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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 272,970 △15.6 8,070 △49.2 7,495 △53.3 2,312 △71.9

20年3月期 323,445 △3.8 15,887 △14.5 16,037 △15.9 8,227 △26.7

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 9.60 9.59 1.9 2.8 3.0
20年3月期 33.45 33.43 5.5 5.1 4.9

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  △88百万円 20年3月期  307百万円

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 231,054 95,365 41.3 396.65
20年3月期 310,957 149,330 48.0 617.95

（参考） 自己資本   21年3月期  95,332百万円 20年3月期  149,330百万円

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 14,312 △7,076 △12,392 20,547
20年3月期 19,383 △10,580 △3,761 26,056

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
（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 ― 6.50 ― 6.50 13.00 3,174 38.9 2.1
21年3月期 ― 6.50 ― 3.50 10.00 2,403 104.2 2.0

22年3月期 
（予想）

― 5.00 ― 5.00 10.00 ―

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

116,000 △17.4 2,400 89.1 2,100 171.8 400 ― 1.66

通期 255,000 △6.6 10,100 25.2 9,700 29.4 5,000 116.2 20.80
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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、20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」及び24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の変
更」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、35ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 257,920,497株 20年3月期 257,920,497株

② 期末自己株式数 21年3月期  17,575,204株 20年3月期  16,266,818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 7,142 △90.4 4,110 46.6 4,394 32.3 1,180 △28.0

20年3月期 74,668 △56.9 2,804 △73.4 3,320 △72.7 1,638 △78.3

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 4.90 4.90
20年3月期 6.66 6.66

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 179,684 130,228 72.5 541.70
20年3月期 187,882 134,981 71.8 558.57

（参考） 自己資本 21年3月期  130,195百万円 20年3月期  134,981百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料の予想には、発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予想が含まれており、実際の業績は、さまざまなリスク要因や不確定な要素に
より、記載の予想数値と異なる可能性があります。 
なお、上記の予想の前提条件等に関する事項については、添付資料５ページを参照してください。 
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当期における我が国経済は、米国発の世界的金融不安による信用収縮や景気後退懸念により低調に推

移し、さらには米国金融機関の破綻をきっかけとした世界経済の同時減速が顕著となり、企業業績は急

激に悪化し、設備投資の減少や雇用環境の悪化を招くなど異常な後退局面を迎える結果となりました。

海外においては、米国経済は、住宅バブル崩壊後、景気の減速傾向が続いておりましたが、金融危機

による信用不安の高まり、雇用環境悪化による個人消費の減少、加えて株価の下落、設備投資の著しい

減少など内需が急激に冷え込み、景気は低迷いたしました。欧州経済も、ユーロ高や原材料価格高騰の

影響により景気は停滞色を強めておりましたが、さらなる金融不安による内需縮小と、世界需要の急激

な落ち込みによる輸出減少のため、ドイツ、イタリアをはじめとする主要国の景気後退局面が鮮明とな

り、総じて低調に推移しました。 

当社グループを取り巻く環境は、世界的な金融危機が実体経済を揺るがし、予想を上回る景気後退局

面が顕著となり、その影響により国内外ともに個人消費の減退や住宅関連主体の外部環境の悪化、新規

住宅建築着工戸数の減少、設備投資の抑制のほか、期中まで続いた鋼材価格の上昇など、より厳しい状

況が続きました。 

このような環境下、国内グループ会社では、ドア・間仕切・ステンレスなどの非シャッター分野での

受注基盤の拡大、原材料価格高騰に見合った売価アップ、設計・生産から施工・アフターサービスに至

る全過程でのコスト削減（ＴＣＲ：Total Cost Reduction）活動への取り組みに注力しました。米国グ

ループ会社では、製造要員の適正化、コスト削減、工場の統廃合、調達コストの低減、メキシコへの生

産拠点の移転など競争力強化に向けた構造改革の推進、リサイクル素材のガレージドアの販売開始など

品揃えと商流の拡充に取り組みました。欧州グループ会社では、構造改革の一環として、戦略的なリス

トラを継続的に推進し、製品・コスト・物流における競争力強化のため、物流コストの削減、ガラスド

ア事業の再編、不採算事業の整理などを推進しました。 

これらの結果、国内グループ会社では、メンテ・サービス、ステンレス、間仕切事業は堅調に推移し

ましたが、住宅市場の低迷に加え、秋以降、設備投資など建設需要全般が急激に減速し、重量シャッタ

ーやビル・マンションドアを中心にその影響が顕著に現れ、減収となりました。利益面では、売価アッ

プ、ＴＣＲ活動にはある一定の成果が出ましたが、減収による利益の落ち込みをカバーしきれず、減益

となりました。 

また、海外においては、米国グループ会社では、商業用ドアは増収を確保したものの、長引く住宅建

設市場の低迷により住宅用ドア、開閉機事業が振るわず、また運送事業の不振から車両用ドアが大幅減

収となり、全体では減収となりました。利益面では、売価アップ、販売管理費の抑制に努めましたが、

売上の減少、材料費高騰の影響を補うことができず減益となりました。欧州グループ会社では、住宅建

設市場の不振によりガレージドアが減収となりましたが、ドア・フレーム、産業用ドアについては堅調

に推移し、現地通貨建てでは増収となりました。利益面では、物流費等の販売経費削減への取り組みな

どにより、当期は黒字を確保しました。 

以上のことから、当期の連結売上高は、前期に比べ15.6％減の2,729億7千万円となり、利益面では、

会計処理方法変更に伴う在外子会社ののれん償却処理もあり、連結営業利益は、前期に比べ49.2％減の

80億7千万円、連結経常利益は、前期に比べ53.3％減の74億9千5百万円、連結当期純利益は、前期に比

べ71.9％減の23億1千2百万円となりました。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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事業の種類別セグメントの業績は以下のとおりであります。 

  

（ビル商業施設建材事業） 

国内では、ステンレス、間仕切製品は堅調に推移しましたが、軽量シャッターの減少傾向が続き、企

業業績の急激な落ち込みによる設備投資の凍結により重量シャッターが振るわず、また、マンション不

況の影響によるビル・マンションドアの落ち込みも激しく、減収となりました。米国では、商業用ドア

が堅調に推移し、また、欧州でも、ドア・フレーム、産業用ドアが好調を維持し、現地通貨建てでは増

収となりました。全体の売上高は前期に比べ10.8％減の1,840億5千6百万円となりました。 

営業利益は、国内では、ＴＣＲ活動によるコスト削減と売価アップ努力（販売価格の見直し）を進め

ましたが、売上高の減少を補えず減益となりました。米国では、工場統廃合、生産拠点移転、輸送コス

ト削減などによるコスト削減や売価アップに努め、欧州では、物流コストや製造コストなど継続的にコ

スト削減活動を実施しましたが、鋼材価格高騰や競争激化の影響により減益となり、さらには、会計処

理方法変更に伴う在外子会社ののれん償却の影響も重なり、前期に比べ42.2％減の66億4千6百万円とな

りました。 

  

