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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 1,863 △17.3 92 △45.8 89 △46.4 11 △88.8

20年3月期 2,252 △10.6 171 △49.7 167 △49.9 99 △49.2

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
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 1.79 ― 0.4 2.2 5.0
20年3月期 16.00 ― 3.4 4.0 7.6

（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 4,224 2,921 69.2 467.82
20年3月期 3,931 2,933 74.6 469.68

（参考） 自己資本   21年3月期  2,921百万円 20年3月期  2,933百万円

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 265 △48 546 912
20年3月期 338 △132 △305 149

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
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 ― 0.00 ― 4.00 4.00 24 25.0 0.9
21年3月期 ― 0.00 ― 1.00 1.00 6 55.8 0.2

22年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 0.00 0.00 0.0

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

351 △68.8 △148 ― △140 ― △146 ― △23.44

通期 948 △49.1 △168 ― △153 ― △154 ― △24.79
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4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

（注）詳細は、18ページ「重要な会計方針」及び「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、33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 6,245,000株 20年3月期 6,245,000株

② 期末自己株式数 21年3月期  ―株 20年3月期  ―株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、業績予想に関する事項につきましては、３ページ「１．経営成績 （1）経営成績に
関する分析」をご参照ください。 
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(1）経営成績に関する分析 

  当事業年度におけるわが国経済は、米国に端を発した金融危機が世界各国の実体経済に波及し、年度後半に入って

輸出企業を中心に企業収益は大きく落ち込み、雇用情勢の悪化による個人消費の低迷など景気は一段と深刻な状況と

なりました。 

  このような経済環境の下で、当社は営業発の既存製品から派生した新製品開発及び製品改良を積極的に行い、既存

市場・既存顧客への新たな提案及び新規市場・新規顧客の開拓を推進し、売上利益の確保に全力を傾注してまいりま

した。 

 しかしながら、電機・自動車関連をはじめとする幅広い業種での企業収益悪化に伴う設備投資減少等の影響を受

け、第４四半期以降受注環境は急激に悪化し、売上高は1,863,847千円（前年同期比17.3％減）となりました。ま

た、利益面につきましても原価低減と固定費削減など経営合理化策を一段と強力に推し進めましたが、急激な売上減

少による落ち込みを補えず、経常利益は89,771千円（同46.4％減）となり、また、当期純利益は人員削減による経営

合理化に伴う特別退職金及びたな卸資産除却等48,987千円を特別損失に計上したことにより、11,192千円（同88.8％

減）となりました。 

 品目別の売上状況は、主力製品でありますリニアベアリングにつきましては、設備投資減少の影響により各種産業

用機械メーカー等の需要が大幅に減少し、売上高は1,156,940千円（前年同期比20.3％減）となりました。 

 エンジンパーツにつきましては、モータースポーツ界の急激な環境悪化に伴い各企業のレース参戦の撤退・縮小の

あおりを受け、第４四半期以降レース用エンジン部品の受注が大幅に減少し、売上高は516,099千円（同22.9％減）

となりました。 

 ポジショニングステージにつきましては、プリント基板製造装置向けステージが好調に推移し、売上高は190,807

千円（同44.8％増）となりました。 

 次期の見通しにつきましては、世界的な景気後退局面の早期回復は期待しがたく、産業用機械、半導体製造装置関

連及び自動車関連業界など当社の主要ユーザーを取り巻く事業環境も引き続き厳しい状況で推移していくものと予想

されます。 

 売上高につきましては、948,924千円（前年同期比49.1％減）と大幅に減収となる見込みであります。 

利益面では、徹底したコストダウンや固定費削減など収益改善をさらに推し進めるものの、減収の影響を補えず、

営業利益、経常利益、当期利益とも損失となる見込みであります。 

(2）財政状態に関する分析 

   ① 資産、負債及び純資産の状況 

 当事業年度末の資産につきましては、現金及び預金760,831千円の増加に対し、売上債権269,767千円、たな卸資産

99,635千円及び減価償却等による有形固定資産93,439千円の減少により4,224,030千円（前年同期比7.4％増）となり

ました。 

  負債につきましては、仕入債務208,507千円の減少に対し、1年以内返済予定の長期借入金90,997千円及び長期借入

金481,163千円の増加等により1,302,505千円（同30.5％増）となりました。 

  純資産につきましては、利益剰余金13,787千円の減少等により2,921,525千円（同0.4％減）となりました。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

 当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度に比べ762,828千円増加（前年

同期比509.6％増）し、当事業年度末には912,507千円となりました。 

 当事業年度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） 

 営業活動の結果得られた資金は265,024千円（同21.8％減）となりました。 

 これは主に減価償却費144,105千円及び売上債権の減少269,767千円等による資金の増加に対し、仕入債務の減少

209,767千円による資金の減少等によるものであります。 

（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48,987千円（同63.1％減）となりました。 

 これは主に有形固定資産の取得による支出49,500千円等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果得られた資金は546,791千円（前年同期は305,244千円の使用）となりました。 

