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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 216,690 △17.8 △6,198 ― △9,457 ― △30,838 ―
20年3月期 263,728 8.7 10,715 58.7 9,140 103.1 5,019 94.8

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 △226.20 ― △51.5 △4.2 △2.9
20年3月期 36.82 ― 6.3 3.8 4.1
（参考） 持分法投資損益 21年3月期  1,377百万円 20年3月期  1,127百万円

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 208,692 42,985 19.4 296.35
20年3月期 237,815 83,656 33.3 581.58
（参考） 自己資本  21年3月期  40,398百万円 20年3月期  79,296百万円

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 832 △12,388 24,618 22,148
20年3月期 21,774 △9,033 △15,062 9,598

2.  配当の状況 

（注）22年３月期の期末配当金は未定とさせていただきます。 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00 1,367 27.2 1.7
21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
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

84,000 △35.7 △2,500 ― △2,500 ― △2,500 ― △18.34

通期 170,000 △21.5 0 ― 0 ― 0 ― 0.00



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、18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」をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、27ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 140,331,565株 20年3月期 140,331,565株
② 期末自己株式数 21年3月期 4,013,078株 20年3月期 3,985,576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 133,735 △16.7 △9,212 ― △6,900 ― △30,389 ―
20年3月期 160,600 4.8 2,047 △50.2 3,810 △16.8 2,082 △17.7

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
円 銭 円 銭

21年3月期 △222.27 ―
20年3月期 15.23 ―

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 127,624 15,710 12.3 114.92
20年3月期 155,944 48,380 31.0 353.81
（参考） 自己資本 21年3月期  15,710百万円 20年3月期  48,380百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．本資料に掲載している業績の予想は、当社が本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき合理的と判断したものであり、潜在的なリスクや
不確実性を含んでおりますので、実際の今後の業績は、様々な要因の変化によって、記載の予想とは大きく異なる可能性があります。業績予想に関する
事項については４ページ「１．経営成績 （１）経営成績に関する分析 4．次期連結会計年度の業績見通し」をご覧下さい。 



（１）経営成績に関する分析  

①全般的な営業の概況 

当連結会計年度における世界経済は、秋以降の欧米を中心とした景気減速、国際的金融市場の混乱、急激な円高・

株価の下落も加わり、企業業績を圧迫し、大変厳しい状況となりました。国内におきましても、輸出環境、雇用情

勢、消費者マインドが急速に悪化し、海外と同様に大変厳しい経済環境下となりました。 

このような状況の中、当社は全世界規模での景気悪化による自動車市場の減速、流通システム市場における投資の

抑制から、急激な販売減少となりました。 

利益面につきましては、全社一丸となったコストダウンおよび生産性改善活動を積極的に展開いたしましたが、減

収および急激な円高等の影響を大きく受けました。 

加えて事業環境の悪化に伴い、固定資産の減損損失計上や繰延税金資産の取崩し等を実施し経営体質の健全化を図

りました。 

さらに、極めて厳しい状況であるとの認識から、経営体質強化に向けた「抜本的構造改革施策」に現在取り組んで

おり、希望退職関連費用の計上もその施策の一つであります。 

その結果、当連結会計年度における売上高は216,690百万円（前年同期比17.8％減）、営業損失は6,198百万円、経

常損失は9,457百万円、当期純損失は30,838百万円となりました。 

  

②事業の種類別セグメントの概況 

【自動車機器事業】 

日本・中国および一部アジア地域においては、厳しい環境下ではありましたが新規商権の立ち上げ等によりほぼ順

調に推移しましたが、主力の欧米コンプレッサー事業を中心に、急激な市場環境悪化の影響を大きく受け、自動車機

器事業全体では減収となりました。 

利益面では、全社的な原価改善活動に取り組んでまいりましたが、減収および為替変動による影響を受け減益とな

りました。 

その結果、売上高は145,829百万円（前年同期比22.8％減）、営業利益は2,686百万円（前年同期比84.7％減）とな

りました。 

【流通システム事業】 

店舗システム事業においては、新規の顧客開拓、新業態・業界への参入や環境関連の省エネ投資等を積極的に展開

いたしましたが、市場環境の急激な悪化により減収となりました。海外市場においても、中国市場の拡大を的確に捉

え、順調に推移してきましたが、景気減速の影響を受け減収となりました。 

ベンディングシステム事業においても、主要顧客の急激な投資抑制影響を受け、減収となりました。 

利益面では、製造コスト低減・販管費削減活動を推進してまいりましたが、減収の影響が大きく、減益となりまし

た。 

その結果、売上高は63,167百万円（前年同期比10.6％減）、営業損失4,612百万円となりました。 

【その他の事業】  

住環境システム事業は、環境対応型の高効率給湯器「エコキュート」の開発に係る投資を継続・実施するととも

に、新商品投入と薄型機のモデルチェンジにより品揃えの充実を図り、拡販に努めております。 

利益面では新商品開発投資がありましたが、製造コスト低減および生産性改善活動を継続実施し収益の改善に注力

しています。 

その結果、売上高は7,693百万円（前年同期比88.8％増）、営業損失896百万円となりました。 

  

③所在地別セグメントの概況 

【日本】 

売上高は、自動車機器事業および流通システム事業においては、市場環境悪化の影響を受け、減収となりました

が、新規ビジネス獲得によりほぼ前年並みとなりました。利益面では、グループ一丸となり製造コスト低減・販管費

削減活動を推進してまいりましたが、自動車機器事業、流通システム事業の減収に加え円高影響もあり減益となりま

した。 

その結果、売上高は80,756百万円（前年同期比0.3％減）、営業損失5,070百万円となりました。 

【アジア】 

自動車機器事業において、車両販売の停滞を受け、また流通システム事業においても中国市場の停滞により減収と

なりました。利益面では、製造コスト低減に努めましたが、減収に加え為替影響もあり減益となりました。 

その結果、売上高は35,110百万円（前年同期比10.3％減）、営業利益は1,386百万円（前年同期比30.0％減）とな

りました。 

【欧州】 

自動車機器事業において、車両販売の大幅な低迷と為替変動影響から減収となりました。利益面では、製造コスト

低減に努めましたが、減収に加え為替影響もあり減益となりました。 

１．経営成績
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その結果、売上高は72,019百万円（前年同期比31.3％減）、営業利益は1,666百万円（前年同期比49.7％減）とな

りました。 

【北米】 

自動車機器事業および流通システム事業ともに、米国景気減速と為替変動の影響を受け減収となりました。利益面

では減収・減産影響から減益となりました。 

その結果、売上高は28,803百万円（前年同期比25.7％減）、営業損失2,244百万円となりました。 

  

④次期連結会計年度の業績見通し 

今後の世界経済につきましては、世界的な景気後退が鮮明となり、その回復には相当な時間を要するものと予想さ

れます。当社グループの主要顧客である自動車、食品飲料メーカーおよび食品流通各社におきましても先行きの不透

明感は拭えず、今後の受注動向も依然として厳しいものと予想されます。 

このような状況のもと、当社グループは、収益力の向上と経営体質の強化を図るため、「抜本的構造改革」と企業

成長のための「事業の競争力強化」への諸施策を展開し、企業体質の強化と事業成長実現に努力していく所存です。

  

次期業績見通しは以下の通りです。 

  

なお、次期の為替レートは、１ＵＳ＄＝95円、１ユーロ＝125円を前提としております。 

  

（２）財政状態に関する分析  

①資産、負債および純資産の状況 

当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べて29,123百万円減少し、208,692百万円となりまし

た。 

  

【資産の部】 

流動資産は、手元資金の充実により現金預金12,563百万円増加しましたが、売上債権18,001百万円、棚卸資産

5,651百万円等の減少により16,598百万円減少し、109,833百万円となりました。固定資産は、主に有形固定資産が

4,491百万円、投資有価証券3,371百万円、長期繰延税金資産4,494百万円等の減少により12,525百万円減少し、

98,858百万円となりました。 

  

【負債の部】 

流動負債は、仕入債務が19,706百万円減少しましたが、短期借入金20,213百万円、一年以内償還予定の社債および

一年以内返済予定の長期借入金8,705百万円等の増加により11,188百万円増加し、97,294百万円となりました。固定

負債は、社債5,000百万円が一年以内償還予定社債となり減少しましたが、主に長期借入金1,555百万円、長期リース

債務3,555百万円の増加により358百万円増加し、68,412百万円となりました。その結果、負債合計は11,547百万円増

加し165,706百万円となりました。 

  

