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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 14,892 △8.1 1,993 △1.0 2,022 △0.6 1,180 1.9
20年3月期 16,204 △21.7 2,013 △36.1 2,033 △35.8 1,158 △38.0

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 110.01 ― 15.6 12.2 13.4
20年3月期 107.20 ― 16.9 11.7 12.4

（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 17,089 7,934 46.4 748.53
20年3月期 16,054 7,161 44.6 662.94

（参考） 自己資本   21年3月期  7,934百万円 20年3月期  7,161百万円

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 1,972 △140 △564 2,878
20年3月期 △1,065 △1,042 △341 1,611

2.  配当の状況 

（注）20年3月期末配当金の内訳 記念配当 ３円００銭 

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 ― 7.00 ― 11.00 18.00 194 16.8 2.8
21年3月期 ― 7.00 ― 8.00 15.00 160 13.6 2.1

22年3月期 
（予想）

― 2.50 ― 2.50 5.00 35.1

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

3,500 △46.7 105 △87.5 110 △87.0 65 △88.6 6.13

通期 8,000 △46.3 244 △87.8 254 △87.4 151 △87.2 14.25
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4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

（注）詳細は、14ページ「会計処理方法の変更」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、16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 10,821,720株 20年3月期 10,821,720株

② 期末自己株式数 21年3月期  221,757株 20年3月期  19,468株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記の予測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す。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結果と
なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、３ページ 「１. 経営成績 （１）経営成績
に関する分析」をご覧ください。 
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(1）経営成績に関する分析 