 これは主に長期借入による収入700,000千円等によるものであります。 

１．経営成績
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  （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、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×期末発行済株式数により算出しております。  

   3.有利子負債は、貸借対照表上に計上されている借入金を対象としております。また、利払いにつきまして  

    は、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。  

(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、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しており、将来の事業展開と経営体質の強化の

ために必要な内部留保を確保しつつ、安定的な配当を行うことを基本方針としております。 

 しかしながら、当事業年度の配当金につきましては厳しい経営環境を受けて業績が悪化したことにより、平成21年

４月30日付の修正予想で発表いたしましたとおり、期末配当金を誠に遺憾ながら１株につき１円とする予定でありま

す。 

 また、平成22年３月期の配当予想につきましては、現時点の業績予想は損失の計上を余議なくされる見通しである

ことから、誠に遺憾ながら無配とさせていただきます。 

  

(4）事業等のリスク 

  当社の経営成績、財政状態及び株価に影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。なお、

 当該リスク情報は、当事業年度末（平成21年３月31日現在）において当社の判断に基づき記載しております。 

   ① リニアベアリングへの高い依存度  

    当社では、リニアベアリングは産業用機械装置には欠かせない要素部品であると認識しており、今後も安定的に需

   要が見込まれるものと推測しておりますが、将来、諸外国の安価な製品の参入により、当社の業績に影響を受ける可

   能性があります。 

 また、各産業界の工作機械をはじめとする産業用機械の設備投資需要の急激な変動によって、当社の業績に影響を

及ぼす可能性があります。 

   ② 特定販売先への高い依存度について  

 当社製品の販売先のうち、ＴＨＫ株式会社に対する当社の売上高に占める比率は比較的に高いものとなっておりま

す。 

     ＴＨＫ株式会社へはリニアベアリングを販売しており、平成２年より取引を開始して以来、長年安定した取引関係

   を維持しておりますが、同社の受注動向や経営戦略の如何によっては、当社の業績が影響を受ける可能性がありま 

  す。 

  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（％）  64.5  63.1  66.2  74.6  69.2

時価ベースの自己資本比率

（％） 
 91.2  87.4  55.4  26.2  13.3

キャッシュ・フロー対有利

子負債比率（年） 
 1.4  2.9  1.7  0.7  3.1

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍） 
 35.2  29.5  40.1  72.3  60.1
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   ③ 知的財産権について  

    当社は、特許権等の知的財産権の重要性を強く認識しており、自社が保有する技術等については、特許権等の取得

   による保護を推進しております。しかしながら、出願した全ての知的財産権が取得できる保証はなく、また、取得し

   たとしても、特許期間満了により他社が類似品を市場に投入する可能性があります。 

     さらに、一部の製造技術・ノウハウについては技術流出を避けるため、特許出願等を行わないこともあります。そ

   のため、他社が当社の製造技術・ノウハウと類似する特許等の取得を行った場合には、当社製品が他社の特許等を侵

   害する可能性もあり、その場合には事業展開の制約となる可能性があります。 

   ④ 自然災害、事故災害に関するリスク 

 地震、台風等の自然災害や火災等の事故災害発生により生産設備等が大きな被害を被り、部分的又は全面的に操業

停止となり、生産及び出荷が長期にわたり停止した場合には、当社の業績が重大な影響を被る可能性があります。ま

た、被害を被った生産設備等の修復のために多額の費用が発生し、結果として、当社の業績に影響を受ける可能性が

あります。  

 該当事項はありません。 

   

２．企業集団の状況
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(1）会社の経営の基本方針 

 当社は、「義の心」という企業理念のもと、創業以来リニアモーションベアリングの専門メーカーとして常に新し

いテクノロジーを追求し、多様化するニーズに応えるべき高品質・高付加価値製品を提供するとともに、経営の効率

性と業績の向上を図ることで社会に貢献し、株主、取引先、従業員など全てのステークホルダーのご期待にお応えす

ることを基本方針としております。 

(2）目標とする経営指標 

 当社が目標とする経営指標は売上高経常利益率であり、15％以上を目標としております。また、株主資本を効率的

に活用しつつ、株主価値の拡大の観点から株主資本利益率（ＲＯＥ）の向上を図っていく所存であります。 

 なお、平成22年３月期の売上高経常利益率は、世界同時不況に伴う経営環境悪化の影響により、遺憾ながら経常損

失を余議なくされ△16.2％となる見込みでありますが、経営努力による損失の圧縮に努めてまいります。 

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 リニアベアリング等の既存製品の拡販による売上利益の確保を土台とし、更に創業以来長年蓄積した固有技術を活