【純資産の部】 

純資産合計は、当期純損失により利益剰余金が29,190百万円、評価・換算差額9,700百万円、少数株主持分1,773百

万円減少となりました。その結果、純資産合計は40,671百万円減少し、42,985百万円となりました。 

  
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および現金同等物（以下「資金」）は、前連結会計年度末に比べ12,549百万円増加

し、22,148百万円となりました。 

  

【営業活動によるキャッシュ・フロー】 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失21,355百万円を計上しましたが、減価償却費

14,546百万円、減損損失5,715百万円および売上債権、棚卸資産を中心とした営業資産の圧縮等により、差引832百万

円（前連結会計年度比20,942百万円減）の資金を創出しました。 

  売上高 

（百万円） 

営業利益 

（百万円） 

経常利益 

（百万円） 

当期純利益 

（百万円） 

連結会計年度 

（平成22年３月期） 
170,000 0 0 0

当連結会計年度 

（平成21年３月期） 
216,690 △6,198 △9,457 △30,838

増減率 △21.5％ － ％ － ％ － ％
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【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、有形固定資産の取得に12,385百万円を支出したことを主に、差引12,388百

万円（前連結会計年度比3,355百万円増）の資金を使用しました。 

  

【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、今後の抜本的な構造改革の実施と安定的な経営を行うことを目的に、短期

借入金純増加額21,321百万円に加え、長期借入金15,790百万円を実施する一方、長期借入金の返済9,678百万円等を

行い、差引24,618百万円（前連結会計年度比39,680百万円増）の資金を創出しました。 

  

当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

  
自己資本比率：自己資本／総資産 
時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 
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．いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 
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おります。 
注３．営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動によるキャッシ

ュ・フロー」を使用しております。 
注４．有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている長・短期借入金および社債を対象としております。 
注５．利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「利息の支払額」を使用しております。  
  

（３）利益配分に関する基本方針および当期・次期の配当  

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の 重要課題のひとつとして位置づけており、安定的な配当を維持・

継続することを基本とし、連結業績を総合的に勘案し、実施していきたいと考えております。 

当期の期末配当につきましては、昨年秋以降の米国における金融不安に端を発した世界同時不況が、当社の業績に

対しても甚大なる影響を及ぼしており、まことに遺憾ながら無配とさせていただきました。 

次期配当につきましては、企業体質強化に向けた改革を実施しておりますが、先行きの不透明感から中間配当につ

いては見送りとさせていただき、期末配当については未定とさせていただきます。 

  

（４）事業等のリスク 

当社は、安定的な資金調達を図るため、金融機関数社とシンジケートローン契約を締結しておりますが、本契約に

は、一定の財務制限条項が付されており、これらの条件に抵触した場合には、期限の利益を喪失し、一括返済を求め

られる等により、当社の財務状況等に影響を及ぼす可能性があります。なお、「４.連結財務諸表 注記事項 （連

結貸借対照表関係）」に記載のとおり、平成21年３月末現在において、当社は本財務制限条項の一部に抵触しており

ますが、既に期限の利益喪失の請求を行わない旨の承諾を得ており、資金繰り等にかかる懸念は生じておりません。

  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 32.4 33.3 19.4 

時価ベースの自己資本比率 28.4 23.3 10.5 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 10.0 3.4 118.4 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 3.7 9.1 0.4 
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 近の有価証券報告書（平成20年6月24日提出）における「事業系統図（事業の内容）」および「関係会社の状況」

から重要な変更がないため開示を省略します。  

（１）会社の経営の基本方針  

当社は、ビジョン経営により「ＳＴＱＭの行動」と「挑戦・改革・創造の文化」をベースとして「グローバル・エ

クセレント・カンパニーズ」の実現を目指しております。 

創業の精神である「知を以て開き 和を以て豊に」を基本に、行動の原点として「企業理念」を制定しておりま

す。「企業理念」は、グローバル・エクセレント・カンパニーズとして国際社会の中で共感する普遍の価値観を基本

原則５原則とし、ステークホルダーに対する基本姿勢５原則の計10原則で構成しています。 

また、23項目で構成される「ＳＴＱＭ ＳＡＮＤＥＮ ＷＡＹ」をグループ社員の行動の基軸としています。 

さらに当社は、コーポレート・スローガン「Ｄｅｌｉｖｅｒｉｎｇ Ｅｘｃｅｌｌｅｎｃｅ」を掲げ、グループ全

社員が「挑戦・改革・創造の文化」により、自然環境と産業の共生を目指すとともに、環境先進製品の開発を通して

新たな価値創造に取組み、さまざまな情報発信、持続可能な社会の創造への貢献に挑戦してまいります。 

そして「企業理念」を拠り所に、さらなる企業価値向上に向け、サンデングループの社員一人ひとりの活力を結集

し、世界中のお客様、株主、取引先、社会等に積極的に貢献し、世界の人々から喜ばれ、尊敬される一流のグローバ

ル企業を目指して経営諸活動を推進してまいります。  

  

（２）目標とする経営指標 

当社グル－プは、持続的な成長、発展のためには、収益基盤を一層強化し、着実に企業価値を向上させることが必

要であると考えております。そのために、中長期的な総資産の効率的運用、収益性の向上を目指して、「ＲＯＡ（総

資産経常利益率）」および「売上高経常利益率」を主要な経営指標として掲げ、その達成を目指しております。 

  

（３）中長期的な会社の経営戦略・会社の対処すべき課題 

①ビジョン、経営戦略による企業価値向上への取組み 

当社は、「21世紀初サンデン企業ビジョン」により「グローバル・エクセレント・カンパニーズ」の実現を目指し

ております。具体的には、グループの社員一人ひとりの活力を結集し、「冷やす・暖める・電子」をコア技術とし

て、「環境」をドメインに自動車機器事業、流通システム機器事業、住環境システム事業をグローバルに展開し、全

てのステークホルダーに積極的に貢献し、世界中の人々から喜ばれ、尊敬されるグローバル企業を目指しておりま

す。 

中長期的な経営戦略の基本として、「環境」「品質」「グローバル」に軸足をおいた取組みをしております。 

  

【環   境】：当社では、2002年に「挑戦」「創造」「貢献」という基本コンセプトで群馬県赤城山麓に建設したサ

ンデンフォレスト・赤城事業所は、「環境企業サンデン」のまさに象徴であり、「自然と産業の共

生」を実現するとともに、「環境先進製品」の開発を通して、新たな価値創造に取組み、様々な情

報発信、持続可能な社会の創造への貢献に挑戦しております。 

         環境活動が会社存続と発展を支える重要な課題として捉え、営業拠点を含めた国内全事業所で認証

取得した、環境マネジメントシステム「ＩＳＯ１４００１」を国内外のグループ会社へ展開、グロ

ーバル主要拠点で認証を取得するとともに、「環境行動計画ガイドライン」を制定し、企業活動の

あらゆる面で環境の保全に配慮した環境経営を推進してまいります。 

【品   質】：当社は、「グローバル・エクセレント・カンパニーズ」の実現を目指して、当社独自の全社的品質経

営活動（ＳＴＱＭ）を継続的に取り組んでおります。長年にわたるＳＴＱＭ活動を基盤とした品質

管理への取組みは、デミング賞・日本品質管理賞を始め、グローバル顧客、関係機関での評価をい

ただいており、今後もグループにおいて更なる進化、発展させてまいります。 

【グローバル】：現在当社グループは、23ヶ国53拠点に展開し、世界中の一流顧客とお取引をいただいております。当

社は成長市場の原点をグローバルに置き展開してまいります。2008年、歴史ある創業の地、群馬県

伊勢崎市にサンデン・グローバル・センター（ＳＧＣ）を創設し、ＳＴＱＭ文化、品質経営、技術

開発、ものづくりについて新たな成長ステージへの転換を果たしてまいります。 

  

経営戦略として、下記４つの重点施策を展開してまいります。  

  