（住宅建材事業） 

国内では、主力である窓シャッター、エクステリア製品の減少傾向に歯止めがかからず減収となりま

した。米国では、ガレージドア、開閉機が、住宅市場低迷の長期化の影響により大きく減収となりまし

た。また、欧州でも、ドイツでの新築住宅許可件数の著しい減少など欧州全域で住宅市場が減速し、同

業他社との競合も厳しくなっており、減収となりました。全体の売上高は前期に比べ28.1％減の662億6

千6百万円となりました。 

営業損益は、国内では、売価アップによる利益率の改善やコスト削減に努めましたが、減収による影

響を補えず営業損失となりました。米国では、調達コストの低減、生産拠点の移転等によりコスト削減

を実施し、欧州では、売価アップに努めましたが、減収の影響を補えず営業損失となり、さらに、会計

処理方法変更に伴う在外子会社ののれん償却の影響も重なり、前期に比べ30億4千9百万円減少し、13億

7千7百万円の営業損失となりました。 

  

（メンテ・リフォーム事業） 

国内では、リフォーム事業は、法人顧客の開拓などに取り組みましたが、競合各社との価格競争が激

しく厳しい状況にあります。メンテ・サービス事業は、拡販活動、サービス内容の拡充、サービス体制

の強化等により着実に伸張し、増収となりました。欧州でも、アフターサービスの拡充により現地通貨

建てで増収となり、全体の売上高は前期に比べ0.3％増の196億2千1百万円となりました。 

営業利益は、コスト削減に注力したことにより、国内、欧州ともに増益を確保し、全体では、前期に

比べ31.3％増の31億3千9百万円となりました。 

  

（その他事業） 

米国におけるトラック・トレーラーなどの車両用ドアが主たる事業であります。トラック輸送業界の

不況の長期化の影響を受け、売上高は前期に比べ44.8％減の30億2千5百万円、利益面では、コスト削減

策としてメキシコへの生産拠点の移転などを実施しましたが、売上高の減少を補いきれず、前期に比べ

6億7千1百万円減の3億3千8百万円の営業損失となりました。 
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今後の経済の見通しについては、国内では、企業収益の減少が続くとともに、これに伴う設備投資の

減少、生産の抑制、雇用の悪化など、当面は厳しい状況が続くものと予想されます。海外でも、金融機

能の回復の遅れ、雇用の悪化など景気回復には時間を要するものと思われます。 

このような厳しい環境下ではありますが、当社グループでは、鋼材等原材料価格の低下、日米欧で取

り組んでいる構造改革、国内の緊急コスト削減対策等の効果を 大限に活かすことに注力し、中長期的

なグループ全体での事業の再構築に向けて取り組んでまいります。 

これらを勘案した通期業績予想は、連結売上高は、前期に比べ6.6%減の2,550億円となる見込みであ

ります。利益面では、厳しい環境が続きますが、会計処理方法変更に伴う在外子会社ののれん償却処理

がなくなることにより、連結営業利益は前期に比べ25.2%増の101億円、連結経常利益は前期に比べ

29.4%増の97億円、連結当期純利益は前期に比べ116.2%増の50億円をそれぞれ見込んでおります。 

なお、次期における円換算レートは、米ドル：95円、ユーロ：125円を想定しております。 

（次期見通し）
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前期と比較して、連結ベースでの総資産が799億2百万円、自己資本が539億9千8百万円それぞれ減少

し、自己資本比率は前期より6.7ポイント下がり41.3％になりました。 

資産の減少の主なものは、受取手形及び売掛金、のれんの減少であります。負債は259億3千7百万円

減少しており主なものは、支払手形及び買掛金、社債、借入金の減少であります。 

当期末における連結ベースでの現金及び現金同等物は前期末に比べ55億8百万円減少し205億4千7百万

円となりました。当期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） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、主に売上債権の回収により、143億1千2百万円の資金増加

（前期は193億8千3百万円の資金増加）となりました。 

  

（投資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・フローは、主に有価証券・投資有価証券の取得による支出や固定資産の

取得による支出などにより、70億7千6百万円の資金減少（前期は105億8千万円の資金減少）となりまし

た。 

  

（財務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・フローは、借入金の返済、社債の償還、配当金の支払などにより、123

億9千2百万円の資金減少（前期は37億6千1百万円の資金減少）となりました。 

  

(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／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 

(注)1.各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

  2.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。 

3.営業キャッシュ・フローは、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

しております。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金利を支払っている全ての負

債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使

用しております。 

  

(2) 財政状態に関する分析

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(％) 47.5 48.0 41.3

時価ベースの自己資本比率
(％)

56.7 33.6 28.7

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率(％)

5.2 3.7 3.9

インタレスト・カバレッジ・
レシオ(倍)

7.5 9.5 8.7
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当社グループは、企業体質の改善、経営基盤の強化を図りつつ、企業価値増大に向けた経営を更に推

進するため、安定した配当性向を維持し、連結業績に連動した利益配分を行うことを基本方針としてお

り、具体的には、連結当期純利益に対する配当性向30％を目安として利益配分を行うこととしておりま

す。 

当期の配当につきましては、会計処理方法変更に伴う在外子会社ののれん償却処理等の当期特有の費

用を計上したことから、のれん償却を除いた税金相当額差引き後の連結経常利益の30％を目安に配当す

ることとしております。当期の通期連結業績は、ほぼ平成21年１月30日発表の業績予想どおりとなりま

したことから、同年３月５日に発表のとおり、当期の期末配当は、１株につき3円50銭（年間配当金

10.0円、前期に比べ3.0円減配）とさせていただく予定です。 

次期の配当につきましては、当期後半からの外部環境の予想を超える急激な悪化により、次期業績は

一時的に大きな影響を受けざるを得ないものと予想されますことから、次期業績の特殊性を鑑み、配当

性向30%を目安とする利益配分の基本方針の適用を一時的に見合わせ、当期と同様の年間10.0円（第２

四半期末・期末とも5.0円）とする予定にしております。 

なお、内部留保につきましては、Ｍ＆Ａなどの戦略的投資と設備投資、有利子負債の圧縮等に活用し

てまいります。 

  

近の有価証券報告書（平成20年６月25日提出）における「事業等のリスク」から重要な変更がない

ため開示を省略しております。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク
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当社グループは、当社、子会社82社及び関連会社25社の計108社の構成となっており、ビル商業施設建材製

品、住宅建材製品の建築用金属製品の製造・販売並びにメンテ・リフォーム等のサービスを主な業務として

おります。 

事業の内容と当社、子会社及び関連会社の当該事業における位置付け並びに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。 

 
  

2. 企業集団の状況

事業区分 主要製品 主要な会社

三和シヤッター工業㈱

昭和フロント㈱

沖縄三和シヤッター㈱

国内 三和タジマ㈱

シャッター製品 ベニックス㈱

ビル商業 シャッター関連製品 昭和建産㈱

施設建材 ビル用ドア製品 田島メタルワーク㈱

事  業 間仕切製品 Overhead Door Corporation グループ

ステンレス製品 Novoferm GmbH グループ
フロント製品
荷役設備製品

三和シヤッター（シンガポール）有限公司

海外 三和シヤッター（香港）有限公司

安和金属工業股分有限公司

三和喜雅達門業設計（上海）有限公司

上海宝産三和門業有限公司

Novoferm Shanghai Co.,Ltd.