かした製品開発と、小型薄型で高精度な位置決めステージ等の製品開発を積極的に推進することにより、中長期的に

順次新製品の市場投入を行い売上利益の拡大を図るとともに、生産性の向上に注力することにより、収益性の向上や

財務体質の強化、企業価値の増大を図ってまいります。 

(4）会社の対処すべき課題 

 当社は世界的な経済危機の影響を受け売上が激減する中で、受注確保を第一の課題と認識し積極的な受注活動、新

規顧客の開拓を強力に推進すると同時に、生産体制の見直し、固定費、変動費の削減などを強力に推し進め業績の早

期回復に努めてまいります。 

  重点方針は以下のとおりであります。 

① 円筒直動軸受専門メーカーとして円筒直動軸受製品に関わる技術、製品及びノウハウの更なる蓄積強化 

② 顧客満足度向上のために、営業・技術・製造の三位一体体制の更なる強化 

③ 自社の強みと顧客ニーズの接点を重視した新製品の開発及び市場投入 

④ 将来の成長を支える人材の育成 

  

  

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 207,901 968,733

受取手形 31,129 55,867

売掛金 684,985 390,479

製品 9,546 7,677

原材料 170,069 137,369

仕掛品 296,958 231,892

前払費用 6,892 3,378

繰延税金資産 17,615 21,704

その他 2,088 1,482

貸倒引当金 △568 △868

流動資産合計 1,426,618 1,817,716

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※  1,676,914 ※  1,676,914

減価償却累計額 △673,379 △736,825

建物（純額） 1,003,535 940,089

構築物 99,400 99,400

減価償却累計額 △53,411 △59,544

構築物（純額） 45,988 39,855

機械及び装置 1,172,621 1,117,042

減価償却累計額 △965,233 △928,556

機械及び装置（純額） 207,388 188,485

車両運搬具 9,537 11,344

減価償却累計額 △6,418 △6,624

車両運搬具（純額） 3,119 4,719

工具、器具及び備品 165,700 168,241

減価償却累計額 △123,792 △132,891

工具、器具及び備品（純額） 41,907 35,349

土地 ※  1,063,504 ※  1,063,504

有形固定資産合計 2,365,444 2,272,004

無形固定資産   

特許権 428 173

ソフトウエア 4,163 2,591

その他 673 673

無形固定資産合計 5,264 3,438

投資その他の資産   

投資有価証券 4,166 3,998

出資金 70 70

ヒーハイスト精工㈱　（6433）　平成21年３月期　決算短信　（非連結）

7



（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) 

従業員長期貸付金 130 －

破産更生債権等 － 4,394

繰延税金資産 108,496 102,889

その他 21,045 25,686

貸倒引当金 － △6,168

投資その他の資産合計 133,908 130,870

固定資産合計 2,504,617 2,406,314

資産合計 3,931,236 4,224,030

負債の部   

流動負債   

支払手形 283,961 129,139

買掛金 78,290 24,604

1年内返済予定の長期借入金 ※  112,760 ※  203,757

未払金 15,338 15,420

未払費用 29,621 15,694

未払法人税等 48,000 4,000

未払消費税等 2,730 9,043

預り金 4,687 2,688

賞与引当金 27,000 6,667

リース資産減損勘定 － 6,804

その他 936 548

流動負債合計 603,325 418,368

固定負債   

長期借入金 ※  127,700 ※  608,863

退職給付引当金 34,733 34,753

役員退職慰労引当金 232,318 238,760

長期リース資産減損勘定 － 1,759

固定負債合計 394,752 884,136

負債合計 998,078 1,302,505

純資産の部   

株主資本   

資本金 717,495 717,495

資本剰余金   

資本準備金 664,455 664,455

資本剰余金合計 664,455 664,455

利益剰余金   

利益準備金 10,000 10,000

その他利益剰余金   

特別償却準備金 1,656 1,092

別途積立金 1,130,000 1,130,000
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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) 

繰越利益剰余金 411,706 398,483

利益剰余金合計 1,553,363 1,539,575

株主資本合計 2,935,313 2,921,525

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,155 －

評価・換算差額等合計 △2,155 －

純資産合計 2,933,157 2,921,525

負債純資産合計 3,931,236 4,224,030
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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 2,252,435 1,863,847