（Ⅰ）グローバル戦略展開強化 

Ａ．グローバル経営資源の 大活用 

Ｂ．グローバル人材の確保・育成強化 

（Ⅱ）マーケティング強化 

Ａ．グローバル成長エリア・市場への積極展開 

２．企業集団の状況

３．経営方針
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Ｂ．国内販売力の強化 

（Ⅲ）技術開発強化 

Ａ．技術開発センター(ＳＧＣＴ)の活用 

Ｂ．「環境」を軸とした差別化技術開発の強化 

（Ⅳ）モノ造り改革 

Ａ．モノ造り競争力の強化 

Ｂ．グローバル 適生産・供給体制の確立 

当社としましては、このような企業価値向上に向けた取組みが、株主の皆様、当社製品をご利用してくださるお客

様を始めとした全てのステークホルダーの利益につながるものと確信しております。 

  

②コーポレート・ガバナンスの充実・強化による企業価値向上への取組み  

当社は、創業の精神である「知を以て開き 和を以て豊に」が、企業文化として脈々と受け継がれております。さ

らに２００３年に、「国際社会の中で共感する普遍の価値観」および「ステークホルダーに対する基本姿勢」で構成

される「企業理念」を新たに制定し、業務執行上の法令遵守、更なる経営の効率性・透明性の向上を目指し、現在グ

ループ国内外において、企業価値向上に向けた継続的な取組みを積極的に実施しております。 

コーポレート・ガバナンス体制に関しては、業態・業歴・企業文化等の実情に鑑み、当社グループのガバナンスの

あり方について様々な検討を行った結果、現在の経営管理組織としては監査役設置型が相応しいと判断しておりま

す。さらに、執行役員制度の導入による経営意思決定機能と業務執行監督機能の分離強化および経営の効率化、社外

取締役および社外監査役の招聘による経営監視機能の強化等を行っております。 

当社は、一層の経営の透明性確保と経営監視・監督機能の強化を図るため、取締役任期を１年とする定款変更を行

い、社外監査役については３名から４名に増員強化いたしました。 

さらに、「コンプライアンス委員会」・「内部統制部門」の設置や「内部通報制度」の導入等により、倫理法令遵

守体制およびリスク管理体制の整備・強化に努めております。 

このように当社グループとしましては、経営の効率化や透明性等の経営品質を向上させるという観点から、今後と

もコーポレート・ガバナンスの強化に努め、企業価値の向上を図ってまいります。 

  

③企業体質強化・事業競争力強化による企業価値向上への取組み 

当期においては、米国における金融不安に端を発した世界同時不況の影響で、当社を取り巻く経営環境は急速に悪

化しており、特に急激な市況悪化を受けている自動車機器部門の悪化が当社グループの業績に大きな影響を与えてお

ります。この様な環境下、当社はグローバル企業として、企業価値を高めるため、「価値ある仕事の追求」を通し

て、収益力の向上と経営体質の強化を図るため、「抜本的構造改革」と企業成長のための「事業の競争力強化」を重

点課題として認識し、業績向上に向けてグループ一丸となって実行力とスピードをもって取り組んでおります。 

重点と考える具体的な取組み事項は次の通りです。 

  

【抜本的構造改革による経営体質強化】 

１）組織の再編：本社本部組織の合理化、国内オペレーションの効率化 

２）拠点の統廃合：海外生産拠点の統廃合、および国内メンテナンス会社・金融関連会社・人材派遣・設備管理等

の子会社の統合 

３）人材構造改革の推進 

Ａ．雇用：当社における希望退職の実施、および国内、海外子会社における雇用の見直し 

Ｂ．勤務体系：当社および国内子会社における時間外労働の「ゼロ化」、欧米州の現地法人におけるワーク 

  シェアリングの実施 

Ｃ. 報酬減額：取締役・執行役員報酬額を５０％～３０％減額、社員報酬額を１５％～１０％減額 

４）投資の選択と集中：設備投資等の延期、凍結を含めた見直し、および削減 

５）経費の削減：全ての経費の総点検とゼロベースの見直しによる支出抑制 

６）材料費の低減 

Ａ．円高メリットを生かした世界 適地調達の推進 

Ｂ．原材料、共通部品、生産間接材の集中購買、および部品の標準化 

Ｃ． 適地生産体制による 小コスト追求 

  

【環境分野に集中した製品開発による事業競争力強化】 

１） 技術開発強化への取組み 

当社では、事業の競争力を強化し継続的な成長をするためには、より一層の技術開発の強化が必要であると認識し

ております。「冷やす・暖める・電子」をコア技術として「環境」をテーマにグローバル展開することで、顧客をは

じめとしたステークホルダーの皆様に評価される製品を継続して社会に提供することで成長を実現してまいります。

今後、ますますグローバルな競争が激化するなか、将来成長のための新たな技術・商品の発信地として、日本を中

心に研究開発し、グループ会社に展開していくことにより事業の競争力強化を図ってまいります。 
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２）自動車機器事業の取組み 

次世代商品開発においては、環境規制への対応、顧客の期待へ応えるため、「小型コンプレッサー、新冷媒コンプ

レッサー、電動コンプレッサー」等の環境商品開発の一層の加速をはかり、さらなる信頼関係の構築とシェアの拡大

を実現してまいります。成長市場の中国においては、新たにコンプレッサーの部品工場を建設し、品質力・競争力の

さらなる強化を加速していきます。 

カーエアコンシステムの分野では、「ＨＶＡＣ」システムの日本・アジアでの供給体制確立とビジネスのさらなる

拡大に継続して取り組みます。 

  

３）流通システム事業の取組み 

店舗システム事業においては、厳しい市場環境下においても、成長戦略の一貫として、環境技術の活用による新た

な顧客価値創造に挑戦してまいります。 地球温暖化抑制と省エネ技術の融合、また循環型環境社会における３Ｒ

（リサイクル、リユース、リデュース）を基軸としたビジネスモデルの展開・推進をこれまでにも増して、実行・加

速展開することを目指してまいります。 

ベンディングシステム事業においては、ノンフロンヒートポンプとＬＥＤ照明を搭載した省エネ自動販売機の展

開、および業界初の世界標準機をいち早く日本市場へ投入することにより、新たな成長戦略を推進してまいります。

グローバル展開されている顧客へ環境技術を活用した商品の開発および提供し続けることで、さらなる事業成長を

実現してまいります。 

 

４）その他の事業の取組み 

住環境システム事業においては、環境に配慮し、快適・健康・安心・省エネを追求した商品・システムの提供に取

り組んでおります。特に、環境に優しい自然系冷媒使用の高効率給湯器「エコキュート」に資源を集中し、販売およ

び商品の多様化を積極的に推進してまいります。 

また、通信モデム等の高付加価値製品の投入や、産官学連携・アライアンスを活用した先端技術の追求により、新

規ビジネス展開を加速し、事業領域の強化・拡大を図ってまいります。 

  

 （４）その他、会社の経営上重要な事項  

該当事項はありません。 
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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 9,611 22,174

受取手形及び売掛金 62,922 44,920

有価証券 144 30

たな卸資産 40,430 －

商品及び製品 － 19,532

仕掛品 － 5,610

原材料 － 7,325

その他のたな卸資産 － 2,310

繰延税金資産 4,035 693

未収入金 3,916 2,336

未収消費税等 3,482 1,632

その他 2,882 4,463

貸倒引当金 △994 △1,196

流動資産合計 126,431 109,833

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 24,491 24,688

機械装置及び運搬具（純額） 25,261 20,061

工具、器具及び備品（純額） 4,097 2,792

土地 19,555 19,178

リース資産（純額） － 5,899

建設仮勘定 5,821 2,115

有形固定資産合計 79,226 74,735

無形固定資産   

のれん 8 177

リース資産 － 261

その他 801 787

無形固定資産合計 809 1,225

投資その他の資産   

投資有価証券 17,182 13,811

退職金年金基金 7,814 7,576

繰延税金資産 4,890 396

その他 1,633 1,361

貸倒引当金 △173 △248

投資その他の資産合計 31,347 22,897

固定資産合計 111,384 98,858

資産合計 237,815 208,692
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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 45,322 25,616