①業界および当社の取組みの状況 

  当事業年度におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した米欧発の百年に一度とも言われ

る金融危機が世界的な景気の後退に大きく影響し、日本においても急激な外需の落ち込みと円高により自動車や家

電などの輸出関連企業では、大幅な生産調整が短期間に実施され、これが大きな雇用不安にまで発展いたしまし

た。その結果、多くの業種で設備投資の中止や見送りまたは規模が縮小され、個人消費も株価の大幅な下落などに

影響され伸び悩み、内需にまで大きく影響がおよびました。   

  この様な状況下で、薄型テレビ業界も国内および米国市場で厳しい状況となり、当社もその影響を受け、液晶テ

レビ用フイルム製造装置の売上構成比率は、大きく減少いたしました。一方、今後の景気浮揚策として、欧米およ

び日本では自然エネルギーによる低炭素社会の実現や地球環境の改善を内需振興策の一環として捉え、国策として

クリーンエネルギーの推進計画が掲げられています。当社としましてもこの分野の二次電池や太陽電池、また水の

環境分野として逆浸透膜などの製造装置が今後の有望な分野と考えております。 

  研究開発分野では、有機ELの発光パネル素材や太陽光発電用パネル素材などが今後のテーマとなっております。

また、フイルムの光学特性や強度などの物性を高めるために有効となる同時二軸延伸装置のテスト機は、次期に完

成する予定で、当社にとり新たな分野の需要先との共同開発に威力を発揮するものと確信しております。 

②売上および損益の状況 

売上高は、14,892百万円(前期比8.1%減)となりました。うち、輸出売上高は、4,591百万円(前期比24.2%増)と

なりました。これは主に当社の関連する液晶テレビ用フイルムを製造される各社の設備投資が、家電製品の内需お

よび外需の落込みを懸念し、見直しされたことによるものです。売上機種については、機能性装飾用フイルム、液

晶用光学フイルム、粘着フイルムの塗工乾燥設備が主なものです。 終製品別売上構成比率でみますと機能性紙・

フイルム関連塗工機器が45.9%（前期比率30.5%）へと大きく増加いたしましたが、薄型表示部品関連機器は22.0%

（前期比率56.3%）へと大きく減少いたしました。また、二次電池用関連機器は11.7%（前期比率5.2%）へと伸長し

ました。 

売上総利益率は、18.6%(前期比1.2ポイント増)となり、販売費及び一般管理費は、783百万円(前期比1.9%減)とな

りました。 

営業利益は、1,993百万円(前期比1.0%減)となり、経常利益は、2,022百万円(前期比0.6%減)となりました。 

特別利益は、主に関西繊維機械厚生年金基金の解散に伴う清算金が、厚生年金基金特別掛金返戻額として36百万円

返戻されたものです。 

特別損失は、主に投資有価証券の時価が簿価に対して50%以上下落した８銘柄の評価損142百万円を計上しておりま

す。その結果、当期純利益は、1,180百万円(前期比1.9%増)となりました。 

③受注の状況 

  受注高は、7,926百万円(前期比44.1%減)、受注残高は、4,131百万円(前期比62.8%減)となりました。また、輸出

受注高は、2,020百万円(前期比33.9%減)、輸出受注残高は、529百万円(前期比82.9%減)となりました。これは、昨

年の秋以降の世界的な景気の後退により設備投資が大幅に縮小されたことによるものです。 

また、当社の受注機種の分野としましては、前期までの大きな割合を占めていた薄型表示部品関係から、機能

性装飾用フイルム関係、粘着材関係、太陽電池用フイルム関係および二次電池関係へと大きくシフトしました。 

④次期の見通し 

 世界的な景気の急激な後退が国内・外の設備産業に厳しい影響を与え、輸出産業では昨年後半から急速に生産調

整が実施され、在庫の大幅な調整が多くの関連企業でなされました。その結果、雇用にも影響を及ぼし、さらに景

気の悪化の度合いを深める状況となりました。当社顧客の業界におきましては、ごく一部で在庫調整が行きわた

り、生産が僅かではありますが、戻りつつある業界も出てきましたが、全般的にはまだ景気の底打ち感がない状況

です。今後、当社としましては、環境およびエネルギー関連のリチウムイオン電池、燃料電池、太陽光発電用パネ

ルならびに逆浸透膜など世界的に景気浮揚策が実施される有望な分野への積極的な営業展開を計ってまいります。

１．経営成績
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(2）財政状態に関する分析 

①資産・負債及び純資産の状況 

 総資産は、17,089百万円(前期末比6.4%増)となりました。これは主に現金及び預金が1,267百万円増加、たな卸

資産が474百万円増加、仕入債務が666百万円増加したことによるものです。また、株式市況の低迷により投資有価

証券が340百万円減少しております。 

 純資産は、7,934百万円(前期末比10.8％増)となりました。自己資本比率は、46.4％(前期末比1.8ポイント増)と

なりました。 

 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）は、2,878百万円(前期末比78.6％増)となり

ました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は、1,972百万円となりました。これは主に税引前当期純利益と仕入債務の増 

加によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は、140百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は、564百万円となりました。これは主に短期借入金の減少および社債の償還、

配当金の支払いによるものです。 

 （参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 自己資本比率：自己資本/総資産 

 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額/総資産 

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債/キャッシュ・フロー 

 インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー/利払い 

 （注１）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おります。 

 （注２）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

 （注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。 

(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、経営環境、業績、将来の展望を総合的に勘案し、利益配当と内部留保額を決定しております。 

  利益配当につきましては、景気の好不況に大きく影響を受けない事業モデルを確立し、安定的な継続配当を目標

としております。内部留保については、今後高成長が見込める高付加価値製品の研究開発や既存事業の効率化等に

投資をしていく方針です。また、安定した経営基盤と考えられる自己資本比率50％達成を当面の目標として、内部

資本の充実を計りたいと考えております。次期業績予想は、大変厳しい状況にはなっておりますが、安定、継続配

当として、平成22年3月期は、中間配当金２円50銭、期末配当金２円50銭の合計で年間配当金５円を予定しており

ます。 

  

該当事項はありません。 

  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（％）  23.8  26.5  34.9  44.6  46.4