窓製品
国内

三和シヤッター工業㈱

住宅建材 住宅用ドア製品 三和エクステリア新潟工場㈱

事  業 エクステリア製品
海外

Overhead Door Corporation グループ

住宅用ガレージドア製品 Novoferm GmbH グループ

メンテ・
メンテ・サービス事業 国内 三和シヤッター工業㈱

リフォーム

事 業 リフォーム事業 海外 Novoferm GmbH グループ

その他事業 車両用ドア製品 海外 Overhead Door Corporation グループ

三和ホールディングス㈱(5929)　平成21年３月期　決算短信

－8－



[事業系統図] 
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当社グループは、「安全、安心、快適を提供することにより社会に貢献する」ことを使命に、 

・「お客様すべてが満足する商品、サービスの提供」 

・「世界各地域で評価されるグローバルな企業グループの確立」 

・「社員個人の創造力の結集による企業価値の向上」 

を経営理念に掲げて、株主、お客様、仕入先、社員等ステークホルダーの満足度向上の実現に努めて

おります。 

  

当社グループでは、営業利益拡大（企業価値増大）を目指した当社グループ独自の「ＳＶＡ」

（Sanwa Value Added）を使用し、企業価値の増大を図っております。 

  

当社グループは、平成20年度において『シャッター依存体質から脱却し、総合スチール建材企業とし

てグローバルに発展する企業集団』を目指した第三次３カ年計画の基本方針を以下のとおり策定し、取

り組んでおります。 

1．非シャッター分野の成長を加速し、軽量シャッター市場縮小の影響を打破 

2．海外事業でのＱＣＤ（Quality：品質、Cost：コスト、Delivery：納期）のレベルアップによる競

争力強化と成長地域へのグローバル展開の加速 

3．グローバル・シナジーを含むコスト削減（ＣＲ：Cost Reduction）活動をさらに強化、グローバル

ベースでの収益性向上を推進 

4．次代の長期経営計画を視野に入れた、グローバルなメンテ・サービス事業の育成 

5．企業の社会的責任（ＣＳＲ：Corporate Social Responsibility）への取り組み強化（コンプライ

アンス・リスク管理・環境保全・社会貢献） 

平成21年度については、これらの方針の具体化に向けた機能を強化すべく、中核事業会社の組織体制

を刷新し、新体制の定着と機能により創出される企業価値の 大化に努めるとともに、本年度を未曾有

の経営環境変化に対応するため、グループの構造改革を推進し、経営資源のグループ 適化を図り、グ

ループ 適構造改革を断行する年度と位置付け、グループ各社における戦略実現、計画達成を図るべ

く、グループ一丸となって鋭意努力してまいります。 

  

今後の国内経済の見通しについては、企業収益の減少が続くとともに、需要減退による設備・雇用の

過剰感の高まりから、設備投資計画が大幅に削減され、企業の資金繰りが依然として厳しい状況にある

ことから、内需回復が遅れる可能性も高いことが懸念されております。 

また、米国経済については、金融機関の貸し渋り、金融機能の回復の遅れ、雇用の悪化が消費者心理

の重しになることは避けられず、景気の底入れにはまだ時間がかかるものと思われます。欧州経済にお

いても、景況感、ＧＤＰ、生産など経済指標の悪化が続いており、目先は循環的に在庫調整圧力が緩和

し、今年の前半が景気の大底となる可能性が高いとの予測も見受けられますが、その後も回復感に乏し

く低調に推移するものと見込まれております。 

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題
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一方、当社グループを取り巻く事業環境は、設備投資計画の凍結・先送りによる受注物件の減少や住

宅市場の低迷などにより、更に厳しい状況になるものと思われます。 

このような状況下、当社グループでは、グループ 適構造改革を断行する年度と位置付け、次の各種

施策により、この厳しい経営環境下に対応し、更なる発展基盤を確立していく所存であります。 

・国内グループ会社 

グループ構造改革を推進・支援し、実効性を図る組織体制の整備・構築、市場にあった組織の見直

しによる人材の効率的なグループ内配置、非シャッター分野の商品開発への注力、非シャッター分

野に対応した人材育成などによる拡販、国内サービス網のさらなる整備と拡大や対象商品の拡充に

よるメンテ・サービス体制の拡充。 

・米国グループ会社 

生産拠点の移転（集約）・活用など工場統合・再編による競争力・収益力の向上、利益とマーケッ

トシェアの確保を両立させる価格政策の実施、付加価値商品の拡充、アジア調達の推進。 

・欧州グループ会社 

販売拠点の統廃合によるドイツ販売組織再編、ドア・フレーム事業の収益力強化、厳しい経営環境

に対応したコスト管理徹底、産業用ドアのコスト削減・拡販などによる産業用事業の再構築、メン

テ・サービス事業の戦略的強化。 

なお、当社の子会社である三和シヤッター工業株式会社は、平成20年11月に、独占禁止法に違反した

疑いがあるとして、公正取引委員会による立入検査を受け、当局の調査に全面的に協力いたしておりま

す。 

当社グループでは、社会の要請に応え、社会から信頼信用される企業グループとなるため、「安全」

「業績」の二つの信用の確立に向け取り組んできており、コンプライアンスは安全面での信用の根幹を

なすものとして、コンプライアンス体制の強化・拡充に努めてきておりますが、今回の事実を厳粛に受

け止め、改めてグループ全役職員へのコンプライアンス意識の浸透及び行動の徹底を図ってまいりま

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 19,688 19,358 

受取手形及び売掛金 77,067 64,107 

有価証券 7,528 3,934 

たな卸資産 40,168 － 

商品及び製品 － 6,864 

仕掛品 － 17,062 

原材料 － 9,784 

繰延税金資産 2,545 2,940 

その他 6,341 6,125 

貸倒引当金 △1,610 △1,309 

流動資産合計 151,728 128,867 

固定資産 

建物 37,824 37,497 

減価償却累計額 △20,476 △20,677 

建物（純額） 17,347 16,820 

構築物 3,943 3,826 

減価償却累計額 △2,727 △2,776 

構築物（純額） 1,215 1,050 

機械及び装置 41,632 36,339 

減価償却累計額 △32,713 △29,406 

機械及び装置（純額） 8,918 6,933 

車両運搬具 732 820 

減価償却累計額 △511 △649 

車両運搬具（純額） 220 171 

工具、器具及び備品 17,575 15,924 

減価償却累計額 △15,004 △14,029 

工具、器具及び備品（純額） 2,570 1,894 

土地 22,755 22,293 

建設仮勘定 1,792 1,109 

有形固定資産合計 54,822 50,272 

無形固定資産 

のれん 48,518 284 

商標権 3,967 3,128 

ソフトウエア 1,391 1,110 

ソフトウエア仮勘定 6,671 8,439 

施設利用権 243 241 

その他 116 142 

無形固定資産合計 60,909 13,346 
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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) 

投資その他の資産 

投資有価証券 30,896 25,141 

長期貸付金 2,914 2,206 

長期前払費用 293 278 

敷金 2,184 2,135 

繰延税金資産 5,948 8,177 

その他 1,783 1,168 

貸倒引当金 △525 △540 

投資その他の資産合計 43,496 38,567 

固定資産合計 159,228 102,186 

資産合計 310,957 231,054 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 43,461 37,475 

1年内償還予定の社債 5,000 － 

短期借入金 14,661 13,212 

1年内返済予定の長期借入金 13,444 2,503 

未払金 10,909 6,766 

未払消費税等 1,839 1,568 

未払法人税等 3,269 2,715 

賞与引当金 3,112 2,264 

役員賞与引当金 60 65 

繰延税金負債 386 445 

その他 11,840 13,244 

流動負債合計 107,986 80,261 

固定負債 

社債 15,000 15,000 

長期借入金 22,668 23,767 

退職給付引当金 10,107 10,340 

役員退職慰労引当金 875 82 

繰延税金負債 3,254 3,056 

その他 1,732 3,181 

固定負債合計 53,639 55,427 

負債合計 161,626 135,689 
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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) 