短期借入金 12,220 32,434

1年内返済予定の長期借入金 3,786 7,491

1年内償還予定の社債 － 5,000

未払金 9,477 11,128

リース債務 － 2,017

未払法人税等 1,081 941

賞与引当金 3,332 2,221

売上割戻引当金 453 361

アフターサービス引当金 1,553 1,329

繰延税金負債 － 565

その他 8,876 8,185

流動負債合計 86,105 97,294

固定負債   

社債 15,000 10,000

長期借入金 41,855 43,411

リース債務 － 3,555

繰延税金負債 340 438

退職給付引当金 9,386 8,461

役員退職慰労引当金 207 218

環境費用引当金 524 745

負ののれん － 661

その他 738 918

固定負債合計 68,053 68,412

負債合計 154,159 165,706

純資産の部   

株主資本   

資本金 11,037 11,037

資本剰余金 27,207 27,205

利益剰余金 35,962 6,771

自己株式 △2,179 △2,185

株主資本合計 72,027 42,829

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,798 171

繰延ヘッジ損益 10 △58

為替換算調整勘定 5,460 △2,544

評価・換算差額等合計 7,268 △2,431

少数株主持分 4,360 2,587

純資産合計 83,656 42,985

負債純資産合計 237,815 208,692
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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 263,728 216,690

売上原価 209,251 179,596

売上総利益 54,476 37,094

販売費及び一般管理費 43,760 43,293

営業利益又は営業損失（△） 10,715 △6,198

営業外収益   

受取利息 266 171

受取配当金 170 149

持分法による投資利益 1,127 1,377

その他 1,406 1,543

営業外収益合計 2,971 3,241

営業外費用   

支払利息 2,360 2,280

為替差損 1,665 2,856

その他 521 1,363

営業外費用合計 4,547 6,500

経常利益又は経常損失（△） 9,140 △9,457

特別利益   

固定資産売却益 64 195

投資有価証券売却益 324 0

貸倒引当金戻入額 10 31

事業譲渡益 194 21

その他 71 282

特別利益合計 664 531

特別損失   

固定資産処分損 464 399

投資有価証券売却損 63 －

投資有価証券評価損 985 688

リース会計基準の適用に伴う影響額 － 257

減損損失 102 5,715

早期割増退職金 － 5,225

事業再編費用 256 －

役員退職慰労金 176 －

その他 191 142

特別損失合計 2,240 12,428

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

7,564 △21,355

法人税、住民税及び事業税 2,429 167

法人税等調整額 △361 9,397

法人税等合計 2,067 9,564

少数株主利益又は少数株主損失（△） 477 △81

当期純利益又は当期純損失（△） 5,019 △30,838
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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 11,037 11,037

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 11,037 11,037

資本剰余金   

前期末残高 27,205 27,207

当期変動額   

自己株式の処分 1 △1

当期変動額合計 1 △1

当期末残高 27,207 27,205

利益剰余金   

前期末残高 32,271 35,962

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － 2,329

当期変動額   

剰余金の配当 △1,359 △679

当期純利益 5,019 △30,838

自己株式の処分 － △1

持分法会社増減による増減額 30 －

当期変動額合計 3,690 △31,519

当期末残高 35,962 6,771

自己株式   

前期末残高 △2,146 △2,179

当期変動額   

自己株式の取得 △27 △16

自己株式の処分 32 9

持分法会社増減による増減額 △37 －

当期変動額合計 △32 △6

当期末残高 △2,179 △2,185

株主資本合計   

前期末残高 68,368 72,027

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － 2,329

当期変動額   

剰余金の配当 △1,359 △679

当期純利益 5,019 △30,838

自己株式の取得 △27 △16

自己株式の処分 33 8

持分法会社増減による増減額 △6 －

当期変動額合計 3,659 △31,525

当期末残高 72,027 42,829
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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 3,991 1,798

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,193 △1,626

当期変動額合計 △2,193 △1,626

当期末残高 1,798 171

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △1 10

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 11 △68

当期変動額合計 11 △68

当期末残高 10 △58

為替換算調整勘定   

前期末残高 7,854 5,460

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,394 △8,004

当期変動額合計 △2,394 △8,004

当期末残高 5,460 △2,544

評価・換算差額等合計   

前期末残高 11,844 7,268

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,576 △9,700

当期変動額合計 △4,576 △9,700

当期末残高 7,268 △2,431

少数株主持分   

前期末残高 4,305 4,360

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 54 △1,773

当期変動額合計 54 △1,773

当期末残高 4,360 2,587

純資産合計   

前期末残高 84,519 83,656

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － 2,329

当期変動額   

剰余金の配当 △1,359 △679

当期純利益 5,019 △30,838

自己株式の取得 △27 △16

自己株式の処分 33 8

持分法会社増減による増減額 △6 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,521 △11,473

当期変動額合計 △862 △42,999

当期末残高 83,656 42,985
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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 7,564 △21,355

減価償却費 12,476 14,546

のれん償却額 6 △122

賞与引当金の増減額（△は減少） 141 △1,114

退職給付引当金の増減額（△は減少） 48 △1,046

貸倒引当金の増減額（△は減少） 210 342

アフターサービス引当金の増減額 15 △183

環境費用引当金の増減額 △171 217

受取利息及び受取配当金 △437 △320

支払利息 2,360 2,280

持分法による投資損益（△は益） △1,127 △1,377

固定資産売却損益（△は益） △64 △195

固定資産処分損益（△は益） 464 399

投資有価証券評価損益（△は益） 985 688

投資有価証券売却損益（△は益） △260 0

事業譲渡損益（△は益） △194 △21

減損損失 102 5,715

売上債権の増減額（△は増加） △1,639 13,757

たな卸資産の増減額（△は増加） 607 773

未収入金の増減額（△は増加） △508 1,433

未収消費税等の増減額（△は増加） 1,163 448

その他の流動資産の増減額（△は増加） － 908

仕入債務の増減額（△は減少） 3,597 △18,698

未払金の増減額（△は減少） △242 3,149

未払費用の増減額（△は減少） － 1,070

その他 1,536 3,822

小計 26,634 5,117

利息及び配当金の受取額 403 668

利息の支払額 △2,380 △2,206

法人税等の支払額 △2,884 △2,748

営業活動によるキャッシュ・フロー 21,774 832
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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) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の純増減額 △22 90

有形固定資産の取得による支出 △9,586 △12,385

有形固定資産の売却による収入 338 1,282

無形固定資産の取得による支出 △351 △483

投資有価証券の取得による支出 △2,392 △388

投資有価証券の売却による収入 2,918 0

関係会社株式の取得による支出 － △264

少数株主からの関係会社株式の取得による支出 － △851

事業譲渡による収入 194 21

退職金年金基金からの払戻額 205 40

貸付けによる支出 △485 △31

貸付の回収 26 434

その他 121 145

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,033 △12,388

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） △24,031 21,321

長期借入金の新規借入額 13,876 15,790

長期借入金の返済額 △3,327 △9,678

リース債務の返済による支出 － △2,403

自己株式の取得 △26 △15

提出会社による配当金の支払 △1,359 △679

少数株主への配当金の支払額 △188 △134

少数株主からの払込みによる収入 － 411

その他 △5 6

財務活動によるキャッシュ・フロー △15,062 24,618

現金及び現金同等物に係る換算差額 △279 △918

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,601 12,143

現金及び現金同等物の期首残高 12,199 9,598

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 406

現金及び現金同等物の期末残高 9,598 22,148
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 該当事項はありません。  

  

（１）連結の範囲に関する事項 

連結子会社数 … 59社 

主要な子会社名 

SANDEN INTERNATIONAL(U.S.A.)INC.、SANDEN INTERNATIONAL(SINGAPORE)PTE.LTD. 

SANDEN INTERNATIONAL(EUROPE)LTD.、SANDEN MANUFACTURING EUROPE S.A.S. 

SANDEN OF AMERICA INC.、SANDENVENDO AMERICA,INC.、SANDEN MANUFACTURING POLAND SP. Z O.O. 

  

（２）持分法の適用に関する事項 

持分法適用会社 … ８社 

主要な非連結子会社名 SANDEN VIKAS(INDIA)LTD. 

