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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 2,904 △7.0 101 △56.1 78 △62.0 44 △75.0

20年3月期 3,122 1.3 231 36.9 206 41.8 176 2.7

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 5.33 ― 5.7 2.5 3.5
20年3月期 21.30 ― 26.2 6.4 7.4

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

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期 3,035 802 26.4 96.69
20年3月期 3,213 760 23.6 91.53

（参考） 自己資本   21年3月期  802百万円 20年3月期  760百万円

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 228 △16 △40 392
20年3月期 31 △17 △121 220

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 ― 0.00 0.00 ― ― ―

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

22年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

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

1,200 △19.5 △16 ― △29 ― △33 ― △3.98

通期 2,650 △8.7 35 △65.3 7 △91.0 0 △100.0 0.00



4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

（注）詳細は、14ページ「重要な会計方針」をご覧ください。 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たりの当期純利益の算定の基礎となる株式数については、29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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 8,353,645株 20年3月期 8,353,645株

② 期末自己株式数 21年3月期  58,392株 20年3月期  49,820株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成しております。実際の業績は、今後の様々な要因によって記載の予
想数値と異なる可能性があります。 
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(1）経営成績に関する分析 

① 当事業年度の経営成績 

当事業年度におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的金融不安による信用収縮

や景気後退懸念により下半期以降企業の景況感は急速に悪化し、製造業の減産、設備投資の抑制、これに伴う雇用

調整の実施など実体経済面への悪影響が顕著に表れ、極めて厳しい局面に直面いたしました。 

当社を取り巻く事業環境としましては、ウインチ製品が関連いたします建設業界では、改正建築基準法の影響が

ようやく収束したものの、民間設備投資については企業業績悪化による投資抑制の影響を受け、公共投資と同様縮

減傾向に歯止めがかからず、依然として厳しい受注環境が続いております。また、バランサ製品の関連市場であり

ます物流分野では、急激な企業収益環境の悪化に伴い、設備投資の抑制や先送りが顕著となり、製造業の在庫調

整、生産縮小の動きが急速に進むなど当社を取り巻く事業環境はさらに厳しさを増しております。 

このような情勢の中で、当事業年度は平成18年度にスタートした「新中期３カ年経営計画」の最終年度に当た

り、「累積損失の一掃と復配の実施」という経営の最重要課題に道筋を付けるべく、中核事業でありますウインチ

とバランサの両部門に経営資源を集中し、全社を挙げて受注の確保と売上目標の達成に注力してまいりました。 

具体的な活動としましては、営業部門では、他社との差別化戦略に基づき市場投入した「スーパーベビーホイス

ト」と「ウルトラバラマン」の販売促進と設備投資意欲の旺盛な太陽電池、燃料電池及び風力発電などの環境・エ

ネルギー分野への積極的なアプローチや標準品以外の特殊案件の受注活動についても注力してまいりました。ま

た、ウインチ製品においては、小型標準品の落ち込みをカバーするべく、中・大型のプラント向け特殊品などを積

極的に受注し売上の確保に努めました。一方、バランサ製品においては、技術部門の営業支援体制を強化し、液

晶・太陽電池関連など設備投資が活発な業種・企業に的を絞り受注活動を展開してまいりました。また、当社製品

の認知度アップを図るため各種展示会に積極的に参加し、「ファインテック・ジャパン」ではマイコンを搭載した

新制御方式のエアーバランサを出展し、「国際太陽電池展」では太陽電池パネルの高所搬送用荷揚機と大型パネル

用バランサを出展するなど、新規顧客へのＰＲと新市場の開拓活動を推進いたしました。 

また、生産部門においては、営業支援策として受注確保を最優先とした引合処理体制の強化や新製品開発のスピ

ードアップ及び成長分野における用途開発などを促進するとともに、損益分岐点売上高を引き下げるための内製化