純資産の部 

株主資本 

資本金 38,413 38,413 

資本剰余金 39,902 39,902 

利益剰余金 75,677 30,850 

自己株式 △9,191 △9,686 

株主資本合計 144,802 99,480 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △1,743 △4,064 

繰延ヘッジ損益 △0 － 

為替換算調整勘定 6,271 △84 

評価・換算差額等合計 4,527 △4,148 

新株予約権 － 33 

純資産合計 149,330 95,365 

負債純資産合計 310,957 231,054 
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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 323,445 272,970 

売上原価 242,711 205,425 

売上総利益 80,733 67,544 

販売費及び一般管理費 

販売費及び一般管理費合計 ※1 64,846 ※1 59,474 

営業利益 15,887 8,070 

営業外収益 

受取利息 244 215 

受取配当金 512 566 

有価証券売却益 153 89 

持分法による投資利益 307 － 

デリバティブ評価益 122 177 

雑収入 1,184 507 

その他 97 97 

営業外収益合計 2,622 1,654 

営業外費用 

支払利息 2,033 1,672 

持分法による投資損失 － 88 

その他 439 467 

営業外費用合計 2,472 2,228 

経常利益 16,037 7,495 

特別利益 

前期損益修正益 4 2 

固定資産売却益 30 89 

投資有価証券売却益 91 － 

特別利益合計 126 92 

特別損失 

固定資産処分損 46 49 

固定資産売却損 28 － 

投資有価証券売却損 － 87 

投資有価証券評価損 154 500 

子会社事業再構築費用 1,842 677 

関係会社支援損 136 － 

不具合対策損失 775 37 

役員退職慰労金 － 183 

その他 219 5 

特別損失合計 3,203 1,542 

税金等調整前当期純利益 12,959 6,045 

法人税、住民税及び事業税 5,365 4,474 

法人税等調整額 △633 △741 

法人税等合計 4,732 3,733 

少数株主利益 △0 － 

当期純利益 8,227 2,312 
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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 38,413 38,413 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 38,413 38,413 

資本剰余金 

前期末残高 39,902 39,902 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 39,902 39,902 

利益剰余金 

前期末残高 77,683 75,677 

当期変動額 

剰余金の配当 △3,202 △3,133 

当期純利益 8,227 2,312 

在外子会社の過年度修正に伴う増減 341 － 

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △43,987 

自己株式の処分 △78 △18 

自己株式の消却 △7,294 － 

当期変動額合計 △2,006 △44,826 

当期末残高 75,677 30,850 

自己株式 

前期末残高 △14,465 △9,191 

当期変動額 

自己株式の取得 △2,473 △548 

自己株式の処分 453 53 

自己株式の消却 7,294 － 

当期変動額合計 5,274 △495 

当期末残高 △9,191 △9,686 

株主資本合計 

前期末残高 141,534 144,802 

当期変動額 

剰余金の配当 △3,202 △3,133 

当期純利益 8,227 2,312 

在外子会社の過年度修正に伴う増減 341 － 

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △43,987 

自己株式の取得 △2,473 △548 

自己株式の処分 374 35 

自己株式の消却 － － 

当期変動額合計 3,268 △45,321 

当期末残高 144,802 99,480 
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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 2,119 △1,743 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,862 △2,320 

当期変動額合計 △3,862 △2,320 

当期末残高 △1,743 △4,064 

繰延ヘッジ損益 

前期末残高 9 △0 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △9 0 

当期変動額合計 △9 0 

当期末残高 △0 － 

為替換算調整勘定 

前期末残高 7,504 6,271 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,233 △6,355 

当期変動額合計 △1,233 △6,355 

当期末残高 6,271 △84 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 9,634 4,527 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,106 △8,676 

当期変動額合計 △5,106 △8,676 

当期末残高 4,527 △4,148 

新株予約権 

前期末残高 － － 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 33 

当期変動額合計 － 33 

当期末残高 － 33 

純資産合計 

前期末残高 151,168 149,330 

当期変動額 

剰余金の配当 △3,202 △3,133 

当期純利益 8,227 2,312 

在外子会社の過年度修正に伴う増減 341 － 

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △43,987 

自己株式の取得 △2,473 △548 

自己株式の処分 374 35 

自己株式の消却 － － 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,106 △8,643 

当期変動額合計 △1,838 △53,965 

当期末残高 149,330 95,365 
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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 12,959 6,045 

減価償却費 6,197 4,962 

のれん償却額 149 3,343 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △226 △95 

賞与引当金の増減額（△は減少） － △735 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,275 △38 

受取利息及び受取配当金 △757 △781 

支払利息 2,033 1,672 

持分法による投資損益（△は益） △307 88 

固定資産除売却損益（△は益） 44 △40 

投資有価証券売却損益（△は益） △91 87 

投資有価証券評価損益（△は益） 154 500 

売上債権の増減額（△は増加） 11,307 8,655 

たな卸資産の増減額（△は増加） △495 2,555 

仕入債務の増減額（△は減少） △6,763 △4,033 

その他 3,395 △2,065 

小計 26,325 20,121 

利息及び配当金の受取額 770 800 

利息の支払額 △2,042 △1,653 

法人税等の支払額 △5,670 △4,955 

営業活動によるキャッシュ・フロー 19,383 14,312 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △10,845 △11,222 

有価証券及び投資有価証券の売却による収入 7,736 9,134 

固定資産の取得による支出 △6,857 △6,508 

貸付けによる支出 △2,496 △1,222 

貸付金の回収による収入 1,602 3,074 

その他 281 △331 

投資活動によるキャッシュ・フロー △10,580 △7,076 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入金の増減額（△は減少） △7,380 1,095 

長期借入れによる収入 7,950 7,381 

長期借入金の返済による支出 △4,029 △12,137 

社債の発行による収入 5,000 － 

社債の償還による支出 － △5,000 

自己株式の増減額（△は増加） △2,098 △513 

配当金の支払額 △3,202 △3,133 

その他 － △85 

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,761 △12,392 

現金及び現金同等物に係る換算差額 66 △352 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 5,108 △5,508 

現金及び現金同等物の期首残高 20,948 26,056 

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 26,056 ※1 20,547 
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該当事項はありません。 

  

  

(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】
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(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
(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)

１ 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数 30社

主要な連結子会社の名称

主要な連結子会社は「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。

なお、当連結会計年度より新たに連結の範囲に含

めた子会社は以下のとおりであります。

(取得)      

Bemo Brandschutzsysteme GmbH

(設立)

Novoferm Door SP.Z.O.O.

三和シヤッター工業㈱

三和シヤッター㈱は、平成19年10月1日より三和シ

ヤッター工業㈱へ商号を変更しております。

１ 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数 32社

主要な連結子会社の名称

主要な連結子会社は「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。

なお、当連結会計年度より新たに連結の範囲に含

めた子会社は以下のとおりであります。

(重要性増加)

Novoferm Industrie S.a.r.l

(設立)

DSS Docking Solution und Service GmbH

(2) 主要な非連結子会社名

㈱吉田製作所

(連結の範囲から除いた理由)

非連結子会社50社は、いずれも小規模であり、

総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金

(持分に見合う額)等のそれぞれの合計額は、い

ずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしてい

ないため連結の範囲から除いております。

(2) 主要な非連結子会社名

同   左

２ 持分法の適用に関する事項

(1) 持分法適用非連結子会社数 ８社

三和シヤッター(香港)有限公司

三和シヤッター(シンガポール)有限公司

安和金属工業股分有限公司

三和喜雅達門業設計（上海）有限公司

昭和建産㈱

田島メタルワーク㈱

Dong Bang Novoferm Inc.