主要な関連会社名   SANDEN INTERCOOL(THAILAND)PUBLIC CO.,LTD.、上海三電貝洱汽車空調有限公司 

  

（３）連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社のうち、天津三電汽車空調有限公司、上海三電冷机有限公司、蘇州三電精密零件有限公司、

CONSORCIO SANTEK, S.A. DE C.V.、SANDEN MEXICANA, S.A. DE C.V.およびCONSORCIO TEKSAN, S.A. DE C.V.の決

算日は12月31日であります。 

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

ては、連結上必要な調整を行っております。 

  

（４）会計処理基準に関する事項 

１）重要な資産の評価基準および評価方法 

①有価証券 

その他有価証券 

・時価のあるもの 

期末決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。 

なお、評価差額金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しております。 

・時価のないもの 

移動平均法による原価法を採用しております。 

なお、実質価額が著しく低下したものについては相当の減額をしております。 

②たな卸資産 

 主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）に

より算定しております 

 なお、在外連結子会社は主として総平均法による低価法を採用しております。 

③デリバティブ 

時価法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）  

国内連結会社は定率法を、また在外連結子会社は定額法を採用しております。 

建物（建物付属設備は除く） 

a  平成10年3月31日以前に取得したものは旧定率法によっております。 

b 平成10年4月1日から平成19年3月31日までに取得したものは旧定額法によっております。 

c 平成19年4月1日以降に取得したものは定額法によっております。 

建物以外 

a 平成19年3月31日以前に取得したものは旧定率法によっております。 

b 平成19年4月1日以降に取得したものは定率法によっております。 

主な耐用年数は以下の通りであります。 

建物及び構築物    ８～50年 

機械装置及び運搬具   ３～13年 

②無形固定資産（リース資産除く） 

 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間に基づ

く定額法を採用しております。 

③リース資産 

継続企業の前提に関する注記

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
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 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については、リース期間を耐用年数とし、残存

価額を０とする定額法によっております。 
  

３）重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

 国内連結会社においては、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については

個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 

 在外連結子会社は主として特定の債権について回収不能見込額を計上しております。 

②賞与引当金 

a.賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額の当連結会計年度対応額を計上しております。 

b.役員賞与引当金 

役員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額の当連結会計年度対応額を計上しております。 

③売上割戻引当金 

流通システム機器製品等の売上割戻金に充てるため、発生見込額を計上しております。 

④アフターサービス引当金 

製品の販売後の無償サービス費用に充てるため、売上高に対する過年度の発生率による金額の他、個別に発

生額を見積もることが出来る費用につきましては、当該金額を計上しております。 

⑤退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当社および連結子会社では当連結会計年度末における退職給付債務および

年金資産の見込額に基づき計上しております。また、一部の在外連結子会社は従業員の退職給付および退職

後の福利厚生に備えるため、当連結会計年度末における給付債務および制度上の外部積立資産の見込額に基

づき計上しております。 

なお、会計基準変更時差異については、主として15年による按分額を費用処理しております。また、過去勤

務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（14年）による定額法により費用処理

しております。数理計算上の差異については、各連結会計年度の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（14～20年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとし

ております。 

⑥役員退職慰労引当金 

a.役員退職慰労引当金 

役員の退職により支給する退職金に充てるため、役員退職金規程（内規）に基づき、当該会計年度末の要

支給額を計上しておりましたが、平成17年６月に役員の退職慰労金制度を中止しましたので、平成17年７

月以降新規の引当金計上を行っておりません。したがって、当連結会計年度末の引当金残高は現任役員が

平成17年６月以前に就任していた期間に対応して計上した額であります。 

b.執行役員退職慰労引当金 

執行役員の退職により支給する退職金に充てるため、執行役員退職金規程（内規）に基づき、当該会計年

度末の要支給額を計上しておりましたが、平成17年６月に執行役員の退職慰労金制度を中止しましたの

で、平成17年７月以降新規の引当金計上を行っておりません。したがって、当連結会計年度末の引当金残

高は現任役員が平成17年６月以前に就任していた期間に対応して計上した額であります。 

⑦環境費用引当金 

米国における連結子会社であるＴＨＥ ＶＥＮＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹの旧工場所在地および近隣地区の土壌お

よび水質汚染に係る費用については、将来の発生見積額に基づき計上しております。 
  

４）重要な外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算基準 

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

おります。なお、在外連結子会社等の資産および負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、

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

び少数株主持分に含めて計上しております。 
  

５）重要なリース取引の処理方法 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に準じた会計処理によっておりま

す。  
  

６）ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用しております。 

 ただし、金利スワップについて特例処理の要件を充たしている場合には特例処理を採用しております。 
  

７）消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 
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（５）連結子会社の資産および負債の評価に関する事項 

連結子会社の資産および負債の評価については、全面時価評価法を採用しております。 

  

（６）のれんの償却に関する事項 

のれんは、５年間の定額法により償却を行っております。 

  

（７）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲（現金および現金同等物）は、手許現金、随時引き出し

可能な預金および容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３

ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 
  
現金および現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記載されている科目と金額との関係 

  

① 「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用 

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりまし

たが、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）

が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法）により算定しております。この変更により、営業損失、経常損失及び税金等調整前当期純

損失はそれぞれ284百万円増加しております。 

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

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 

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」（実務対

応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。この変更により、期

首利益剰余金は2,329百万円増加し、営業損失、経常損失及び税金等調整前当期純損失はそれぞれ328百万円減

少しております。 

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

③ 「リース取引に関する会計基準」の適用  

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、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号 平成５年６月17日企業会計審議会

第一部会 平成19年３月30日改正）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第16号 平成６年１月18日、日本公認会計士協会 会計制度委員会 平成19年３月30日改正）が平成20年４月

１日以後開始する連結会計年度にかかる四半期連結財務諸表から適用することができるようになったことに伴

い、当連結会計年度からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に準じた会計処理によっております。

また、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の減価償却方法については、リース期間を耐

用年数とし、残存価額を０とする定額法を採用しております。この変更により、営業損失は153百万円減少、

経常損失は７百万円増加、税金等調整前当期純損失は265百万円増加しております。 

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 
  

（追加情報） 

 機械装置の耐用年数の変更 

当社および一部の連結子会社は、法人税法の改正（「所得税法等の一部を改正する法律」 平成20年４月30

日 法律第23号）及び（「減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令」 平成20年４月30

日 財務省令第32号）による法定耐用年数の短縮を契機として見直しを行い、当連結会計年度より一部の機械

装置の耐用年数を変更しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業損失、経常損

失及び税金等調整前当期純損失それぞれ564百万円増加しております。 

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。  

  前連結会計年度 当連結会計年度 

現金及び預金勘定 9,611 百万円 22,174 百万円 

預金期間が３ヶ月を超える定期預金 △ 36   △ 50   

有価証券勘定に含まれる現金同等物 23   24   

  9,598   22,148   

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
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 （連結キャッシュ・フロー計算書） 

 営業活動によるキャッシュ・フローの「未払費用の増減額（△は減少）」並びに「その他の流動資産の増

減額（△は増加）」は、前連結会計年度は「その他」に含めて表示しておりましたが、金額的重要性が増し

たため区分掲記しております。 

 なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている「未払費用の増減額（△は減少）」は306百万円、

「その他の流動資産の増減額（△は増加）」は24百万円であります。  

  

  

 当社が、金融機関数社と締結しているシンジケートローン契約（一年以内返済予定の長期借入金のうち1,600百

万円、長期借入金のうち14,800百万円）の財務制限条項は次のとおりであります。 

（本契約における財務制限条項） 

①各年度の決算期及び中間期の末日における連結の貸借対照表における資本の部の金額を直前の決算期（含む中間

期）比75%以上かつ560億円以上に維持すること。 

②各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常利益が、平成18年3月期以降の決算期につき2期連続し

て損失とならないようにすること。 

  

 本契約における財務制限条項の②については基準値を充足しておりますが、連結貸借対照表における資本の部の

金額が40,456百万円となり、①の基準値を下回ることとなりました。ただし、当社は平成21年3月30日付けで同シ

ンジケート団より期限の利益喪失の請求を行わない旨の文書による承諾を得ております。なお、本契約期間は平成

18年３月14日から平成25年３月22日であります。 

  

表示方法の変更

注記事項

（連結貸借対照表関係）
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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 

  （注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加122千株は、単元未満株式の買取りによる増加48千株、関連会社の持分

