

意匠権 0 0

ソフトウエア 88 69

電話加入権 7 7

無形固定資産合計 153 134

投資その他の資産   

投資有価証券 317 226

関係会社株式 3,862 3,900

関係会社出資金 197 236

長期貸付金 45 45

従業員に対する長期貸付金 22 17

破産更生債権等 35 47

長期前払費用 11 12

繰延税金資産 234 272

その他 201 155

貸倒引当金 △93 △92

投資その他の資産合計 4,834 4,822

固定資産合計 7,651 7,673

資産合計 16,708 17,211
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(単位：百万円)

第85期 
(平成20年3月31日) 

第86期 
(平成21年3月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 2,222 2,589

買掛金 1,221 1,086

短期借入金 140 290

1年内返済予定の長期借入金 118 －

未払金 78 52

未払費用 186 216

未払法人税等 440 272

前受金 81 136

預り金 40 40

前受収益 2 1

賞与引当金 180 205

設備関係支払手形 113 51

その他 149 98

流動負債合計 4,976 5,040

固定負債   

退職給付引当金 679 692

役員退職慰労引当金 128 131

その他 － 2

固定負債合計 808 825

負債合計 5,784 5,866

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,275 3,275

資本剰余金   

資本準備金 4,150 4,150

その他資本剰余金 869 868

資本剰余金合計 5,020 5,019

利益剰余金   

利益準備金 25 25

その他利益剰余金   

別途積立金 6 6

繰越利益剰余金 2,570 3,051

利益剰余金合計 2,602 3,082

自己株式 △38 △47

株主資本合計 10,860 11,330

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 63 13

評価・換算差額等合計 63 13

純資産合計 10,923 11,344

負債純資産合計 16,708 17,211
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(2) 損益計算書 

(単位：百万円)

第85期 
(自 平成19年4月1日 
 至 平成20年3月31日) 

第86期 
(自 平成20年4月1日 
 至 平成21年3月31日) 

売上高 15,406 15,159

売上原価   

当期製品製造原価 11,787 11,569

売上原価合計 11,787 11,569

売上総利益 3,619 3,590

販売費及び一般管理費 2,680 2,755

営業利益 939 834

営業外収益   

受取利息 8 13

受取配当金 53 199

設備賃貸料 74 75

雑収入 32 31

営業外収益合計 168 319

営業外費用   

支払利息 19 25

設備賃貸費用 16 21

雑損失 16 16

営業外費用合計 52 63

経常利益 1,055 1,090

特別利益   

投資有価証券売却益 － 8

関係会社株式売却益 297 －

特別利益合計 297 8

特別損失   

固定資産除却損 20 21

投資有価証券評価損 21 8

特別損失合計 42 29

税引前当期純利益 1,310 1,068

法人税、住民税及び事業税 535 351

法人税等調整額 △272 △7

法人税等合計 263 343

当期純利益 1,047 725
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(3) 株主資本等変動計算書 

(単位：百万円)

第85期 
(自 平成19年4月1日 
 至 平成20年3月31日) 

第86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 3,275 3,275

当期末残高 3,275 3,275

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 818 4,150

当期変動額   

株式交換による増加 3,331 －

当期変動額合計 3,331 －

当期末残高 4,150 4,150

その他資本剰余金   

前期末残高 869 869

当期変動額   

自己株式の処分 0 △0

当期変動額合計 0 △0

当期末残高 869 868

資本剰余金合計   

前期末残高 1,688 5,020

当期変動額   

株式交換による増加 3,331 －

自己株式の処分 0 △0

当期変動額合計 3,332 △0

当期末残高 5,020 5,019

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 25 25

当期末残高 25 25

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 6 6

当期末残高 6 6

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,717 2,570

当期変動額   

剰余金の配当 △193 △245

当期純利益 1,047 725

当期変動額合計 853 480

当期末残高 2,570 3,051

利益剰余金合計   

前期末残高 1,749 2,602

当期変動額   

剰余金の配当 △193 △245

当期純利益 1,047 725

当期変動額合計 853 480

当期末残高 2,602 3,082
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(単位：百万円)

第85期 
(自 平成19年4月1日 
 至 平成20年3月31日) 

第86期 
(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 △24 △38

当期変動額   

自己株式の取得 △13 △12

自己株式の処分 0 3

当期変動額合計 △13 △9

当期末残高 △38 △47

株主資本合計   

前期末残高 6,688 10,860

当期変動額   

株式交換による増加 3,331 －

剰余金の配当 △193 △245

当期純利益 1,047 725

自己株式の取得 △13 △12

自己株式の処分 0 2

当期変動額合計 4,172 470

当期末残高 10,860 11,330

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 298 63

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △235 △49

当期変動額合計 △235 △49

当期末残高 63 13

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △0 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 0 －

当期変動額合計 0 －

当期末残高 － －

評価・換算差額等合計   

前期末残高 298 63

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △235 △49

当期変動額合計 △235 △49

当期末残高 63 13

純資産合計   

前期末残高 6,986 10,923

当期変動額   

株式交換による増加 3,331 －

剰余金の配当 △193 △245

当期純利益 1,047 725

自己株式の取得 △13 △12

自己株式の処分 0 2

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △235 △49

当期変動額合計 3,937 421

当期末残高 10,923 11,344
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(4) 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。 

 

 

６．その他 

(1) 役員の異動 

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（平成 21 年６月 26 日付予定） 

１．新任取締役候補 

取締役 中野 龍一（現 当社業務室長） 

取締役 岸本 峰明（現 当社空調システム事業部長） 

２．退任予定取締役 

取締役 小梅川 研造（退任後、引き続き、㈱モリヤマ代表取締役社長） 

取締役 鶴谷 泰二 （退任後、引き続き、㈱イズミフードマシナリ代表取締役社長） 

３．補欠監査役候補 

川勝 泰司（現 南海電気鉄道㈱ 社友） 

長屋 行博（現 当社技術顧問、㈱イズミフードマシナリ取締役） 

なお、社外監査役が欠けた場合に備えて川勝泰司氏を、社内監査役が欠けた場合に

備えて長屋行博氏をそれぞれ候補者とするものです。 
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