Novoferm Alsal S.A.

２ 持分法の適用に関する事項

(1) 持分法適用非連結子会社数 ９社

三和シヤッター(香港)有限公司

三和シヤッター(シンガポール)有限公司

安和金属工業股分有限公司

三和喜雅達門業設計（上海）有限公司

昭和建産㈱

田島メタルワーク㈱

Dong Bang Novoferm Inc.

Novoferm Alsal S.A.

Novoferm Shanghai Co.,Ltd.

なお、当連結会計年度より株式を取得したため

Novoferm Shanghai Co.,Ltd.を持分法を適用し

た関連会社より、持分法適用非連結子会社へ変

更しております。

(2) 持分法を適用した関連会社数 ２社

上海宝産三和門業有限公司

Novoferm Shanghai Co.,Ltd.

なお、当連結会計年度より、Novoferm Shanghai 

Co.,Ltd.を持分法の適用範囲に含めておりま

す。

(2) 持分法を適用した関連会社数 １社

上海宝産三和門業有限公司

(3) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の

うち主要な会社等の名称

㈱吉田製作所

(持分法を適用しない理由)

持分法非適用会社は、当期純損益及び利益剰余

金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象

から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微

であり、かつ、全体としても重要性がないた

め、持分法の適用から除外しております。

(3) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の

うち主要な会社等の名称

同   左
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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)

(4) 持分法の適用の手続きについて特に記載する必要

があると認められる事項

持分法適用会社のうち、決算日が異なる会社に

ついては、当該会社の事業年度に係る財務諸表

を使用しております。

(4) 持分法の適用の手続きについて特に記載する必要

があると認められる事項

同   左

３ 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

その他有価証券

時価のあるもの

決算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)

時価のないもの

移動平均法による原価法

３ 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

その他有価証券

時価のあるもの

同   左

時価のないもの

同   左

②デリバティブ取引により生じる債権債務

時価法

②デリバティブ取引により生じる債権債務

同   左

③たな卸資産

国内会社

原材料のうちアルミニウム品

総平均法による低価法

その他たな卸資産

総平均法による原価法

在外子会社

先入先出法または移動平均法による低価法

③たな卸資産

国内会社

総平均法による原価法(収益性の低下による簿価

切下げの方法）

(会計方針の変更)

当連結会計年度より「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）を適用し、棚卸資産の評価基準及び評

価方法については、総平均法による原価法から

総平均法による原価法（収益性の低下による簿

価切下げの方法）に変更しております。

これによる損益に与える影響はありません。

在外子会社

先入先出法または移動平均法による低価法

(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

国内会社  定率法

耐用年数及び残存価額については、法人税法に

規定する方法と同一の基準によっております。

また、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

おります。また、取得価額が10万円以上20万円

未満の少額減価償却資産については、３年均等

償却を採用しております。

(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(リース資産除く)

国内会社  定率法

耐用年数及び残存価額については、法人税法に

規定する方法と同一の基準によっております。

また、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

おります。また、取得価額が10万円以上20万円

未満の少額減価償却資産については、３年均等

償却を採用しております。
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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)

(会計方針の変更)

当社及び国内連結子会社は、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 政令第83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、当連結会計年度より、

平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産

については、改正後の法人税法に基づく減価償

却の方法に変更しております。

これにより、営業利益、経常利益及び税金等調

整前当期純利益は、それぞれ45百万円減少して

おります。 

なお、セグメントに与える影響については、当

該箇所に記載しております。

(追加情報)

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に

伴い、平成19年３月31日以前に取得した有形固

定資産については、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

到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、

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

計上しております。

これにより、営業利益、経常利益及び税金等調

整前当期純利益は、それぞれ153百万円減少して

おります。 

なお、セグメントに与える影響については、当

該箇所に記載しております。

在外子会社  定額法

──────

 

  

 

  

 

  

 

(追加情報)

当社及び国内連結子会社の機械装置の耐用年数

については、当連結会計年度から、法人税法の

改正を契機として見直しを行っております。

これにより、従来の方法によった場合に比べて

減価償却費は153百万円増加しております。ま

た、営業利益、経常利益、税金等調整前当期純

利益は、それぞれ136百万円減少しております。 

なお、セグメントに与える影響については、当

該箇所に記載しております。

在外子会社  定額法
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なお、「連結の範囲に関する事項」、「持分法の適用に関する事項」、「重要な資産の評価基準及び評価方法」、「重

要な減価償却資産の減価償却の方法」以外は、 近の有価証券報告書（平成20年６月25日提出）における記載から重要

な変更がないため、開示を省略しております。 

  

  

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)

②無形固定資産 定額法

国内会社の耐用年数については、法人税法に規

定する方法と同一の基準によっております。ま

た、自社利用のソフトウエアについては社内に

おける利用可能期間(５年)に基づく定額法を採

用しております。なお、在外子会社ののれん等

については、所在地国の会計処理基準を適用し

ているため、償却を行っておりません。

②無形固定資産(リース資産除く) 定額法

国内会社の耐用年数については、法人税法に規

定する方法と同一の基準によっております。ま

た、自社利用のソフトウエアについては社内に

おける利用可能期間(５年)に基づく定額法を採

用しております。

────── 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

る定額法を採用しております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引

のうち、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おりま

す。

③長期前払費用 定額法

国内会社の耐用年数については、法人税法に規

定する方法と同一の基準によっております。

④長期前払費用 定額法

同   左
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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】

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)

                   ――――――

 

 

１ リース取引に関する会計基準

「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、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、平成19年３月30日改正）を当連結会計年度から

適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引に

ついては、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

から通常の売買取引方法に準じた会計処理に変更し

ております。なお、リース取引開始日が会計基準適

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、通常の賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理によっております。

これによる損益に与える影響はありません。

                   ―――――― ２ 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

「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)を当連結会計年度から適用し、連結決

算上必要な修正として在外子会社ののれん償却処理

を実施しております。

この結果、従来の方法によった場合に比べて、当連

結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前

当期純利益は、それぞれ3,218百万円減少しておりま

す。また、期首の利益剰余金から43,590百万円を減

額したことに伴い、利益剰余金が同額減少しており

ます。

なお、セグメントに与える影響については、当該箇

所に記載しております。
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【表示方法の変更】

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)

                   ――――――

 

(連結貸借対照表)

「財務諸表の用語、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、前連結会

計年度において、「たな卸資産」として掲記されて

いたものは、当連結会計年度から「商品及び製品」

「仕掛品」「原材料」に区分掲記しております。

なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる

「商品及び製品」「仕掛品」「原材料」はそれぞれ

7,733百万円、20,138百万円、12,296百万円でありま

す。

                   ―――――― (連結キャッシュ・フロー計算書)

前連結会計年度において営業活動によるキャッシ

ュ・フローの「その他」に含めておりました「賞与

引当金の増減額」（前連結会計年度195百万円）は、

重要性が増したため、当連結会計年度において区分

掲記しております。
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(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結貸借対照表関係)

連結貸借対照表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。

(連結損益計算書関係)

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)

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 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