の推進による工場稼働率の維持、調達コストの引き下げと製造経費の節減などに取り組んでまいりました。 

以上の結果、当期の売上高は2,904,629千円（前年同期比7.0％減）となりました。売上高を主力製品別に見ます

と、建設不況や設備投資需要の急激な落ち込みの影響を受け、ウインチ製品の売上は前年同期比8.9％の減少、搬

送設備機器売上高の大半を占めるバランサ製品では前年同期比8.4％の減少を余儀なくされました。 

一方、損益面につきましては、調達コストの引き下げや諸経費の削減に努めましたが、主力製品の売上高の減少

に加え、第４四半期以降の生産調整に伴う固定費負担の増加などの影響を受け、売上総利益率は前年同期比2.8ポ

イント悪化し、販売費及び一般管理費の圧縮を図りましたが、営業利益は101,907千円(前年同期比56.1％減)、経

常利益は78,499千円（前年同期比62.0％減）となりました。 

また、株式市場の低迷による投資有価証券評価損9,787千円、平成14年に売却した旧戸塚工場の土壌汚染に係る

処理費用としての損害賠償金17,800千円などを特別損失に計上したことにより、当期純利益は44,233千円(前年同

期比75.0％減)となりました。 

  

１．経営成績
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② 次期の見通し 

今後のわが国経済は、世界的な景気低迷により景況感の悪化が製造業を中心に広範囲に広がっており、本格的な

需要回復の時期や水準が不透明のまま推移する厳しい経営環境が続くものと予想されます。 

このような状況下、当社にとりましては、平成16年度より５期連続で収益黒字化を実現してまいりましたが、平

成21年度は黒字を維持継続できるかどうかの正念場の年であり、真の意味で経営基盤を強化する挑戦の年と位置づ

け、「攻め」と「守り」の両面からの施策を遅滞なく実施してまいります。 

当面の課題として、「攻め」の施策としては、受注の確保を最優先とし、引合処理の迅速化、競合戦略の再構築

によるシェアの確保、新製品開発の促進と新規顧客の開拓などを推進するとともに、「守り」については、内製化

の推進による工場稼動率のアップ、調達コストの引き下げ、諸経費の節減などに取組み損益分岐点売上高の引き下

げによる採算性の向上に努めてまいります。 

以上により、次期の業績見通しとしましては、売上高2,650百万円、営業利益35百万円、経常利益7百万円、当期

純利益0百万円を見込んでおります。 

なお、次期の業績予想につきましては、現時点において合理的と判断するデータに基づいて作成しており、予想

につきましては、様々な不確定要素が内在しているため、実際の業績は見通しと大きく異なる可能性があります。

  

  

(2）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

 （流動資産）  

当事業年度末における流動資産の残高は2,021,041千円となり、前事業年度末に比べ144,339千円減少いたしまし

た。減少した主な要因としましては、現金回収促進により現金及び預金が171,872千円増加しましたが、売上高が

減少したことに伴い受取手形が162,888千円、売掛金が70,420千円それぞれ減少したこと、また生産調整により製

品在庫が75,770千円減少したことによるものであります。 

（固定資産） 

当事業年度末における固定資産の残高は1,014,416千円となり、前事業年度末に比べ34,118千円減少いたしまし

た。減少した主な要因としましては、建物、工具器具及び備品などの有形固定資産が減価償却により22,543千円減

少したこと、投資その他の資産が投資有価証券の時価値下がりにより9,680千円減少したことによるものでありま

す。 

（流動負債） 

 当事業年度末における流動負債の残高は1,617,988千円となり、前事業年度末に比べ91,588千円減少いたしまし

た。減少した主な要因としましては、売上高減少に伴う生産調整により支払手形が119,259千円、買掛金が46,502

千円それぞれ減少したことによるものであります。 

（固定負債） 

 当事業年度末における固定負債の残高は615,427千円となり、前事業年度末に比べ128,887千円減少いたしまし

た。減少した主な要因としましては、関係会社長期借入金が約定返済により119,400千円減少したことによるもの

であります。 

（純資産） 

当事業年度末における純資産の残高は802,041千円となり、前事業年度末に比べ42,017千円増加いたしました。

増加した主な要因としましては、当期純利益計上により利益剰余金が44,233千円増加したことによるものでありま

す。 
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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、前事業年度末に比べ171,872千円増加

し、392,871千円となりました。 

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増減要因は、以下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、228,906千円となりました。これは、仕入債務の減少165,761千円、割引手形

の減少59,993千円等の資金減少要因がありましたが、税引前当期純利益50,972千円、売上債権の減少293,302千

円、たな卸資産の減少83,237千円等により資金が増加したこと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） 