時価ベースの自己資本比率
（％）  41.9  133.3  70.9  38.3  26.7

キャッシュ・フロー対有利
子負債比率（年）  0.71  2.02  1.29  －  0.53

インタレスト・カバレッ
ジ・レシオ（倍）  98.2  25.3  43.3  －  95.1

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

 平成20年３月期決算短信（平成20年５月15日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省

略しております。 

  当該決算短信は、次のURLからご覧いただくことができます。 

  （当社ホームページ→当社の実績→決算情報） 

   http://www.inokin.co.jp/invest/results.html 

  （大阪証券取引所ホームページ→上場会社検索「6246」） 

   http://www.ose.or.jp/listed/lc_jkdt.shtml?cp_code=6246 

（4）対処すべき課題 

 大幅な景気後退局面の中、新規の生産設備投資が見送られる現状ですが、研究開発については、依然投資を継続

される傾向が強く感じられます。当社としましては研究用のテスト機として、当社の従来機より更に小型な装置を

低価格で提供することにより、受注間口を広げていくことが今後の営業活動に必要であると考えております。また

一方では、大型の生産機においても性能を落とすことなく、より低価格な装置の要求が強くなると思われます。社

内的にはこれらに対応すべく生産部門でのコストダウンはもとより、全社的には、経常的な固定費を圧縮し、経済

の低成長時にも利益を捻出できる企業体質への転換を図ってまいりたいと考えております。 

  

３．経営方針
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４．財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,711,442 2,978,896

受取手形 2,666,105 3,580,984

売掛金 4,873,248 3,588,111

半製品 2,223 －

原材料 55,600 －

商品及び製品 － 13,187

仕掛品 1,239,325 1,728,438

原材料及び貯蔵品 － 30,311

前渡金 28,300 －

前払費用 － 10,822

未収消費税等 － 36,866

繰延税金資産 152,362 143,797

その他 40,849 19,864

流動資産合計 10,769,457 12,131,280

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,830,535 1,844,010

減価償却累計額 △726,675 △777,966

建物（純額） 1,103,860 1,066,043

構築物 221,811 246,561

減価償却累計額 △89,674 △114,808

構築物（純額） 132,136 131,752

機械及び装置 1,085,443 1,051,888

減価償却累計額 △657,949 △685,154

機械及び装置（純額） 427,494 366,734

車両運搬具 50,915 46,785

減価償却累計額 △31,175 △36,437

車両運搬具（純額） 19,740 10,347

工具、器具及び備品 128,266 123,527

減価償却累計額 △78,437 △88,645

工具、器具及び備品（純額） 49,829 34,882

土地 1,836,929 1,836,929

建設仮勘定 － 26,180

有形固定資産合計 3,569,989 3,472,869

無形固定資産   

電話加入権 1,677 －

水道施設利用権 8,067 －

ソフトウエア 45,924 63,172

その他 － 8,980

無形固定資産合計 55,668 72,152
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 1,221,505 881,484

出資金 53,802 42,382

長期前払費用 734 493

繰延税金資産 297,110 387,464

その他 105,066 108,624

貸倒引当金 △18,500 △6,900

投資その他の資産合計 1,659,719 1,413,548

固定資産合計 5,285,377 4,958,571

資産合計 16,054,834 17,089,851

負債の部   

流動負債   

支払手形 3,399,724 4,120,322

買掛金 888,843 834,491

1年内償還予定の社債 220,000 －

短期借入金 500,000 250,000

1年内返済予定の長期借入金 324,256 373,144

未払金 77,690 95,533

未払費用 113,635 80,159

未払法人税等 129,453 434,074

未払消費税等 16,282 －

前受金 1,437,630 1,169,517

賞与引当金 160,339 138,212

その他 93,616 81,780

流動負債合計 7,361,471 7,577,235

固定負債   

長期借入金 284,528 426,748

再評価に係る繰延税金負債 627,650 627,650

長期未払金 85,264 30,700

退職給付引当金 534,662 493,104

固定負債合計 1,532,105 1,578,202

負債合計 8,893,576 9,155,438
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,003,125 1,003,125

資本剰余金   

資本準備金 515,858 515,858

資本剰余金合計 515,858 515,858

利益剰余金   

利益準備金 109,922 109,922

その他利益剰余金   

退職給与積立金 6,000 －

別途積立金 3,160,000 4,160,000

繰越利益剰余金 1,298,901 1,290,775

利益剰余金合計 4,574,824 5,560,698

自己株式 △14,888 △107,428

株主資本合計 6,078,919 6,972,252

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 137,735 17,558

土地再評価差額金 944,602 944,602

評価・換算差額等合計 1,082,338 962,160

純資産合計 7,161,257 7,934,413

負債純資産合計 16,054,834 17,089,851
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 16,204,196 14,892,108