法適用に伴う当該関連会社保有株式72千株及び期中市場買い付け１千株であります。 

        ２．普通株式の自己株式の株式数の減少59千株は、ストック・オプションの行使による減少40千株、単元未満株

式の買増請求による減少３千株及び子会社保有株市場売却による減少15千株であります。 
  

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

  
(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

  

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 

  （注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加46千株は、単元未満株式の買取りによる増加46千株、関連会社の期中市

場買い付け０千株であります。 

        ２．普通株式の自己株式の株式数の減少19千株は、単元未満株式の買増請求による減少18千株及び関連会社保有

株市場売却による減少０千株であります。 
  

２．配当に関する事項 

 配当金支払額 

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式         

普通株式  140,331  －  －  140,331

合計  140,331  －  －  140,331

自己株式         

普通株式  （注）1, ２  3,921  122  59  3,985

合計  3,921  122  59  3,985

  
（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  683  5 平成19年３月31日 平成19年６月25日 

平成19年11月５日 

取締役会 
普通株式  683  5 平成19年９月30日 平成19年12月４日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成20年６月24日 

定時株主総会 
普通株式  683 利益剰余金  5 平成20年３月31日 平成20年６月25日

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式         

普通株式  140,331  －  －  140,331

合計  140,331  －  －  140,331

自己株式         

普通株式  （注）1, ２  3,985  46  19  4,013

合計  3,985  46  19  4,013

  
（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  683  5 平成20年３月31日 平成20年６月25日 
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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） 

 （注）１．事業区分は内部管理上採用している区分によっております。 

２．各事業区分の主要製品は次のとおりであります。 

(1）自動車機器事業……カーエアコンシステム、カーエアコン用コンプレッサー及び各種自動車部品 

(2）流通システム事業……自動販売機各種、冷凍・冷蔵ショーケース各種、大型オープンショーケース各種 

(3）その他の事業……エコキュート、セントラル暖房・換気システム、車両販売 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
自動車機器
事業 
（百万円） 

流通システ
ム事業 
（百万円） 

その他の事
業 
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全
社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業利益             

売上高             

(1)外部顧客に対する売上高  188,994  70,659  4,075  263,728  －  263,728

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  188,994  70,659  4,075  263,728  －  263,728

営業費用  171,417  73,267  5,221  249,906  3,106  253,012

営業利益又は営業損失

（△） 
 17,576  △2,607  △1,146  13,822 (3,106)  10,715

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的

支出 
            

資産  141,662  54,202  5,614  201,479  36,336  237,815

減価償却費  9,414  2,286  305  12,006  197  12,203

減損損失  －  －  102  102  －  102

資本的支出  11,779  1,973  267  14,020  342  14,362

  
自動車機器
事業 
（百万円） 

流通システ
ム事業 
（百万円） 

その他の事
業 
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全
社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業利益             

売上高             

(1)外部顧客に対する売上高  145,829  63,167  7,693  216,690  －  216,690

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  145,829  63,167  7,693  216,690  －  216,690

営業費用  143,142  67,780  8,590  219,513  3,376  222,889

営業利益又は営業損失

（△） 
 2,686  △4,612  △896  △2,822 (3,376)  △6,198

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的

支出 
            

資産  118,003  45,382  7,188  170,574  38,117  208,692

減価償却費  10,491  2,935  777  14,205  239  14,445

減損損失  2,318  2,759  636  5,715  －  5,715

資本的支出  10,360  1,271  849  12,481  421  12,902
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３．金額は消費税等抜きであります。 

４．上記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3,376百万円であり、その主な

ものは、親会社本社の総務部門等管理部門に係る費用であります。 

５．上記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38,117百万円であり、その主なものは親会社

での余資運用資金（現預金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）および管理部門に係る資産等で

あります。 

６. 会計方針の変更 

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 「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「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べて、営業利益が、自動車機器事業において217百万円減少し、営業損

失が流通システム事業において52百万円、その他の事業において13百万円それぞれ増加しております。 

 （連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い） 

 「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」（実務対応報告第18号 平成18年５

月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に

比べて、営業利益が、自動車機器事業において313百万円増加し、営業損失が流通システム事業において15百

万円減少しております。 

 （リース取引に関する会計基準） 

 「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、「リース取引に関する会計

基準」(企業会計基準第13号 平成５年６月17日企業会計審議会第一部会 平成19年３月30日改正)及び「リ

ース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号 平成６年１月18日、日本公認会計

士協会 会計制度委員会 平成19年３月30日改正）が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度にかかる

四半期連結財務諸表から適用することができるようになったことに伴い、当連結会計年度からこれらの会計

基準等を適用し、通常の売買取引に準じた会計処理によっております。また、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の減価償却方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を０とする

定額法を採用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が、自動車機器

事業において126万円増加し、営業損失が、流通システム事業において77百万円減少し、その他の事業におい

て49百万円増加しております。 

７．追加情報 

 （機械装置の耐用年数の変更） 

 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当社および一部の連結子会

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20年４月30日 法律第23号）及び（「減

価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令」平成20年４月30日 財務省令第32号）による

法定耐用年数の短縮を契機として見直しを行い、当連結会計年度より一部の機械装置の耐用年数を変更して

おります。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が、自動車機器事業において499百

万円減少し、営業損失が流通システム事業において55百万円、その他の事業において９百万円それぞれ増加

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） 

 （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 

アジア：シンガポール、台湾、中国、タイ、オーストラリア、マレーシア、インドネシア、フィリピン等

欧 州：フランス、イギリス、ポーランド、イタリア、ドイツ、スペイン等 

北 米：アメリカ、メキシコ等 

３．金額は消費税等抜きであります。 

４．上記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3,376百万円であり、その主な

ものは、親会社本社の総務部門等管理部門に係る費用であります。 

５．上記資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は38,117百万円であり、その主なものは、親

会社での余資運用資金（現預金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）および管理部門に係る資産

等であります。 

６. 会計方針の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 「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「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べて、営業損失が、日本において284百万円増加しております。 

 （連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い） 

 「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」（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。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が、アジアに

おいて７百万円の減少、欧州において367百万円増加、営業損失が北米において31百万円増加しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

  
日本 

(百万円) 
アジア
(百万円) 

欧州
(百万円) 

北米
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は
全社 
(百万円) 

連結
(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業利益               

売上高               

(1)外部顧客に対する売上高  80,974  39,155  104,852  38,746  263,728  －  263,728

(2)セグメント間の内部売上高  83,446  4,513  4,946  5,276  98,182 (98,182)  －

計  164,420  43,668  109,798  44,022  361,911 (98,182)  263,728

営業費用  157,281  41,690  106,485  43,581  349,037 (96,025)  253,012

営業利益  7,139  1,978  3,313  441  12,873 (2,157)  10,715

Ⅱ 資産  120,832  28,778  66,537  20,141  236,289  1,526  237,815

  
日本 

(百万円) 
アジア
(百万円) 

欧州
(百万円) 

北米
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は
全社 
(百万円) 

連結
(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業利益               

売上高               

(1)外部顧客に対する売上高  80,756  35,110  72,019  28,803  216,690  －  216,690

(2)セグメント間の内部売上高  60,888  2,998  3,291  2,951  70,130 (70,130)  －

計  141,645  38,108  75,311  31,755  286,820 (70,130)  216,690

営業費用  146,715  36,722  73,645  33,999  291,082 (68,193)  222,889

営業利益又は営業損失（△）  △5,070  1,386  1,666  △2,244  △4,261 (1,936)  △6,198

Ⅱ 資産  115,513  28,470  45,618  15,097  204,700  3,992  208,692
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 （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、「リース取引に関する会計

基準」(企業会計基準第13号 平成５年６月17日企業会計審議会第一部会 平成19年３月30日改正)及び「リ

ース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号 平成６年１月18日、日本公認会計

士協会 会計制度委員会 平成19年３月30日改正）が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度にかかる

四半期連結財務諸表から適用することができるようになったことに伴い、当連結会計年度からこれらの会計

基準等を適用し、通常の売買取引に準じた会計処理によっております。また、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の減価償却方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を０とする

定額法を採用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業損失が、日本におい

て153百万円減少しております。 

５．追加情報 

 （機械装置の耐用年数の変更） 

 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当社および一部の連結子会

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20年４月30日 法律第23号）及び

（「減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令」平成20年４月30日 財務省令第32号）

による法定耐用年数の短縮を契機として見直しを行い、当連結会計年度より一部の機械装置の耐用年数を変

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べて、営業損失が、日本において564百万円

増加しております。  

  