貸倒引当金繰入額 596百万円

給料手当 22,858百万円

従業員賞与 2,817百万円

従業員賞与引当金繰入額 1,795百万円

役員賞与引当金繰入額 60百万円

退職給付費用 1,990百万円

役員退職慰労引当金繰入額 138百万円

福利厚生費 5,965百万円

賃借料 3,374百万円

支払手数料 5,130百万円

研究開発費 2,910百万円

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

貸倒引当金繰入額 438百万円

給料手当 20,784百万円

従業員賞与 1,816百万円

従業員賞与引当金繰入額  1,708百万円

役員賞与引当金繰入額 65百万円

退職給付費用 2,377百万円

役員退職慰労引当金繰入額 79百万円

福利厚生費 5,301百万円

賃借料 3,017百万円

支払手数料 4,644百万円

研究開発費 2,340百万円

上記以外の連結損益計算書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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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 発行済株式に関する事項 

   
  

２ 自己株式に関する事項 

 
   （変動事由の概要） 

   増加数の内訳は、次のとおりであります。 

   ・単元未満株式の買取請求による増加87千株 

   ・定款授権による取締役会決議に基づく取得による増加5,000千株 

   減少数の内訳は、次のとおりであります。 

   ・単元未満株式の売渡しによる減少25千株 

   ・ストック・オプションの権利行使による減少751千株 

   ・取締役会決議に基づく消却による減少12,500千株 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

   該当事項はありません。 

  

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 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 

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 270,420 ― 12,500 257,920

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 24,455 5,087 13,276 16,266

決議 株式の種類
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

平成19年６月22日 
定時株主総会

普通株式 1,598 6.5 平成19年３月31日 平成19年６月25日

平成19年11月12日 
取締役会

普通株式 1,603 6.5 平成19年９月30日 平成19年12月３日

決議 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

平成20年６月24日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 1,570 6.5 平成20年３月31日 平成20年６月25日

三和ホールディングス㈱(5929)　平成21年３月期　決算短信

－27－



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 発行済株式に関する事項 

   
  

２ 自己株式に関する事項 

 
      （変動事由の概要） 

       増加数の内訳は、次の通りであります。 

       ・単元未満株式の買取請求による増加242千株 

       ・定款授権による取締役会決議に基づく取得による増加1,171千株 

       減少数の内訳は、次のとおりであります。 

       ・単元未満株式の売渡しによる減少88千株 

       ・ストック・オプションの権利行使による減少16千株 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

 
(注) 目的となる株式の数は、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合における株式数を記載しておりま

す。 

  

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 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 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 257,920 ― ― 257,920

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 16,266 1,413 104 17,575

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(千株) 当連結会計
年度末残高
(百万円)

前連結
会計年度末

増加 減少
当連結 

会計年度末

提出会社
三和ホールディング
ス株式会社2008年度
新株予約権

普通株式 ― 110 ― 110 33

合計
―

110 ― 110 33

決議 株式の種類
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

平成20年６月24日 
定時株主総会

普通株式 1,570 6.5 平成20年３月31日 平成20年６月25日

平成20年10月31日 
取締役会

普通株式 1,562 6.5 平成20年９月30日 平成20年12月３日

決議 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

平成21年６月24日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 841 3.5 平成21年３月31日 平成21年６月25日
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

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)

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 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

現金及び預金 19,688百万円

有価証券 7,528百万円

預入期間３か月超の定期預金 △1,135百万円

取得日から償還日までの期間
が３ヶ月を超える債券等

△25百万円

現金及び現金同等物 26,056百万円

※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

現金及び預金 19,358百万円

有価証券  3,934百万円

預入期間３か月超の定期預金 △815百万円

取得日から償還日までの期間
が３ヶ月を超える債券等

△1,930百万円

現金及び現金同等物 20,547百万円

 

※２ 重要な非資金取引の内容

株式消却による自己株式減少額 7,294百万円

──────
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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) 

  

 
(注) １ 製品系列を考慮し、事業区分を行っております。 

２ 各区分の主な製品は以下のとおりであります。 

(1) ビル商業施設建材事業……シャッター製品、シャッター関連製品、ビル用ドア製品、間仕切製品、ステン

レス製品、フロント製品、荷役設備製品等 

(2) 住宅建材事業………………窓製品、住宅用ドア製品、エクステリア製品、住宅用ガレージドア製品等 

(3) メンテ・リフォーム事業…メンテ・サービス事業、リフォーム事業 

(4) その他事業…………………車両用ドア製品 

３ 資産のうち「消去又は全社」に含めた全社資産の金額は、52,598百万円であり、その主なものは当社での余

資運用資金(現金及び預金、有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)等であります。 

４ 有形固定資産の減価償却方法の変更 

(会計方針の変更) 

「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、当社及び国内連結子会社は、法人税

法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産について、改正後の

法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。これにより、従来の方法によった場合に比べ、当連

結会計年度の営業利益は「ビル商業施設建材事業」については31百万円減少し、「住宅建材事業」について

は14百万円減少しております。また、減価償却費につきましては、概ね上記の営業利益減少額と同額が増加

しております。 

(追加情報) 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得した有形固定資産につい

て、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格の５％に到達した連結会計年度の翌連

結会計年度より、取得価格の５％相当額と備忘価格との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含

めて計上しております。これにより、従来の方法によった場合に比べ、当連結会計年度の営業利益は「ビル

商業施設建材事業」については116百万円減少し、「住宅建材事業」については36百万円減少しております。

また、減価償却費につきましては、概ね上記の営業利益減少額と同額が増加しております。 

  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

ビル商業 
施設建材 
事業 

(百万円)

住宅建材
事業 
  

(百万円)

メンテ・
リフォーム

事業 
(百万円)

その他
事業 
  

(百万円)

計
  
 

(百万円)

消去又は 
全社 
  

(百万円)

連結
  
 

(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

206,288 92,110 19,565 5,481 323,445 ― 323,445

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

154 237 12 ― 404 (404) ―

計 206,442 92,347 19,577 5,481 323,849 (404) 323,445

  営業費用 194,950 90,675 17,187 5,149 307,962 (404) 307,558

  営業利益 11,492 1,672 2,390 332 15,887 ― 15,887

Ⅱ 資産、減価償却費及び 
  資本的支出

  資産 156,945 84,648 10,793 5,970 258,358 52,598 310,957

  減価償却費 3,004 3,092 160 88 6,346 ― 6,346

  資本的支出 3,726 2,724 318 88 6,857 ― 6,857
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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) 

  

 
(注) １ 製品系列を考慮し、事業区分を行っております。 

２ 各事業の主な製品は以下のとおりであります。 

(1) ビル商業施設建材事業……シャッター製品、シャッター関連製品、ビル用ドア製品、間仕切製品、ステン

レス製品、フロント製品、荷役設備製品等 

(2) 住宅建材事業………………窓製品、住宅用ドア製品、エクステリア製品、住宅用ガレージドア製品等 

(3) メンテ・リフォーム事業…メンテ・サービス事業、リフォーム事業 

(4) その他事業…………………車両用ドア製品 

３ 資産のうち「消去又は全社」に含めた全社資産の金額は、41,289百万円であり、その主なものは当社での余

資運用資金(現金及び預金、有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)等であります。 

４ 有形固定資産の耐用年数の変更 

(追加情報)  