売上原価   

当期製品製造原価 13,391,736 12,114,808

売上総利益 2,812,460 2,777,300

販売費及び一般管理費 799,108 783,872

営業利益 2,013,351 1,993,427

営業外収益   

受取利息 2,965 8,537

受取配当金 20,693 24,146

助成金収入 13,958 6,300

その他 22,773 16,556

営業外収益合計 60,390 55,540

営業外費用   

支払利息 24,031 20,237

売上割引 9,030 －

その他 7,025 6,303

営業外費用合計 40,088 26,541

経常利益 2,033,654 2,022,426

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 990

投資有価証券売却益 － 615

役員退職慰労引当金戻入額 2,622 －

厚生年金基金特別掛金返戻額 － 36,130

特別利益合計 2,622 37,735

特別損失   

訴訟関連損失 15,000 －

固定資産除却損 28,577 16,270

固定資産売却損 66 －

投資有価証券評価損 1,721 142,673

特別損失合計 45,366 158,944

税引前当期純利益 1,990,910 1,901,217

法人税、住民税及び事業税 793,646 720,561

法人税等調整額 39,168 352

法人税等合計 832,814 720,913

当期純利益 1,158,095 1,180,304
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,003,125 1,003,125

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,003,125 1,003,125

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 515,858 515,858

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 515,858 515,858

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 109,922 109,922

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 109,922 109,922

その他利益剰余金   

退職給与積立金   

前期末残高 6,000 6,000

当期変動額   

退職給与積立金の取崩 － △6,000

当期変動額合計 － △6,000

当期末残高 6,000 －

別途積立金   

前期末残高 1,560,000 3,160,000

当期変動額   

別途積立金の積立 1,600,000 1,000,000

当期変動額合計 1,600,000 1,000,000

当期末残高 3,160,000 4,160,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,946,091 1,298,901

当期変動額   

退職給与積立金の取崩 － 6,000

別途積立金の積立 △1,600,000 △1,000,000

剰余金の配当 △205,285 △194,430

当期純利益 1,158,095 1,180,304

当期変動額合計 △647,190 △8,126

当期末残高 1,298,901 1,290,775

利益剰余金合計   

前期末残高 3,622,014 4,574,824

当期変動額   

剰余金の配当 △205,285 △194,430

当期純利益 1,158,095 1,180,304

当期変動額合計 952,809 985,873

当期末残高 4,574,824 5,560,698
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

自己株式   

前期末残高 △12,129 △14,888

当期変動額   

自己株式の取得 △2,758 △92,540

当期変動額合計 △2,758 △92,540

当期末残高 △14,888 △107,428

株主資本合計   

前期末残高 5,128,868 6,078,919

当期変動額   

剰余金の配当 △205,285 △194,430

当期純利益 1,158,095 1,180,304

自己株式の取得 △2,758 △92,540

当期変動額合計 950,051 893,333

当期末残高 6,078,919 6,972,252

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 432,232 137,735

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △294,496 △120,177

当期変動額合計 △294,496 △120,177

当期末残高 137,735 17,558

土地再評価差額金   

前期末残高 944,602 944,602

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － －

当期変動額合計 － －

当期末残高 944,602 944,602

評価・換算差額等合計   

前期末残高 1,376,834 1,082,338

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △294,496 △120,177

当期変動額合計 △294,496 △120,177

当期末残高 1,082,338 962,160

純資産合計   

前期末残高 6,505,703 7,161,257

当期変動額   

剰余金の配当 △205,285 △194,430

当期純利益 1,158,095 1,180,304

自己株式の取得 △2,758 △92,540

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △294,496 △120,177

当期変動額合計 655,554 773,155

当期末残高 7,161,257 7,934,413
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（４）キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 1,990,910 1,901,217

減価償却費 171,501 183,698

固定資産売却損益（△は益） 66 －

固定資産除却損 28,577 16,270

投資有価証券売却損益（△は益） － △615

投資有価証券評価損益（△は益） 1,721 142,673

貸倒引当金の増減額（△は減少） － △11,600

受取利息及び受取配当金 △23,658 △32,683

支払利息 24,031 20,237

為替差損益（△は益） 1,680 △477

売上債権の増減額（△は増加） △805,747 370,256

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,376,939 △474,789

前渡金の増減額（△は増加） △21,314 28,300

未収消費税等の増減額（△は増加） － △48,810

その他の資産の増減額（△は増加） 8,175 20,859

仕入債務の増減額（△は減少） △1,533,177 666,317

未払金の増減額（△は減少） 42,982 17,843

前受金の増減額（△は減少） △500,379 △268,112

未払消費税等の増減額（△は減少） △179,106 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 20,836 △22,127