売上原価   

製品期首たな卸高 11,558 9,546

当期製品製造原価 1,436,426 1,254,594

合計 1,447,984 1,264,141

製品期末たな卸高 9,546 7,677

製品売上原価 ※1  1,438,438 ※1  1,256,463

売上総利益 813,997 607,384

販売費及び一般管理費   

役員報酬 109,300 88,220

給与手当 111,966 117,254

賞与 22,573 15,000

賞与引当金繰入額 10,476 2,760

退職給付費用 2,324 3,013

法定福利費 27,051 23,712

役員退職慰労引当金繰入額 13,273 10,982

保険料 23,311 20,514

支払報酬 47,161 43,098

研究開発費 ※2  104,969 ※2  37,206

減価償却費 27,356 26,101

租税公課 36,090 34,237

貸倒引当金繰入額 － 6,468

その他 106,807 85,998

販売費及び一般管理費合計 642,663 514,569

営業利益 171,333 92,814

営業外収益   

受取利息 410 427

業務受託料 － 842

その他 1,691 1,232

営業外収益合計 2,101 2,501

営業外費用   

支払利息 4,788 4,535

債権売却損 882 840

その他 170 169

営業外費用合計 5,841 5,544

経常利益 167,593 89,771

特別利益   

貸倒引当金戻入額 322 －

役員賞与引当金戻入額 5,000 －

特別利益合計 5,322 －
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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) 

特別損失   

固定資産売却損 ※3  5,969 ※3  －

固定資産除却損 ※4  － ※4  4,476

たな卸資産除却損 9,075 10,821

投資有価証券評価損 － 4,306

前渡金償却損 3,500 －

減損損失 ※5  － ※5  8,564

特別退職金 － 19,655

損害賠償金 － 1,163

特別損失合計 18,544 48,987

税引前当期純利益 154,371 40,783

法人税、住民税及び事業税 55,808 29,540

法人税等調整額 △1,385 50

法人税等合計 54,422 29,591

当期純利益 99,948 11,192
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 （注）※１．経費の主な内訳は次のとおりであります。 

※２．他勘定振替高の主な内訳は次のとおりであります。 

  

製造原価明細書

    
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） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円）
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

Ⅰ 材料費    464,047  30.4  345,565  28.6

Ⅱ 労務費    336,164  22.1  272,840  22.5

Ⅲ 経費 ※１  723,213  47.5  591,081  48.9

当期製造費用    1,523,425  100.0  1,209,487  100.0

期首仕掛品たな卸高    255,459        296,958      

合計    1,778,885        1,506,446      

期末仕掛品たな卸高    296,958        231,892      

他勘定振替高 ※２  45,499        19,959      

当期製品製造原価    1,436,426        1,254,594      

    原価計算の方法 原価計算の方法 

     原価計算の方法は、一部個別法による
製品を除き、工程別原価計算によってお
ります。 

同左 

項目 前事業年度 当事業年度 

外注加工費（千円）  418,819  317,373

減価償却費（千円）  124,521  118,003

項目 前事業年度 当事業年度 

研究開発費（千円）  31,159  4,331

たな卸資産除却損（千円） －  10,821
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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 717,495 717,495

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 717,495 717,495

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 664,455 664,455

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 664,455 664,455

資本剰余金合計   

前期末残高 664,455 664,455

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 664,455 664,455

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 10,000 10,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 10,000 10,000

その他利益剰余金   

特別償却準備金   

前期末残高 2,220 1,656

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 △564 △564

当期変動額合計 △564 △564

当期末残高 1,656 1,092

別途積立金   

前期末残高 1,130,000 1,130,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,130,000 1,130,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 354,909 411,706

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 564 564

剰余金の配当 △43,715 △24,980
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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) 

当期純利益 99,948 11,192

当期変動額合計 56,797 △13,223

当期末残高 411,706 398,483

利益剰余金合計   

前期末残高 1,497,129 1,553,363

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 － －

剰余金の配当 △43,715 △24,980

当期純利益 99,948 11,192

当期変動額合計 56,233 △13,787

当期末残高 1,553,363 1,539,575

株主資本合計   

前期末残高 2,879,079 2,935,313

当期変動額   

剰余金の配当 △43,715 △24,980

当期純利益 99,948 11,192

当期変動額合計 56,233 △13,787

当期末残高 2,935,313 2,921,525

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 677 △2,155

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,832 2,155

当期変動額合計 △2,832 2,155

当期末残高 △2,155 －

評価・換算差額等合計   

前期末残高 677 △2,155

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,832 2,155

当期変動額合計 △2,832 2,155

当期末残高 △2,155 －

純資産合計   

前期末残高 2,879,757 2,933,157

当期変動額   

剰余金の配当 △43,715 △24,980

当期純利益 99,948 11,192

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,832 2,155

当期変動額合計 53,400 △11,631

当期末残高 2,933,157 2,921,525
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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 154,371 40,783