  

  

 （注）１．国又は地域の区分の方法および各区分に属する主な国又は地域 

１）国又は地域の区分方法：地理的近接度による 

２）各区分の属する主な国又は地域 

アジア：シンガポール、台湾、中国、タイ、オーストラリア、マレーシア、インドネシア、フィリピン等

欧 州：フランス、イギリス、ポーランド、イタリア、ドイツ、スペイン等 

北 米：アメリカ、メキシコ等 

２．海外売上高は、当社およ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。 

ｃ．海外売上高

    アジア 欧州 北米 計

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） 

Ⅰ 海外売上高  50,507  101,952  39,848  192,308

Ⅱ 連結売上高  －  －  －  263,728

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 19.1  38.7  15.1  72.9

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） 

Ⅰ 海外売上高  45,877  68,640  29,368  143,886

Ⅱ 連結売上高  －  －  －  216,690

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 21.1  31.7  13.6  66.4
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前連結会計年度（平成20年３月31日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

  

３．時価評価されていない主な有価証券 

  

４．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額 

  

（有価証券関係）

区分
取得原価
（百万円） 

連結決算日における連結貸借
対照表計上額（百万円） 

差額
（百万円） 

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの       

(1)株式  3,916  7,114  3,197

(2)債券  －  －  －

(3)その他  23  23  0

小計  3,940  7,138  3,198

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの       

(1)株式  1,335  1,163  △172

(2)債券  120  120  －

(3)その他  0  0  －

小計  1,456  1,284  △172

合計  5,396  8,423  3,026

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

 2,920  324  63

区分 連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券   

非上場株式  318

優先株式  －

子会社及び関連会社株式  8,585

区分
１年以内
（百万円） 

１年超５年以
内（百万円） 

５年超10年以
内（百万円） 

10年超
（百万円） 

１．債券         

(1)社債  －  －  －  －

(2)金融債  －  －  －  －

(3)その他  120  －  －  －

２．その他         

(1)投資信託  －  －  －  －

(2)債券現先  －  －  －  －

(3)その他  0  －  －  －

合計  121  －  －  －
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当連結会計年度（平成21年３月31日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

  

３．時価評価されていない主な有価証券 

  

４．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額 

  

区分
取得原価
（百万円） 

連結決算日における連結貸借
対照表計上額（百万円） 

差額
（百万円） 

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの       

(1)株式  3,068  4,023  954

(2)債券  －  －  －

(3)その他  23  24  0

小計  3,092  4,047  955

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの       

(1)株式  1,897  1,470  △426

(2)債券  6  6  －

(3)その他  －  －  －

小計  1,903  1,476  △426

合計  4,995  5,524  528

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

 0  0  －

区分 連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券   

非上場株式   314

優先株式  －

子会社及び関連会社株式  8,002

区分
１年以内
（百万円） 

１年超５年以
内（百万円） 

５年超10年以
内（百万円） 

10年超
（百万円） 

１．債券         

(1)社債  －  －  －  －

(2)金融債  －  －  －  －

(3)その他  6  －  －  －

２．その他         

(1)投資信託  －  －  －  －

(2)債券現先  －  －  －  －

(3)その他  0  －  －  －

合計  6  －  －  －
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 （注） １株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額および潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基

礎は、以下のとおりであります。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

（１株当たり情報）

区分 
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             581円58銭            296円35銭 

１株当たり当期純利益金額 

又は当期純損失金額（△） 

  36円82銭    △226円20銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額については、希薄化効果

を有している潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。 

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額については、潜在株式は

存在するものの１株当たり当期純

損失であるため記載しておりませ

ん。 

  
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金額     

当期純利益又は当期純損失金額（△）

（百万円） 
 5,019  △30,838

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又は当期純損

失金額（△）（百万円） 
 5,019  △30,838

期中平均株式数（株）  136,339,155  136,332,014

      

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額     

当期純利益調整額（百万円）  －  －

普通株式増加数（株）  －  －

（うち新株予約権）   (－)  (－)

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めなか

った潜在株式の概要 

  １．平成16年6月22日定時株主総会決議に

よる新株予約権 

 (新株予約権数 個） 

２．平成17年6月22日定時株主総会決議に

よる新株予約権 

 (新株予約権数 個） 

1,100

1,243

  １．平成17年6月22日定時株主総会決議に

よる新株予約権 

 (新株予約権数  個） 1,243

（重要な後発事象）
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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 1,813 15,469

受取手形 2,749 2,075

売掛金 42,443 23,255

商品 667 699

製品 7,446 5,584

半製品 62 60

仕掛品 2,563 2,028

貯蔵品 756 589

前渡金 136 －

前払費用 304 222

繰延税金資産 2,723 －

未収収益 220 8

関係会社短期貸付金 5,139 103

未収入金 3,492 3,650

未収消費税等 838 270

その他の流動資産 537 345

貸倒引当金 △2,338 △198

流動資産合計 69,558 54,165

固定資産   

有形固定資産   

建物 24,064 26,608

減価償却累計額 △12,306 △12,872

建物（純額） 11,758 13,735

構築物 6,228 6,233

減価償却累計額 △3,489 △3,760

構築物（純額） 2,738 2,472

機械及び装置 34,995 35,620

減価償却累計額 △26,378 △27,275

機械及び装置（純額） 8,617 8,344

車両運搬具 79 85

減価償却累計額 △60 △67

車両運搬具（純額） 19 18

工具、器具及び備品 17,703 15,421

減価償却累計額 △15,441 △13,994

工具、器具及び備品（純額） 2,261 1,427

土地 15,190 15,109

リース資産 － 6,789

減価償却累計額 － △5,740

リース資産（純額） － 1,048

建設仮勘定 3,829 303

有形固定資産合計 44,415 42,460

無形固定資産   

借地権 104 104
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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) 

ソフトウエア 383 340

リース資産 － 141

その他の無形固定資産 1 4

無形固定資産合計 489 591

投資その他の資産   

投資有価証券 8,565 5,775

関係会社株式 15,811 10,495

出資金 90 88

関係会社出資金 4,914 5,678

従業員長期貸付金 0 0

関係会社長期貸付金 560 411

破産更生債権等 103 127

長期前払費用 138 68

退職金年金基金 7,814 7,576

繰延税金資産 3,524 －

その他の投資 802 758

貸倒引当金 △843 △572

投資その他の資産合計 41,481 30,406

固定資産合計 86,386 73,458

資産合計 155,944 127,624

負債の部   

流動負債   

支払手形 7,636 6,134

買掛金 25,888 13,821

短期借入金 2,500 8,000

関係会社短期借入金 1,940 1,136

1年内返済予定の長期借入金 3,250 4,132

1年内償還予定の社債 － 5,000

リース債務 － 590

未払金 5,898 10,269

未払費用 1,306 1,036

未払法人税等 360 －

未払事業所税 14 －

前受金 42 40

預り金 135 146

賞与引当金 2,382 1,434

売上割戻引当金 6 3

アフターサービス引当金 1,122 825

設備関係支払手形 2,971 1,672

その他 － 181

流動負債合計 55,443 54,426

固定負債   

社債 15,000 10,000

長期借入金 28,500 38,868

退職給付引当金 8,263 7,041
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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) 

役員退職慰労引当金 207 205

リース債務 － 895

長期未払金 60 26

預り保証金 89 63

繰延税金負債 － 385

固定負債合計 52,120 57,486

負債合計 107,564 111,913

純資産の部   

株主資本   

資本金 11,037 11,037

資本剰余金   

資本準備金 27,205 27,205

その他資本剰余金 0 －

資本剰余金合計 27,206 27,205

利益剰余金   

利益準備金 2,759 2,759

その他利益剰余金   

土地圧縮積立金 301 301

建物圧縮積立金 265 252

構築物圧縮積立金 1 0

機械装置圧縮積立金 27 9

器具備品圧縮積立金 0 0

特別償却準備金 26 26

繰越利益剰余金 6,918 △24,124

利益剰余金合計 10,301 △20,773

自己株式 △1,971 △1,978

株主資本合計 46,573 15,491

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,796 147

繰延ヘッジ損益 10 72

評価・換算差額等合計 1,806 219

純資産合計 48,380 15,710

負債純資産合計 155,944 127,624
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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 160,600 133,735