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △70,800 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △20,264 △41,558

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △59,662 －

長期未払金の増減額（△は減少） 15,848 △54,564

その他の負債の増減額（△は減少） 63,580 △34,669

その他 17,207 17,092

小計 549,950 2,394,759

利息及び配当金の受取額 23,658 32,683

利息の支払額 △24,031 △20,237

法人税等の支払額 △1,615,115 △434,469

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,065,538 1,972,736
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

未収入金の増減額（増加：△） 130,000 －

有形固定資産の取得による支出 △853,896 △102,849

有形固定資産の売却による収入 7 －

投資有価証券の取得による支出 △183,870 △5,127

無形固定資産の取得による支出 △22,784 △30,979

設備手形の増減額（減少：△） 6,461 －

設備関係未払金の増減額（減少：△） △90,555 －

投資有価証券の売却による収入 － 771

その他 △28,201 △2,760

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,042,839 △140,944

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） 50,000 △250,000

長期借入れによる収入 300,000 550,000

長期借入金の返済による支出 △483,876 △358,892

社債の償還による支出 － △220,000

自己株式の取得による支出 △2,758 △92,540

配当金の支払額 △204,530 △193,382

財務活動によるキャッシュ・フロー △341,165 △564,814

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,680 477

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,451,223 1,267,454

現金及び現金同等物の期首残高 4,062,665 1,611,442

現金及び現金同等物の期末残高 1,611,442 2,878,896
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  該当事項はありません。 

  

  下記の「(7)重要な会計方針の変更 会計処理方法」の変更を除き、 近の有価証券報告書（平成20年６月26日提

出）における記載から重要な変更がないため開示を省略します。 

  

  

(5)継続企業の前提に関する注記

(6)重要な会計方針

(7)重要な会計方針の変更

 会計処理方法の変更

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

 （会計方針の変更） 

法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成19年

４月１日以降に取得した有形固定資産について、改

正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更して

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

益に与える影響金額は、軽微です。 

（追加情報） 

法人税法改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得

した資産については、改正前の法人税法に基づく減

価償却の方法の適用により取得価額の５％に到達し

た事業年度の翌事業年度より、取得価額の５％相当

額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却

し、減価償却費に含めて計上しています。 

これによる営業利益、経常利益及び税引前当期純利

益に与える影響金額は、軽微です。 

────── 

  

  

  

  

  

  

────── 

  

────── （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、

従来、主として個別法による原価法によっておりま

したが、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）が適用されたことに伴い、主として個別法によ

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）により算定しておりま

す。 

これにより、営業利益、経常利益及び税引前当期純

利益はそれぞれ26,481千円減少しております。 
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 表示方法の変更

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

────── （貸借対照表） 

１．「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規

則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７

日 内閣府令第50号）が適用となることに伴い、前事

業年度において、「半製品」として掲記されていた

ものは、当事業年度から「商品及び製品」に掲記し

ております。なお、当事業年度に含まれる「半製

品」は、13,187千円であります。 

２．前事業年度まで流動資産の「その他」に含めて表示 

しておりました「前払費用」は、金額的重要性が増

したため区分掲記しました。 

   なお、前事業年度の「前払費用」の金額は、1千円で

す。 

３．前事業年度まで区分掲記していました無形固定資産

の「電話加入権」、「水道施設利用権」は、金額的

重要性が低いため、「その他」に含めて表示してい

ます。 

  なお、当事業年度の「電話加入権」、「水道施設利

用権」の金額は、それぞれ1,677千円、7,303千円で

す。 

  

（損益計算書） 

１．前事業年度まで区分掲記していました「不動産賃貸

料」は、営業外収益の総額の100分の10以下となった

ため、「その他収益」に含めて表示しています。 

なお、当事業年度の「不動産賃貸料」の金額は、

3,498千円です。 

（損益計算書） 

  前事業年度まで区分掲記していました「売上割引」

は、営業外費用の総額の100分の10以下となったた

め、「その他費用」に含めて表示しています。 

  なお、当事業年度の「売上割引」の金額は、506千円

です。 

２．前事業年度まで営業外費用の「その他費用」に含め

て表示していました「売上割引」は、営業外費用の

総額の100分の10を超えたため、区分掲記しました。 

なお、前事業年度の「売上割引」の金額は、4,635千

円です。 

  