投資活動の結果支出した資金は、16,065千円となりました。これは、主に山梨事業所における工具、器具及び

備品などの有形固定資産の取得13,868千円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） 

財務活動の結果支出した資金は、40,967千円となりました。これは、短期借入金が500,000千円増加いたしま

したが、関係会社短期借入金が420,925千円、関係会社長期借入金が119,400千円それぞれ減少したことによるも

のであります。 

  

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／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）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。 

（注２）有利子負債は、貸借対照表に計上されている借入金を対象としております。また、営業キャッシュ・フ

ロー及び利払いは、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」及び「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ます。利益配分につきましては、業績

に応じた利益配分を基本方針とし、安定的な経営基盤を確保するための内部留保金を総合的に勘案して方針の決定を

行っております。 

当期・次期の剰余金の配当につきましては、期間損益は黒字化しているものの、過去数期間にわたり計上した多額

の赤字に伴い繰越利益剰余金のマイナス額が大きく、依然解消するには至らないことより、誠に遺憾ながら無配とさ

せていただきます。 

今後につきましては、安定した受注売上を確保し、恒常的に黒字が計上できる強固な企業体質の確立に努め、早期

復配に向けて努力する所存であります。 

  

(4）事業等のリスク 

（特定の取引先への依存について） 

 当社は、主要株主であるトーヨーカネツ株式会社より資金面等の支援を受けております。当事業年度末における

同社からの借入金は539,299千円となっており、当事業年度末の借入金全体の36.2％と高い比率を占めておりま

す。同社の当社に対する取引方針が変化した場合、当社の業績に影響を与える可能性があります。  

  

   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（％）          18.2          23.6          26.4 

時価ベースの自己資本比率（％）          51.5          25.8          14.5 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％）        753.6       4,923.7         650.6 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）           6.2           1.0           7.1 
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 最近の有価証券報告書（平成20年６月25日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「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ております。 

  

(1）会社の経営の基本方針 

 当社は、顧客、株主・投資家、従業員などの関係者が相互に満足を得る「最良の会社」となることを企業理念とし

ています。経営環境のドラスティックな変化や急速な技術の発展にも耐えうる開発スピード及びコスト対応力の強化

を図り、開発指向メーカーとして、幅広い顧客のニーズに応えるべく高品質かつ高付加価値な製品を供給してまいり

ます。”人にやさしく、より生産性の高い、ユニークな製品作り”を実現し、企業の発展と社会的責任を果たすこと

を目指しております。  

  

(2）目標とする経営指標 

 当社は、恒常的な黒字確保を最大の経営課題として捉え、利益率重視の事業展開を図っております。この経営方針

の進捗状況をモニタリングする経営指標といたしまして、当社では限界利益率（売上高より材料費・外注費を控除し

たものの売上高に対する比率）、売上総利益率、売上高営業利益率及び売上高経常利益率を重視しております。  

  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 当社は、平成15年４月から平成18年３月までの３年間を経営再建期間として位置づけ、慢性的な赤字体質から脱却

し安定的な収益を確保できうる企業体質に転換することを最重要課題として取り組んでまいりました。事業の選択と

集中の考えのもと、持てる経営資源を得意分野、成長分野に集約し、営業体制の再構築、利益追求型の体制・組織へ

の移行、技術力を生かした新製品開発、用途開発の積極的な推進、コストダウンの実現等の諸施策を実行した結果、

平成17年３月期には７期ぶりに黒字転換を達成し、平成18年３月期も低水準ではありますが黒字を確保するなど、所

期の目標はほぼ達成できたものと考えております。 

 経営再建期間に続く向う３年間（平成18年４月から平成21年３月まで）は、将来の社業発展の礎を築く期間として

位置づけ、再建期間中に培った力を結集し「競争力の強化」に全社を挙げて取り組み中であり、守りから攻めの経営

へ転換しております。 

 特に、当社の主力製品であるウインチ及びバランサの両部門について、今後さらに経営資源を集中し、特化するこ

とにより営業力並びに効率的な生産・技術開発力を強化し、競合他社との差別化を図ってまいります。業界をリード

する企業として新製品開発・用途開発を通じさまざまなお客様のニーズに応えうる体制を整え、より一層存在価値が

認められる企業を目指しております。  

  