減価償却費 151,878 144,105

減損損失 － 8,564

貸倒引当金の増減額（△は減少） △322 6,468

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,600 △20,333

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,662 19

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,273 6,441

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △15,000 －

受取利息及び受取配当金 △410 △427

支払利息 4,788 4,535

有形固定資産売却損益（△は益） 5,969 －

有形固定資産除却損 － 4,476

前渡金償却損 3,500 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 4,306

売上債権の増減額（△は増加） 271,910 269,767

たな卸資産の増減額（△は増加） △30,597 99,635

その他の流動資産の増減額（△は増加） 5,000 3,538

仕入債務の増減額（△は減少） △74,555 △209,767

その他の流動負債の増減額（△は減少） △65,634 △13,276

その他 － △7,206

小計 417,434 341,631

利息及び配当金の受取額 410 427

利息の支払額 △4,687 △4,410

法人税等の支払額 △74,257 △72,623

営業活動によるキャッシュ・フロー 338,899 265,024

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △0 △10,002

定期預金の払戻による収入 － 12,000

有形固定資産の取得による支出 △126,506 △49,500

有形固定資産の売却による収入 400 －

無形固定資産の取得による支出 △2,921 －

投資有価証券の取得による支出 △1,330 △515

貸付金の回収による収入 860 860

投資その他の資産の増減額（△は増加） △3,356 △1,828

投資活動によるキャッシュ・フロー △132,855 △48,987
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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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 － 700,000

長期借入金の返済による支出 △261,880 △127,840

配当金の支払額 △43,364 △25,368

財務活動によるキャッシュ・フロー △305,244 546,791

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △99,201 762,828

現金及び現金同等物の期首残高 248,879 149,678

現金及び現金同等物の期末残高 ※  149,678 ※  912,507
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 該当事項はありません。 

  

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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重要な会計方針

項目 
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．有価証券の評価基準及び

評価方法 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基づく時価法 

（評価差額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）を採用しております。 

その他有価証券 

時価のあるもの 

       同左 

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

製品・仕掛品 

 総平均法による原価法を採用しており

ます。（一部の製品、仕掛品は個別法に

よる原価法を採用しております。） 

製品・仕掛品 

 総平均法による原価法（貸借対照表価額

は収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法により算定）を採用しております。

（一部の製品、仕掛品は個別法による原

価法（貸借対照表価額は収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法により算定）を

採用しております。） 

  原材料 

 月次総平均法による原価法を採用して

おります。 

原材料 

 月次総平均法による原価法（貸借対照表

価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの

方法により算定）を採用しております。 

  

（会計方針の変更） 

 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日公表分）を適用しておりま

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23,811千円減

少しております。  
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項目 
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） 

３．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

 定率法（ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物（附属設備を除

く）については定額法）を採用してお

ります。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

 建物            31年 

 機械装置        11～12年 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

 定率法（ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物（附属設備を除

く）については定額法）を採用してお

ります。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

 建物            31年 

 機械装置        11～12年 

      

  （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

税引前当期純利益は、それぞれ2,744千

円減少しております。 

  

  （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6,073千

円減少しております。 

  

  (2）無形固定資産 

 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 

（５年）に基づいております。 

(2）無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

        ────── 

  

  

(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。  
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項目 
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） 

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、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。 

(1）貸倒引当金 

同左 

  (2）賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の支出

に充てるため、支給見込額の期間対応

分を計上しております。 

(2）賞与引当金 

同左 

  (3）役員賞与引当金 

 役員賞与の支出に備えて、当事業年

度における支給見込額に基づき計上し

ております。 

 なお、当事業年度におきましては、

当期の業績を踏まえ、役員賞与を支給

しないことを取締役会にて決議したた

め、役員賞与引当金を計上しておりま

せん。 

(3）役員賞与引当金 

 役員賞与の支出に備えて、当事業年

度における支給見込額に基づき計上し

ております。 

 なお、当事業年度におきましては、

当期の業績を踏まえ、役員賞与の支給

は見込んでいないため、役員賞与引当

金を計上しておりません。 

  (4）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、期

末における退職給付債務及び年金資産

に基づき計上しております。 

(4）退職給付引当金 

同左 

  (5）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額を計上

しております。 

(5）役員退職慰労引当金 

同左 

５．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

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。 

────── 

６．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない

取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。 

同左 

７．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 
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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） 

──────  （リース取引に関する会計基準） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従

来、賃貸借取引に係る会計処理によっておりましたが、当

事業年度より「リース取引に関する会計基準」（企業会計

基準第13号（平成５年６月17日（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））を適用し、通常の売買取

引に係る会計処理によっております。 

 ただし、当事業年度は新規取得のリース資産がないた

め、この変更により損益に与える影響はありません。 

 なお、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開

始日前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理を適用しております。  

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） 

 （損益計算書）  

 前期まで営業外費用の「その他」に含めて表示してお

りました「債権売却損」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、前期における「債権売却損」の金額は58千円で