「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、当社及び国内連結子会社の機械装置

の耐用年数について、当連結会計年度から、法人税法の改正を契機として見直しを行っております。これに

より、従来の方法によった場合に比べ、当連結会計年度の減価償却費は、「ビル商業施設建材事業」で129百

万円、「住宅建材事業」で24百万円それぞれ増加しております。また、当連結会計年度の営業利益は「ビル

商業施設建材事業」で115百万円減少しており、当連結会計年度の営業損失は「住宅建材事業」で21百万円増

加しております。 

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する当面の取扱い 

「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」を適用しております。これにより、従来

の方法によった場合に比べ、当連結会計年度の営業利益は「ビル商業施設建材事業」で14億5千5百万円、

「メンテ・リフォーム事業」で5千3百万円、それぞれ減少しており、当連結会計年度の営業損失は「住宅建

材事業」で15億8千7百万円、「その他事業」で1億2千2百万円それぞれ増加しております。また、当連結会計

年度の減価償却費は「ビル商業施設建材事業」で14億5千5百万円、「住宅建材事業」で15億8千7百万円、

「メンテ・リフォーム事業」で5千3百万円、「その他事業」で1億2千2百万円それぞれ増加しております。 

       

       

       

ビル商業 
施設建材 
事業 

(百万円)

住宅建材
事業 
  

(百万円)

メンテ・
リフォーム

事業 
(百万円)

その他
事業 
  

(百万円)

計
  
 

(百万円)

消去又は 
全社 
  

(百万円)

連結
  
 

(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

184,056 66,266 19,621 3,025 272,970 ― 272,970

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

105 291 40 ― 437 (437) ―

計 184,161 66,558 19,661 3,025 273,407 (437) 272,970

  営業費用 177,514 67,935 16,522 3,363 265,337 (437) 264,900

  営業利益又は 
  営業損失(△)

6,646 △1,377 3,139 △338 8,070 ― 8,070

Ⅱ 資産、減価償却費及び 
  資本的支出

  資産 121,856 56,236 8,003 3,668 189,765 41,289 231,054

  減価償却費 4,375 3,591 150 188 8,306 ─ 8,306

  資本的支出 3,770 2,323 364 49 6,508 ─ 6,508
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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) 

  

 
(注) 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

１ 国又は地域の区分の方法……………地理的近接度による 

２ 各区分に属する主な国又は地域……北 米：アメリカ、カナダ 

                                欧 州：ドイツ、フランス、イタリア、オランダ、イギリス他 

３ 資産のうち「消去又は全社」に含めた全社資産の金額は、52,598百万円であり、その主なものは当社での余

資運用資金(現金及び預金、有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)等であります。 

４ 有形固定資産の減価償却方法の変更 

(会計方針の変更) 

「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、当社及び国内連結子会社は、法人税

法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産について、改正後の

法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。これにより、従来の方法によった場合に比べ、当連

結会計年度の営業利益は「日本」で45百万円減少しております。 

(追加情報) 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得した有形固定資産につい

て、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％に到達した連結会計年度の翌連

結会計年度より、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

めて計上しております。これにより、従来の方法によった場合に比べ、当連結会計年度の営業利益は「日

本」で153百万円減少しております。 

  

２ 所在地別セグメント情報

日本 
  

(百万円)

北米
  

(百万円)

欧州
  

(百万円)

計
  

(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結
  

(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

187,451 72,327 63,666 323,445 ― 323,445

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

10 58 20 89 (89) ―

計 187,461 72,385 63,686 323,534 (89) 323,445

  営業費用 177,656 67,689 62,301 307,647 (89) 307,558

  営業利益 9,805 4,696 1,385 15,887 ― 15,887

Ⅱ 資産 139,925 69,558 48,875 258,358 52,598 310,957

三和ホールディングス㈱(5929)　平成21年３月期　決算短信

－32－



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) 

  

 
(注) 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

１ 国又は地域の区分の方法……………地理的近接度による 

２ 各区分に属する主な国又は地域……北 米：アメリカ、カナダ、メキシコ他 

                                欧 州：ドイツ、フランス、イタリア、オランダ、イギリス他 

３ 資産のうち「消去又は全社」に含めた全社資産の金額は、41,289百万円であり、その主なものは当社での余

資運用資金(現金及び預金、有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)等であります。 

４ 有形固定資産の耐用年数の変更 

(追加情報) 

「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、当社及び国内連結子会社の機械装置

の耐用年数について、当連結会計年度から、法人税法の改正を契機として見直しを行っております。これに

より、従来の方法によった場合に比べ、当連結会計年度の営業利益は「日本」で136百万円減少しておりま

す。 

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する当面の取扱い 

「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」を適用しております。これにより、従来

の方法によった場合に比べ、当連結会計年度の営業利益は「北米」で18億2千4百万円減少し、また、当連結

会計年度の営業損失は「欧州」で13億9千4百万円増加しております。 

  

日本 
  

(百万円)

北米
  

(百万円)

欧州
  

(百万円)

計
  

(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結
  

(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

172,347 51,453 49,168 272,970 ― 272,970

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

14 45 11 71 (71) ―

計 172,361 51,499 49,180 273,041 (71) 272,970

  営業費用 164,105 51,387 49,478 264,971 (71) 264,900

  営業利益又は 
  営業損失（△）

8,256 111 △297 8,070 ― 8,070

Ⅱ 資産 96,466 54,348 38,950 189,765 41,289 231,054
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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) 

  

 
(注) 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

１ 国又は地域の区分の方法……………地理的近接度による 

２ 各区分に属する主な国又は地域……北 米：アメリカ、カナダ 

                                欧 州：ドイツ、フランス、イタリア、オランダ、イギリス他 

                                その他：香港、シンガポール他 

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。 

  

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) 

  

 
(注) 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

１ 国又は地域の区分の方法……………地理的近接度による 

２ 各区分に属する主な国又は地域……北 米：アメリカ、カナダ他 

                                欧 州：ドイツ、フランス、イタリア、オランダ、イギリス他 

                                その他：香港、シンガポール他 

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。 

  

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、ストック・オプ

ション等、企業結合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ております。 

３ 海外売上高

北米 欧州 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 71,158 63,369 1,630 136,158

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― 323,445

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

22.0 19.6 0.5 42.1

北米 欧州 その他 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 50,876 49,009 836 100,722

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― 272,970

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

18.6 18.0 0.3 36.9
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(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
  

２ １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

 
  

(１株当たり情報)

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)

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株当たり純資産額 617円95銭 １株当たり純資産額 396円65銭

１株当たり当期純利益 33円45銭 １株当たり当期純利益 9円60銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

33円43銭
潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

9円59銭

項目
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)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額(百万円) 149,330 95,365

普通株式に係る純資産額(百万円) 149,330 95,332

差額の主な内訳(百万円)

 新株予約権 ─ 33

普通株式の発行済株式数(千株) 257,920 257,920

普通株式の自己株式数(千株) 16,266 17,575

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
の数(千株)

241,653 240,345

項目
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)

１株当たり当期純利益

 当期純利益(百万円) 8,227 2,312

 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(百万円) 8,227 2,312

 普通株式の期中平均株式数(千株) 245,971 240,956

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

 当期純利益調整額(百万円) ─ ─

 普通株式増加数(千株) 147 78

  うち新株予約権(千株) 147 78

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株
式の概要

―
第５回ストックオプション
潜在株式の数 79千株
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5.【個別財務諸表】

(1)【貸借対照表】 

(単位：百万円) 