(4）会社の対処すべき課題 

経営再建計画に従い達成した黒字体質を今後も維持継続させるために、新中期経営計画（平成18年４月から平成21

年３月まで）において、「競争力の強化」すなわち「利益が生み出せる売上水準確保のための営業力強化」とそれを

支える「効率的な生産・開発体制の構築」に向けて全社を挙げて取り組み、「累積損失の一掃と復配の実施」という

経営の最重要課題に道筋を付けることを目標としてまいりました。 

しかしながら、昨年秋以降の急速な実体経済の悪化により受注環境が急変したことにより、所期の目標に対し一定

の成果は得られたものの、不十分な結果に終わりました。 

今後の見通しとして、当社にとって厳しい経営環境がしばらく続くものと予想され、経営の最重要課題である「累

積損失の一掃と復配の実施」という目標を早期に達成するために、平成21年度である次期を如何に赤字を回避し黒字

を確保するかが喫緊の課題であると認識しております。 

「次期の見通し」で述べた「攻め」と「守り」の諸施策を遅滞なく実施するとともに、ウインチ製品においては、

標準機種の販売戦略の見直しと特殊品の受注活動を促進するとともに、「マイティ・プラー」のより安全性を考慮し

た新製品の開発、メンテナンス体制の再構築による製品品質の維持向上と、バランサ製品においては不況下でも設備

投資意欲のある成長分野への積極的なアプローチと顧客ニーズに合わせた用途開発の促進、CS活動による需要の掘り

起こしなどにより営業力の強化を図ってまいります。また、生産面では、引き続き内製化の推進による工場稼働率の

アップ、棚卸資産の圧縮、資材調達のコストダウンと固定経費の削減などの生産効率化に取り組んでまいります。 

  

２．企業集団の状況

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 220,998 392,871

受取手形 ※4  581,605 418,717

売掛金 561,601 491,180

製品 218,494 －

商品及び製品 － 142,724

仕掛品 53,699 47,836

原材料 514,263 －

原材料及び貯蔵品 － 512,659

前渡金 1,110 111

前払費用 9,764 11,507

その他 4,204 3,461

貸倒引当金 △360 △27

流動資産合計 2,165,381 2,021,041

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） ※1, ※2  165,347 ※1, ※2  154,117

構築物（純額） ※1, ※2  4,791 ※1, ※2  4,218

機械及び装置（純額） ※2  27,602 ※2  25,990

車両運搬具（純額） ※2  635 ※2  407

工具、器具及び備品（純額） ※2  27,421 ※2  18,519

土地 ※1  723,755 ※1  723,755

有形固定資産合計 949,553 927,010

無形固定資産   

ソフトウエア 12,429 10,535

電話加入権 3,112 3,112

無形固定資産合計 15,542 13,647

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  40,127 ※1  29,268

出資金 24,520 24,520

従業員に対する長期貸付金 317 151

破産更生債権等 22,184 22,181

その他 18,474 19,817

貸倒引当金 △22,184 △22,181

投資その他の資産合計 83,438 73,758

固定資産合計 1,048,534 1,014,416

資産合計 3,213,916 3,035,457
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 475,244 355,985

買掛金 115,455 68,953

短期借入金 ※1  450,000 ※1  950,000

短期株主借入金 ※1, ※3  432,724 －

関係会社短期借入金 － ※1  11,799

１年以内に返済予定の長期株主借入金 ※1, ※3  119,400 －

1年内返済予定の関係会社長期借入金 － ※1  120,000

未払金 168 17,800

未払費用 39,428 47,039

未払法人税等 29,486 8,497

未払消費税等 12,574 10,764

前受金 822 301

預り金 10,560 10,638

前受収益 210 210

賞与引当金 23,500 16,000

流動負債合計 1,709,576 1,617,988

固定負債   

長期株主借入金 ※1, ※3  527,500 －

関係会社長期借入金 － ※1  407,500

退職給付引当金 216,415 207,527

その他 400 400

固定負債合計 744,315 615,427

負債合計 2,453,891 2,233,416

純資産の部   

株主資本   

資本金 897,498 897,498

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △126,801 △82,568

利益剰余金合計 △126,801 △82,568

自己株式 △7,341 △7,983

株主資本合計 763,355 806,946

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,330 △4,904

評価・換算差額等合計 △3,330 △4,904

純資産合計 760,024 802,041

負債純資産合計 3,213,916 3,035,457
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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 3,122,628 2,904,629