あります。 

 （損益計算書）  

         ────── 
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注記事項

（貸借対照表関係）

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） 

※ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりであります。 

※ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりであります。 

建物    千円 1,003,535

土地  1,063,504

計     千円 2,067,040

建物 千円 940,089

土地  1,063,504

計 千円 2,003,593

担保付債務は次のとおりであります。 担保付債務は次のとおりであります。 

１年以内返済予定長期借入金 千円 69,440

長期借入金  104,050

計 千円 173,490

１年以内返済予定長期借入金 千円 180,960

長期借入金  558,010

計 千円 738,970

（損益計算書関係）

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               ────── 

  

※１  期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下げ後の

金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含ま

れております。              千円 23,811

※２ 研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる研究開発費  104,969千円 

※２ 研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる研究開発費   37,206千円 

※３ 固定資産売却損の内訳 ※３        ────── 

機械装置        千円5,969

計           千円5,969

  

※４        ────── ※４ 固定資産除却損の内訳        

  機械装置 

車両運搬具 

工具器具備品  

千円

千円

千円

3,900

40

535

計 千円4,476

※５        ────── 

  

※５ 減損損失 

 当事業年度において、当社は以下の資産について減

損損失を計上いたしました。 

（減損損失を認識した資産の概要）  

（資産のグルーピングの方法） 

 当社は、原則として、事業用資産については事業部

を基準としてグルーピングを行っており、転貸資産に

ついては個別資産ごとにグルーピングを行っておりま

す。 

（減損損失の認識に至った経緯）  

 転貸先の業績悪化により、転貸リース料の回収可能

性に疑義が生じたため、当事業年度末の未経過リース

料を帳簿価額とみなし、当該帳簿価額を回収可能価額

まで減額し、減少額を減損損失として特別損失に計上

いたしました。  

（回収可能額の算定） 

 回収可能価額の算定にあたっては、使用価値を零と

して減損損失を測定しております。 

場所 用途 種類 
 減損損失
(千円) 

群馬県富岡市 転貸資産 リース資産    8,564
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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） 

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 

  

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 

  

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末株式
数（千株） 

当事業年度増加株
式数（千株） 

当事業年度減少株
式数（千株） 

当事業年度末株式
数（千株） 

発行済株式         

普通株式  6,245  －  －  6,245

合計  6,245  －  －  6,245

自己株式         

普通株式  －  －  －  －

合計  －  －  －  －

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日

平成19年6月28日 

定時株主総会 
普通株式  43,715  7 平成19年3月31日 平成19年6月29日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

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26日 

定時株主総会 
普通株式  24,980   利益剰余金  4 平成20年3月31日 平成20年6月27日
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当事業年度（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 

  

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 

  次のとおり、決議を予定しております。  

  

  
前事業年度末株式
数（千株） 

当事業年度増加株
式数（千株） 

当事業年度減少株
式数（千株） 

当事業年度末株式
数（千株） 

発行済株式         

普通株式  6,245  －  －  6,245

合計  6,245  －  －  6,245

自己株式         

普通株式  －  －  －  －

合計  －  －  －  －

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日

平成20年6月26日 

定時株主総会 
普通株式  24,980  4 平成20年3月31日 平成20年6月27日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成21年6月26日 

定時株主総会 
普通株式  6,245   利益剰余金  1 平成21年3月31日 平成21年6月29日
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（キャッシュ・フロー計算書関係）

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） 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記 

 されている科目の金額との関係 

（平成20年３月31日現在）

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記 

 されている科目の金額との関係 

（平成21年３月31日現在）

  

現金及び預金勘定       千円207,901

預入期間が３ヵ月を超える定期預金  △58,223

現金及び現金同等物       千円149,678

現金及び預金勘定 千円968,733

預入期間が３ヵ月を超える定期預金  △56,226

現金及び現金同等物 千円912,507
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（リース取引関係）

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．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引（借主側） 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

(2）未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

  

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

  

(4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

  

(5）利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。 

  
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却 
累計額 
相当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円） 

機械装置  312,560  152,207  160,352

工具器具備品   16,806  10,934  5,871

ソフトウエア  15,267  4,071  11,196

合計  344,633  167,212  177,421

１年内        千円49,070

１年超  131,392

合計       千円180,462

支払リース料        千円53,367

減価償却費相当額       千円50,819

支払利息相当額        千円2,279

１．ファイナンス・リース取引（借主側） 

   当事業年度は新たなファイナンス・リース取引は行っ

ておりません。 

  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、その内容は次のとおりであり

ます。  

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

(2）未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

リース資産減損勘定の残高      千円 

  

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

  
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却 
累計額 
相当額 
（千円） 

減損損失
累計額  
相当額  
(千円) 