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 13,579 14,828 

有価証券 7,528 3,934 

短期貸付金 2,200 1,740 

繰延税金資産 30 94 

その他 832 1,021 

流動資産合計 24,169 21,620 

固定資産 

有形固定資産 

建物 22,869 23,574 

減価償却累計額 △15,074 △15,594 

建物（純額） 7,795 7,980 

構築物 2,711 2,828 

減価償却累計額 △2,182 △2,260 

構築物（純額） 528 568 

車両運搬具 14 14 

減価償却累計額 △5 △8 

車両運搬具（純額） 9 6 

工具、器具及び備品 157 157 

減価償却累計額 △57 △58 

工具、器具及び備品（純額） 100 98 

土地 17,057 17,057 

建設仮勘定 164 11 

有形固定資産合計 25,654 25,721 

無形固定資産 

ソフトウエア 29 45 

施設利用権 1 1 

無形固定資産合計 30 47 

投資その他の資産 

投資有価証券 26,024 19,319 

関係会社株式 97,637 100,134 

出資金 0 0 

関係会社出資金 848 850 

関係会社長期貸付金 3,101 2,293 

長期前払費用 42 93 

敷金 328 327 

繰延税金資産 10,003 9,241 

その他 318 357 

貸倒引当金 △278 △322 

投資その他の資産合計 138,027 132,296 

固定資産合計 163,712 158,064 

資産合計 187,882 179,684 
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(単位：百万円) 

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 

1年内償還予定の社債 5,000 － 

短期借入金 6,945 6,945 

1年内返済予定の長期借入金 10,000 － 

未払金 674 419 

未払消費税等 386 － 

未払法人税等 28 105 

関係会社預り金 3,526 10,711 

役員賞与引当金 40 35 

その他 289 136 

流動負債合計 26,890 18,352 

固定負債 

社債 15,000 15,000 

長期借入金 10,150 15,150 

役員退職慰労引当金 841 － 

その他 18 954 

固定負債合計 26,010 31,104 

負債合計 52,900 49,456 

純資産の部 

株主資本 

資本金 38,413 38,413 

資本剰余金 

資本準備金 39,902 39,902 

資本剰余金合計 39,902 39,902 

利益剰余金 

利益準備金 3,919 3,919 

その他利益剰余金 

配当平均積立金 140 140 

技術開発積立金 70 70 

別途積立金 68,920 59,920 

繰越利益剰余金 △5,450 1,579 

利益剰余金合計 67,599 65,629 

自己株式 △9,191 △9,686 

株主資本合計 136,724 134,259 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △1,743 △4,064 

評価・換算差額等合計 △1,743 △4,064 

新株予約権 － 33 

純資産合計 134,981 130,228 

負債純資産合計 187,882 179,684 
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(2)【損益計算書】 

(単位：百万円) 

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 73,230 － 

営業収益 

関係会社受取配当金 － 4,016 

経営指導料 945 1,885 

不動産賃貸収入 492 1,240 

営業収益 1,438 7,142 

営業収益合計 74,668 7,142 

売上原価 

製品期首たな卸高 537 － 

当期製品製造原価 53,265 － 

会社分割に伴う減少高 △581 － 

製品期末たな卸高 － － 

売上原価合計 53,221 － 

売上総利益 21,446 7,142 

販売費及び一般管理費 17,258 － 

営業費用 1,384 3,032 

営業費用合計 18,642 3,032 

営業利益 2,804 4,110 

営業外収益 

受取利息 95 78 

有価証券利息 62 75 

受取配当金 510 565 

有価証券売却益 153 89 

デリバティブ評価益 122 177 

不動産賃貸料 121 10 

雑収入 337 101 

営業外収益合計 1,404 1,098 

営業外費用 

支払利息 491 591 

社債利息 168 199 

売上割引 52 － 

雑損失 6 0 

その他 168 24 

営業外費用合計 887 814 

経常利益 3,320 4,394 
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(単位：百万円) 

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) 

特別利益 

前期損益修正益 2 － 

固定資産売却益 0 － 

投資有価証券売却益 91 － 

特別利益合計 93 － 

特別損失 

固定資産除却損 37 3 

固定資産売却損 2 － 

投資有価証券売却損 － 87 

投資有価証券評価損 154 500 

その他 387 183 

特別損失合計 582 774 

税引前当期純利益 2,831 3,619 

法人税、住民税及び事業税 360 208 

法人税等調整額 832 2,230 

法人税等合計 1,192 2,438 

当期純利益 1,638 1,180 
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円) 

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 38,413 38,413 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 38,413 38,413 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 39,902 39,902 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 39,902 39,902 

資本剰余金合計 

前期末残高 39,902 39,902 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 39,902 39,902 

利益剰余金 

利益準備金 

前期末残高 3,919 3,919 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 3,919 3,919 

その他利益剰余金 

配当平均積立金 

前期末残高 140 140 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 140 140 

技術開発積立金 

前期末残高 70 70 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 70 70 

別途積立金 

前期末残高 64,920 68,920 

当期変動額 

別途積立金の積立 4,000 － 

別途積立金の取崩 － △9,000 

当期変動額合計 4,000 △9,000 

当期末残高 68,920 59,920 
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(単位：百万円) 

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) 

繰越利益剰余金 

前期末残高 7,486 △5,450 

当期変動額 

剰余金の配当 △3,202 △3,133 

当期純利益 1,638 1,180 

自己株式の処分 △78 △18 

自己株式の消却 △7,294 － 

別途積立金の積立 △4,000 － 

別途積立金の取崩 － 9,000 

当期変動額合計 △12,936 7,029 

当期末残高 △5,450 1,579 

利益剰余金合計 

前期末残高 76,536 67,599 

当期変動額 

剰余金の配当 △3,202 △3,133 

当期純利益 1,638 1,180 

自己株式の処分 △78 △18 

自己株式の消却 △7,294 － 

別途積立金の積立 － － 

別途積立金の取崩 － － 

当期変動額合計 △8,936 △1,970 

当期末残高 67,599 65,629 

自己株式 

前期末残高 △14,465 △9,191 

当期変動額 

自己株式の取得 △2,473 △548 

自己株式の処分 453 53 

自己株式の消却 7,294 － 

当期変動額合計 5,274 △495 

当期末残高 △9,191 △9,686 

株主資本合計 

前期末残高 140,386 136,724 

当期変動額 

剰余金の配当 △3,202 △3,133 

当期純利益 1,638 1,180 

自己株式の取得 △2,473 △548 

自己株式の処分 374 35 

自己株式の消却 － － 

別途積立金の積立 － － 

別途積立金の取崩 － － 

当期変動額合計 △3,662 △2,465 

当期末残高 136,724 134,259 
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(単位：百万円) 

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) 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 2,118 △1,743 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,862 △2,320 

当期変動額合計 △3,862 △2,320 

当期末残高 △1,743 △4,064 

繰延ヘッジ損益 

前期末残高 △3 － 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3 － 

当期変動額合計 3 － 

当期末残高 － － 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 2,115 △1,743 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,858 △2,320 

当期変動額合計 △3,858 △2,320 

当期末残高 △1,743 △4,064 

新株予約権 

前期末残高 － － 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 33 

当期変動額合計 － 33 

当期末残高 － 33 

純資産合計 

前期末残高 142,502 134,981 

当期変動額 

剰余金の配当 △3,202 △3,133 

当期純利益 1,638 1,180 

自己株式の取得 △2,473 △548 

自己株式の処分 374 35 

自己株式の消却 － － 

別途積立金の積立 － － 

別途積立金の取崩 － － 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,858 △2,287 

当期変動額合計 △7,520 △4,753 

当期末残高 134,981 130,228 
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該当事項はありません。 

(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】
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