売上原価   

製品期首たな卸高 158,419 218,494

当期製品製造原価 ※2  2,362,272 ※2  2,147,701

合計 2,520,691 2,366,196

他勘定振替高 ※1  1,103 ※1  754

製品期末たな卸高 218,494 142,724

製品売上原価 2,301,093 2,222,717

売上総利益 821,534 681,912

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 8,270 7,658

広告宣伝費 33,140 31,316

役員報酬 56,190 59,040

給料及び手当 209,575 205,947

賞与引当金繰入額 9,165 6,373

法定福利費 33,979 36,172

退職給付費用 15,385 11,697

旅費及び交通費 77,696 76,898

支払手数料 49,391 52,295

委託事務費 6,000 6,000

減価償却費 6,119 6,504

その他の経費 ※2  84,645 ※2  80,099

販売費及び一般管理費合計 589,559 580,004

営業利益 231,975 101,907

営業外収益   

受取利息 70 48

受取配当金 618 770

賃貸料収入 19,692 6,156

団体保険配当金 3,705 4,235

その他 3,997 2,527

営業外収益合計 28,084 13,738

営業外費用   

支払利息 ※5  31,519 ※5  30,251

賃借料 12,188 －

売上割引 5,372 4,338

その他 4,174 2,557

営業外費用合計 53,254 37,146

経常利益 206,804 78,499
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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) 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 336

役員退職慰労引当金取崩益 320 －

受取補償金 3,388 －

特別利益合計 3,708 336

特別損失   

固定資産売却損 ※3  1,998 －

固定資産除却損 ※4  4,954 ※4  275

投資有価証券評価損 － 9,787

損害賠償金 － 17,800

特別損失合計 6,953 27,862

税引前当期純利益 203,559 50,972

法人税、住民税及び事業税 6,712 6,739

過年度法人税等 19,883 －

法人税等合計 26,595 6,739

当期純利益 176,964 44,233
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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 897,498 897,498

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 897,498 897,498

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 △303,765 △126,801

当期変動額   

当期純利益 176,964 44,233

当期変動額合計 176,964 44,233

当期末残高 △126,801 △82,568

自己株式   

前期末残高 △6,354 △7,341

当期変動額   

自己株式の取得 △987 △642

当期変動額合計 △987 △642

当期末残高 △7,341 △7,983

株主資本合計   

前期末残高 587,377 763,355

当期変動額   

当期純利益 176,964 44,233

自己株式の取得 △987 △642

当期変動額合計 175,977 43,590

当期末残高 763,355 806,946

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 4,284 △3,330

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △7,614 △1,573

当期変動額合計 △7,614 △1,573

当期末残高 △3,330 △4,904

純資産合計   

前期末残高 591,662 760,024

当期変動額   

当期純利益 176,964 44,233

自己株式の取得 △987 △642

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △7,614 △1,573

当期変動額合計 168,362 42,017

当期末残高 760,024 802,041
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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 203,559 50,972

減価償却費 44,754 39,890

退職給付引当金の増減額（△は減少） △890 △8,887

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △320 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,000 △7,500

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,101 △336

受取利息及び受取配当金 △688 △818

支払利息 31,519 30,251

有形固定資産売却損益（△は益） 1,998 －

有形固定資産除却損 4,954 275

損害賠償損失 － 17,800

投資有価証券評価損益（△は益） － 9,787

売上債権の増減額（△は増加） 94,041 293,302

たな卸資産の増減額（△は増加） △66,750 83,237

仕入債務の増減額（△は減少） △79,576 △165,761

未払消費税等の増減額（△は減少） △4,124 △1,810

割引手形の増減額（△は減少） △144,499 △59,993

その他 △21,157 6,924

小計 63,720 287,332

利息及び配当金の受取額 688 818

利息の支払額 △31,491 △32,025

法人税等の支払額 △1,852 △27,219

営業活動によるキャッシュ・フロー 31,066 228,906

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △25,545 △13,868

有形固定資産の売却による収入 957 －

無形固定資産の取得による支出 △10,977 △1,860

無形固定資産の売却による収入 15,652 －

投資有価証券の取得による支出 △498 △502

出資金の売却による収入 1,302 －

貸付金の回収による収入 1,285 165

投資活動によるキャッシュ・フロー △17,824 △16,065

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） － 500,000

短期株主借入金の純増減額（△は減少） △7,335 －

関係会社短期借入金の純増減額（△は減少） － △420,925

長期株主借入金の返済による支出 △112,800 －

関係会社長期借入金の返済による支出 － △119,400

自己株式の取得による支出 △987 △642

財務活動によるキャッシュ・フロー △121,122 △40,967

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △107,880 171,872

現金及び現金同等物の期首残高 328,878 220,998

現金及び現金同等物の期末残高 ※  220,998 ※  392,871
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 該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に関する注記
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重要な会計方針