期末残高
相当額 
（千円）

機械装置  283,630  165,930  8,564  109,136

工具器具
備品   14,578  11,136  －  3,442

ソフトウ
エア  15,000  7,000  －  8,000

合計  313,209  184,066  8,564  120,578

１年内 千円43,370

１年超  88,321

合計 千円131,692

8,564

支払リース料 千円50,784

減価償却費相当額 千円48,597

支払利息相当額 

減損損失 

千円

千円

1,697

8,564

２．オペレーティング・リース取引 

 未経過リース料 

  

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はありません。 

１年内        千円7,157

１年超  7,160

合計        千円14,317

(4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

  

(5）利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。 

２．オペレーティング・リース取引 

 オペレーティング・リース取引のうち解約不能のも

のに係る未経過リース料  

１年内 千円4,179

１年超  2,981

合計 千円7,160
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前事業年度（平成20年３月31日現在） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

  該当事項はありません。 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

当事業年度（平成21年３月31日現在） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

  該当事項はありません。 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

  （注）当事業年度において、その他有価証券で時価のある株式について4,306千円減損処理を行っております。 

 なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には、合理的な反証

がない限り全て減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、回収可能性等を考慮して必要と認められた額

について減損処理を行っております。 

  

前事業年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

 当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、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） 

 当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。  

  

（有価証券関係）

  種類 取得原価（千円）
貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円）

貸借対照表計上額が取得原

価を超えないもの 

(1）株式  7,789  4,166  △3,622

(2）債券                  

① 国債・地方債等  －  －  －

② 社債  －  －  －

③ その他  －  －  －

(3）その他  －  －  －

合計  7,789  4,166  △3,622

  種類 取得原価（千円）
貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円）

貸借対照表計上額が取得原

価を超えないもの 

(1）株式  3,998  3,998  －

(2）債券                  

① 国債・地方債等  －  －  －

② 社債  －  －  －

③ その他  －  －  －

(3）その他  －  －  －

合計  3,998  3,998  －

（デリバティブ取引関係）
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１．採用している退職給付制度の概要 

 当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を行っており、その退職一時金の60％相当額を退職年金制

度に移行しております。 

２．退職給付債務及びその内訳 

 （注） 退職給付債務の算定に当たって、簡便法（自己都合要支給額）を採用しております。 

３．退職給付費用の内訳 

 （注） 簡便法を採用しているため、退職給付費用は勤務費用としております。 

４．退職給付債務の計算基礎 

 退職一時金制度に係わる退職給付債務の算定に当たっては、退職給付会計に関する実務指針（中間報告）

（日本公認会計士協会会計制度委員会報告第13号）に定める簡便法（期末自己都合要支給額を退職給付債務と

する方法）により、計上しております。 

  

（退職給付関係）

  
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） 

(1）退職給付債務（千円）  49,816  42,537

(2）年金資産（千円）  15,082  7,783

(3）退職給付引当金（千円）(1）－(2）  34,733  34,753

  
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） 

退職給付費用            

(1）勤務費用（千円）  10,239  12,061
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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） 

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1）ストック・オプションの内容 

 （注）株式数に換算して記載しております。 

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、

株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

② 単価情報 

   

（ストック・オプション等関係）

  
平成15年

  ストック・オプション  

付与対象者の区分及び人数 取締役２名、顧問１名、従業員６名

ストック・オプション数

（注） 
普通株式 213,000株 

付与日 平成15年６月30日 

権利確定条件 
当社の役員、従業員又は顧問の地位

にあること。 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間 
平成16年７月１日から 

平成21年６月30日まで 

  
平成15年

ストック・オプション 

権利確定後      （株）      

前事業年度末  108,000

権利確定  －

権利行使  －

失効  －

未行使残  108,000

  
平成15年

ストック・オプション 

権利行使価格      （円）  330

行使時平均株価     （円）  －

公正な評価単価（付与日）（円）  －
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当事業年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1）ストック・オプションの内容 

 （注）株式数に換算して記載しております。 

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、

株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

② 単価情報 

  

  
平成15年

  ストック・オプション  

付与対象者の区分及び人数 取締役２名、顧問１名、従業員６名

ストック・オプション数

（注） 
普通株式 213,000株 

付与日 平成15年６月30日 

権利確定条件 
当社の役員、従業員又は顧問の地位

にあること。 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間 
平成16年７月１日から 

平成21年６月30日まで 

  
平成15年

ストック・オプション 

権利確定後      （株）      

前事業年度末  108,000

権利確定  －

権利行使  －

失効  100,000

未行使残  8,000

  
平成15年

ストック・オプション 

権利行使価格      （円）  330

行使時平均株価     （円）  －

公正な評価単価（付与日）（円）  －
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（税効果会計関係）