売上原価   

商品期首たな卸高 658 667

製品期首たな卸高 8,486 7,446

当期製品製造原価 119,010 104,418

当期商品仕入高 11,337 8,777

合計 139,493 121,309

他勘定振替高 285 △819

商品期末たな卸高 668 699

製品期末たな卸高 7,446 5,584

売上原価合計 131,093 115,845

売上総利益 29,506 17,890

販売費及び一般管理費 27,459 27,102

営業利益又は営業損失（△） 2,047 △9,212

営業外収益   

受取利息 290 137

受取配当金 3,541 4,040

賃貸料収入 212 134

雑収入 194 176

営業外収益合計 4,237 4,489

営業外費用   

支払利息 609 729

社債利息 200 198

租税公課 34 11

為替差損 1,286 897

社債発行費 0 －

シンジケートローン手数料 6 6

雑損失 337 333

営業外費用合計 2,475 2,177

経常利益又は経常損失（△） 3,810 △6,900

特別利益   

土地売却益 31 112

投資有価証券売却益 324 －

貸倒引当金戻入額 7 494

製品保証引当金戻入額 － 150

関係会社との過年度所得調整差益 272 －

事業譲渡益 194 21

その他特別利益 73 99

特別利益合計 902 877

-29-



（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) 

特別損失   

固定資産処分損 378 262

投資有価証券売却損 61 －

投資有価証券評価損 985 688

関係会社株式評価損 － 6,415

リース会計基準の適用に伴う影響額 － 104

関係会社支援損 － 2,051

減損損失 － 2,434

早期割増退職金 － 4,489

事業再編費用 256 －

役員退職慰労金 50 －

その他特別損失 15 207

特別損失合計 1,747 16,654

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 2,965 △22,676

法人税、住民税及び事業税 1,102 235

法人税等調整額 △219 7,477

法人税等合計 883 7,712

当期純利益又は当期純損失（△） 2,082 △30,389
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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 11,037 11,037

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 11,037 11,037

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 27,205 27,205

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 27,205 27,205

その他資本剰余金   

前期末残高 － 0

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 0 －

資本剰余金合計   

前期末残高 27,205 27,206

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 27,206 27,205

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 2,759 2,759

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,759 2,759

その他利益剰余金   

圧縮積立金   

前期末残高 654 596

当期変動額   

圧縮積立金の取崩 △57 △32

当期変動額合計 △57 △32

当期末残高 596 564

特別償却準備金   

前期末残高 26 26

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 26 26

繰越利益剰余金   

前期末残高 6,145 6,918
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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) 

当期変動額   

剰余金の配当 △1,367 △683

特別償却準備金の取崩 0 0

圧縮積立金の取崩 57 32

当期純利益 2,082 △30,389

自己株式の処分 － △3

当期変動額合計 773 △31,043

当期末残高 6,918 △24,124

利益剰余金合計   

前期末残高 9,586 10,301

当期変動額   

剰余金の配当 △1,367 △683

特別償却準備金の取崩 － －

圧縮積立金の取崩 － －

当期純利益 2,082 △30,389

自己株式の処分 － △3

当期変動額合計 714 △31,075

当期末残高 10,301 △20,773

自己株式   

前期末残高 △1,969 △1,971

当期変動額   

自己株式の取得 △26 △15

自己株式の処分 23 9

当期変動額合計 △2 △6

当期末残高 △1,971 △1,978

株主資本合計   

前期末残高 45,861 46,573

当期変動額   

剰余金の配当 △1,367 △683

当期純利益 2,082 △30,389

自己株式の取得 △26 △15

自己株式の処分 24 6

当期変動額合計 712 △31,081

当期末残高 46,573 15,491
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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 3,983 1,796

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,186 △1,649

当期変動額合計 △2,186 △1,649

当期末残高 1,796 147

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △1 10

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 11 62

当期変動額合計 11 62

当期末残高 10 72

評価・換算差額等合計   

前期末残高 3,981 1,806

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,175 △1,587

当期変動額合計 △2,175 △1,587

当期末残高 1,806 219

純資産合計   

前期末残高 49,842 48,380

当期変動額   

剰余金の配当 △1,367 △683

当期純利益 2,082 △30,389

自己株式の取得 △26 △15

自己株式の処分 24 6

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,175 △1,587

当期変動額合計 △1,462 △32,670

当期末残高 48,380 15,710
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 該当事項はありません。 

  

① 「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用 

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均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、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法）により算定しております。この変更により、営業損失、経常損失及び税引前当期純損失はそれ

ぞれ284百万円増加しております。 

② 「リース取引に関する会計基準」の適用 

 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、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号 平成５年６月17日企業会計審議

会第一部会 平成19年３月30日改正）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第16号 平成６年１月18日、日本公認会計士協会 会計制度委員会 平成19年３月30日改正）が平成20年４

月１日以後開始する連結会計年度にかかる四半期連結財務諸表から適用することができるようになったことに

伴い、当事業年度からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に準じた会計処理によっております。ま

た、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の減価償却方法については、リース期間を耐用

年数とし、残存価額を０とする定額法を採用しております。この変更により、営業損失は8百万円減少、経常

損失は49百万円増加、税引前当期純損失は154百万円増加しております。 
  

（追加情報） 

 機械装置の耐用年数の変更 

法人税法の改正（「所得税法等の一部を改正する法律」 平成20年４月30日 法律第23号）及び（「減価償

却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令」 平成20年４月30日 財務省令第32号）による法定

耐用年数の短縮を契機として見直しを行い、当事業年度より一部の機械装置の耐用年数を変更しております。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当事業年度の営業損失、経常損失及び税引前当期純損失

はそれぞれ482百万円増加しております。  

  

継続企業の前提に関する注記

会計処理の変更

-34-



  

５． 当社が、金融機関数社と締結しているシンジケートローン契約（一年以内返済予定の長期借入金のうち

1,600百万円、長期借入金のうち14,800百万円）の財務制限条項は次のとおりであります。 

 （本契約における財務制限条項） 

①各年度の決算期及び中間期の末日における連結の貸借対照表における資本の部の金額を直前の決算期（含む中

間期）比75%以上かつ560億円以上に維持すること。 

②各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常利益が、平成18年3月期以降の決算期につき2期連続

して損失とならないようにすること。 

  

 本契約における財務制限条項の②については基準値を充足しておりますが、連結貸借対照表における資本の

部の金額が40,456百万円となり、①の基準値を下回ることとなりました。ただし、当社は平成21年3月30日付

けで同シンジケート団より期限の利益喪失の請求を行わない旨の文書による承諾を得ております。なお、本契

約期間は平成18年３月14日から平成25年３月22日であります。 

  

  

前事業年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  

 （注）１．普通株式の自己株式の増加48,599株は、単元未満株式の買取による増加であります。 

    ２．普通株式の自己株式の減少43,322株は、ストックオプションの行使による減少40,000株及び単元未満株式  

      の買増請求による減少3,322株であります。 

  

当事業年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  

 （注）１．普通株式の自己株式の増加46,096株は、単元未満株式の買取による増加であります。 

２．普通株式の自己株式の減少18,909株は、単元未満株式の買増請求による減少であります。  

  

  

注記事項

（貸借対照表関係）

  
前事業年度末 

（平成20年３月31日）  

当事業年度末 

（平成21年３月31日） 

１．有形固定資産の減価償却累計額 57,676 百万円 63,711 百万円 

２．受取手形割引高 103  〃 36  〃 

３．債務保証額 7,944  〃 5,340  〃 

保証予約等額 2,199  〃 1,562  〃 

４．関係会社に対する債権 36,630  〃 12,580  〃 

関係会社に対する債務 5,529  〃 3,183  〃 

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

普通株式  3,587,190  48,599  43,322  3,592,467

合計  3,587,190  48,599  43,322  3,592,467

  
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

普通株式  3,592,467  46,096  18,909  3,619,654

合計  3,592,467  46,096  18,909  3,619,654

（重要な後発事象）
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   該当事項はありません。 

  

（１）役員の異動 

    平成21年５月13日発表のニュースリリースをご参照下さい。 

  

（２）その他 

  該当事項はありません。 

  

６．その他
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