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） 

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 

同左 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法 

(1) 製品 

先入先出法による原価法。ただしロボット、バランサ

については個別法による原価法 

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法 

(1) 製品 

 先入先出法による原価法（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。ただしロボット、バランサについては

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。 

(2) 原材料・仕掛品 

移動平均法による原価法 

(2) 原材料・仕掛品 

 移動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。 

 これによる営業利益、経常利益及び税引前当期純利

益に与える影響は軽微であります。 
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前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

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（建物附属設備を除く）、リース資産については定

額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建物及び構築物      ８～38年 

機械装置及び運搬具    ３～17年 

３．固定資産の減価償却の方法 

(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（建物付属設備を除く）については定額法を採用し

ております。 

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建物及び構築物      ８～38年 

機械装置及び運搬具    ３～17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、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。 

 これによる営業利益、経常利益及び税引前当期純利

益への影響は、軽微であります。 

────── 

（追加情報） 

 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。 

 これによる営業利益、経常利益及び税引前当期純利

益への影響は、軽微であります。 

（追加情報） 

 当社の機械装置の耐用年数については、法人税法の

改正を契機として見直しを行い、これまでの５～17年

から10～17年に変更しております。 

 これによる営業利益、経常利益及び税引前当期純利

益への影響は、軽微であります。  

(2) 無形固定資産 

自社利用のソフトウエア 

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。 

(2) 無形固定資産（リース資産を除く） 

自社利用のソフトウエア 

同左 

────── (3) 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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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 

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、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。 

４．引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

同左 

(2) 賞与引当金 

従業員の賞与支給に備えるため、翌事業年度の支給

見込額のうち、当事業年度に帰属する部分の金額を計

上しております。 

(2) 賞与引当金 

同左 

(3) 役員退職慰労引当金 

役員の退職金支給に備えるため内規に基づく期末要

支給額を計上することとしております。 

(3) 役員退職慰労引当金 

同左 

(4) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末にお

ける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上

しております。 

会計基準変更時差異（203,313千円）については、

15年による按分額を費用処理しております。 

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における

従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）

による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事

業年度から費用処理することとしております。 

過去勤務債務は、その発生時における従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数（５年）による定額法

により按分した額を償却することとしております。 

(4) 退職給付引当金 

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。 

５．リース取引の処理方法 

────── 

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、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に

満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動に関して僅少なリスクしか負わ

ない短期的な投資からなっております。 

６．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

同左 

７．その他財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

７．その他財務諸表作成のための重要な事項 

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、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

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）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）を適用し、通常の売買取引に係る方

法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の方法については、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、リース取引開始日が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、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。 

 これによる営業利益、経常利益、税引前当期純利益

に与える影響はありません。  

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） 

１．支払手数料は、金額的重要性が増したため区分掲記

することとしました。なお、前事業年度は販売費及び

一般管理費の「その他の経費」に46,478千円含まれて

おります。 

２．売上割引は、金額的重要性が増したため区分掲記す

ることとしました。なお、前事業年度は営業外費用の

「その他」に7,104千円含まれております。 

（貸借対照表） 

 前事業年度における「短期株主借入金」については、

XBRLが導入されるのを契機として見直しを行い「関係会

社短期借入金」と表示することに変更しました。同様

に、「１年以内に返済予定の長期株主借入金」は「１年

内返済予定の関係会社長期借入金」に、「長期株主借入

金」は「関係会社長期借入金」に、それぞれ変更してお

ります。 

（キャッシュ・フロー計算書）  

 前事業年度における「短期株主借入金の純増減額（△

は減少）」については、XBRLが導入されるのを契機とし

て見直しを行い「関係会社短期借入金の純増減額（△は

減少）」と表示することに変更しました。同様に、「長

期株主借入金の返済による支出」は「関係会社長期借入

金の返済による支出」に変更しております。  
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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） 