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） 

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因 

 別の内訳 

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因 

 別の内訳 

繰延税金資産（流動） （千円）

 未払事業税否認 4,011

 賞与引当金超過額 10,935

 その他 2,669

合計 17,615

繰延税金資産（固定）     

 退職給付引当金超過額 14,067

 役員退職慰労引当金否認 94,089

 その他有価証券評価差額金 1,467

 特別償却準備金 △1,127

  合計 108,496

繰延税金資産（流動） （千円）

 未払事業税等否認 3,247

 賞与引当金超過額 2,700

 貸倒引当金超過額 

  棚卸資産評価減否認 

  棚卸資産除却損否認  

1,729

9,643

4,382

合計 21,704

繰延税金資産（固定）     

 退職給付引当金超過額 14,075

 役員退職慰労引当金否認 96,697

 特別償却準備金 △743

 投資有価証券評価損 

 リース資産減損勘定  

1,744

3,468

  小計 115,242

  評価性引当額 △12,353

   合計 102,889

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負 

 担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負 

 担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

   

法定実効税率 40.5 ％ 

 （調整）       

 研究開発特別控除 △3.6  

 交際費等永久に損金に算入さ 

 れない項目 
0.6

  

 住民税均等割等 1.1  

  役員賞与引当金 △1.3  

 その他  △2.1  

税効果会計適用後の法人税等の

負担率 
35.2

  

法定実効税率 40.5 ％ 

 （調整）       

 研究開発特別控除 △4.1  

 交際費等永久に損金に算入さ 

 れない項目 
2.0

  

 住民税均等割等 8.2  

  評価性引当額 30.2  

 タックスクッション  △3.7  

  その他 △0.5  

税効果会計適用後の法人税等の

負担率 
72.6
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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。 

  

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。 

  

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。 

  

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。 

  

（持分法損益等）

（企業結合等関係）

（関連当事者情報）

（資産除去債務）
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 （注） １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後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。 

  

  

（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        469.68円 

１株当たり当期純利益金額        16.00円 

 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、潜在株式は存在するものの希薄化効果

を有しないため記載しておりません。  

１株当たり純資産額        467.82円 

１株当たり当期純利益金額          1.79円 

 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、潜在株式は存在するものの希薄化効果

を有しないため記載しておりません。  

  
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）  99,948  11,192

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（千円）  99,948  11,192

期中平均株式数（千株）  6,245  6,245

             

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（千円）  －  －

普通株式増加数（千株）  －  －

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 

平成15年６月26日開催の定時株主

総会の特別決議によるストック・

オプション 

（新株予約権） 

普通株式  108,000株 

新株予約数   108個 

平成15年６月26日開催の定時株主

総会の特別決議によるストック・

オプション 

（新株予約権） 

普通株式   8,000株 

新株予約数    8個 

（重要な後発事象）

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） 

該当事項はありません。 該当事項はありません。 
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(1）役員の異動 

 ① 代表取締役の移動 

   該当事項はありません。 

   ② その他役員の移動 

    ・新任取締役候補 

     該当事項はありません。 

    ・新任監査役候補 

         該当事項はありません。 

    ・退任予定監査役 

     該当事項はありません。 

    ・昇任取締役候補 

     該当事項はありません。 

   ③ 就任予定日 

     該当事項はありません。 

５．その他
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(2）その他 

 ① 生産実績 

 （注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 ② 受注状況 

 （注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 ③ 販売実績 

 （注）１．最近２事業年度の主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。 

２．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

品目の名称 

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） 

増減 

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 増減率（％）

リニアベアリング  1,453,270  64.6  1,157,259  62.2  △296,010  △20.4

エンジンパーツ  669,507  29.7  516,099  27.7  △153,408  △22.9

ポジショニングステージ  128,047  5.7  188,548  10.1  60,501  47.2

合計  2,250,825  100.0  1,861,907  100.0  △388,918  △17.3

品目の名称 

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） 

増減 

受注高 
（千円） 

受注残高
（千円） 

受注高
（千円） 

受注残高
（千円） 

受注高 
（千円） 

受注残高
（千円） 

リニアベアリング  1,473,432  174,727  1,010,901  28,688  △462,530  △146,038

エンジンパーツ  682,997  63,334  464,821  12,056  △218,176  △51,278

ポジショニングステージ  129,982  18,984  314,501  142,677  184,518  123,693

合計  2,286,412  257,045  1,790,224  183,421  △496,188  △73,623

品目の名称 

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） 

増減 

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 増減率（％）

リニアベアリング  1,451,198  64.4  1,156,940  62.1  △294,257  △20.3

エンジンパーツ  669,507  29.7  516,099  27.7  △153,408  △22.9

ポジショニングステージ  131,729  5.9  190,807  10.2  59,078  44.8

合計  2,252,435  100.0  1,863,847  100.0  △388,587  △17.3

相手先 
前事業年度 当事業年度

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

ＴＨＫ株式会社  1,256,299  55.8  1,014,492  54.4

株式会社本田技術研究所  582,940  25.9  404,011  21.7
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