  

────── （キャッシュ・フロー計算書） 

  前事業年度まで区分掲記していました「設備手形の

増減額」、「設備関係未払金の増減額」は、金額的

重要性が低いため、「その他」に含めて表示してい

ます。 

  なお、当事業年度の「設備手形の増減額」、「設備

関係未払金の増減額」の金額は、それぞれ70千円の

減少、11,094千円の減少です。 
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前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

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。 

  

 （注）１．１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。 

    ２．１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。 

  

 該当事項はありません。 

  

有価証券、デリィバティブ取引、関連当事者との取引、税効果会計、退職給付、ストック・オプション等に関する注

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

  

(8)財務諸表に関する注記事項

（持分法投資損益関係）

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額   662円94銭

１株当たり当期純利益金額    107円20銭

１株当たり純資産額      748円53銭

１株当たり当期純利益金額       110円01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、潜在株式が存在しないため、記載していませ

ん。 

同左 

  
前事業年度

(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

純資産の部の合計額（千円）  7,161,257  7,934,413

純資産の部の合計額から控除する金額

（千円） 
 －  －

普通株式に係る期末の純資産額（千円）  7,161,257  7,934,413

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） 
 10,802  10,599

  
前事業年度

(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益（千円）  1,158,095  1,180,304

普通株式に係る当期純利益（千円）  1,158,095  1,180,304

期中平均株式数（千株）  10,803  10,728

（重要な後発事象）

（開示の省略）
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(1）役員の異動 

①代表取締役の異動 

 該当事項はありません。 

  

②その他の役員の異動 

  新任予定取締役候補 

  福井 信夫 （現 技術本部電気計装部部長 兼技術本部研究開発部部長 

         兼技術本部技術管理部部長 兼管理本部情報システム部部長）  

  

 補欠監査役候補 

  水野 武夫  （現 弁護士） 

 （注）補欠監査役候補の水野 武夫氏は、社外監査役の要件を満たしています。 

  退任予定取締役 

  取締役会長       神田 喜代藏 （非常勤相談役 就任予定） 

  取締役技術本部副本部長 森  重司  （常勤顧問 就任予定） 

  

③就任予定日 

 平成21年６月25日 

(2）訴訟 

  平成21年３月６日に神戸地方裁判所に対し、イノキンエンジニアリング株式会社の破産手続開始申立を行いまし

た。（神戸地方裁判所 平成21年（フ）第269号破産手続開始決定申立事件） 

  

５．その他
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(3）売上高、受注高、受注残高 

 （単位：千円、％）

（注）当事業年度より、事業部門の分類を「紙・フイルム加工機」、「化工機」、「その他」から「塗工機械」、「化工

   機械」、「その他」に変更しております。なお、前事業年度については新しい分類に読み替えて記載しています。

品目 

前事業年度 当事業年度 

自平成19年3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 

金額 構成比 金額 構成比 
対前期比 

増減率 

売 

上 

高 

            

塗工機械  15,720,028  97.0  12,589,833  84.5  △19.9

化工機械  287,179  1.8  2,095,050  14.1  －

その他  196,989  1.2  207,225  1.4  5.2

計  16,204,196  100.0  14,892,108  100.0  △8.1

内輸出高  3,695,617  22.8  4,591,678  30.8  24.2

受 

注 

高 

塗工機械  11,758,311  82.9  7,505,713  94.7  △36.2

化工機械  2,223,834  15.7  222,430  2.8  △90.0

その他  197,695  1.4  198,491  2.5  0.4

計  14,179,840  100.0  7,926,634  100.0  △44.1

内輸出高  3,058,140  21.6  2,020,728  25.5  △33.9

受 

注 

残 

高 

塗工機械  9,096,320  82.0  4,012,200  97.1  △55.9

化工機械  1,981,450  17.9  108,830  2.6  △94.5

その他  18,852  0.1  10,118  0.3  △46.3

計  11,096,622  100.0  4,131,148  100.0  △62.8

内輸出高  3,100,710  27.9  529,760  12.8  △82.9
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