※１ 担保に供している資産等は、次のとおりでありま

す。 

(1）担保提供資産簿価 

※１ 担保に供している資産等は、次のとおりでありま

す。 

(1）担保提供資産簿価 

建物 138,767千円

構築物 4,791千円

土地 558,659千円

投資有価証券 5,353千円

計 707,571千円

建物 129,206千円

構築物 4,108千円

土地 558,659千円

投資有価証券 2,545千円

計 694,520千円

(2）担保付債務 (2）担保付債務 

短期借入金 50,000千円

短期株主借入金 432,724千円

１年以内に返済予定の 

長期株主借入金 
119,400千円

長期株主借入金 527,500千円

計 1,129,624千円

短期借入金 50,000千円

関係会社短期借入金 11,799千円

１年内返済予定の関係会

社長期借入金 
120,000千円

関係会社長期借入金 407,500千円

計 589,299千円

※２ 有形固定資産の減価償却累計額は1,069,269千円で

あります。 

※２ 有形固定資産の減価償却累計額は1,100,512千円で

あります。 

※３ 関係会社に係る注記 

 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

関係会社に対するものは、次のとおりであります。

 ３        ────── 

短期株主借入金 432,724千円

１年以内に返済予定の 

長期株主借入金 
119,400千円

長期株主借入金 527,500千円

  

※４ 受取手形割引高         59,993千円  ４        ────── 
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（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 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 

広告費                         477千円 

試験研究費                     457千円 

機械装置                       167千円 

※１ 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 

広告費                         412千円 

試験研究費                     341千円 

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は10,991千円であります。 

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は8,461千円であります。 

※３ 固定資産売却損のうち主なもの 

建物                         1,998千円  

 ３ ────── 

※４ 固定資産除却損のうち主なもの ※４ 固定資産除却損のうち主なもの 

リース資産                   4,533千円 

機械装置                       217千円 

器具備品                       204千円  

機械装置                       178千円 

器具備品                        96千円  

※５ 関係会社との取引 ※５ 関係会社との取引 

  支払利息                    21,440千円    支払利息                    15,839千円  
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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 

（注）自己株式の増加6,525株は、単元未満株式の買取によるものであります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

３．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

該当事項はありません。 

(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 

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） 

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）自己株式の増加8,572株は、単元未満株式の買取によるものであります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

３．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

該当事項はありません。 

(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 

該当事項はありません。 

（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) 

発行済株式         

普通株式  8,353,645  －  －  8,353,645

合計  8,353,645  －  －  8,353,645

自己株式         

普通株式（注）  43,295  6,525  －  49,820

合計  43,295  6,525  －  49,820

  
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) 

発行済株式         

普通株式  8,353,645  －  －  8,353,645

合計  8,353,645  －  －  8,353,645

自己株式         

普通株式（注）  49,820  8,572  －  58,392

合計  49,820  8,572  －  58,392
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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。 

  

（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載さ

れている科目の金額との関係 

 現金及び現金同等物の期末残高は、貸借対照表に

掲記されている現金及び預金勘定であります。 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲載さ

れている科目の金額との関係 

同左 

（リース取引関係）
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１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．前事業年度及び当事業年度中に売却したその他有価証券 

 該当事項はありません。 

  

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

４．前事業年度及び当事業年度におけるその他有価証券のうち満期があるものの債券の今後の償還予定額 

 該当事項はありません。 

  

５．前事業年度及び当事業年度における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

 該当事項はありません。 

（有価証券関係）

  

種   類

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)

取得原価
（千円） 

貸借対照
表計上額 
(千円) 

差 額
(千円) 

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

えるもの 

(1）株式 18,017 20,794 2,777  4,612  6,081 1,469

(2）債券             

① 国債・地方債等 － － －  －  － －

② 社債 － － －  －  － －

③ その他 － － －  －  － －

(3）その他 － － －  －  － －

小 計 18,017 20,794 2,777  4,612  6,081 1,469

貸借対照表

計上額が取

得原価を超

えないもの 

(1）株式 13,040 6,931 △6,108  18,159  11,786 △6,373

(2）債券             

① 国債・地方債等 － － －  －  － －

② 社債 － － －  －  － －

③ その他 － － －  －  － －

(3）その他 － － －  －  － －

小 計 13,040 6,931 △6,108  18,159  11,786 △6,373

合  計 31,057 27,726 △3,330  22,772  17,868 △4,904

  

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） 

貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券 

非上場株式 
 12,400  11,400
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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。 

（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、総合型の厚生年金基金制度及び適格退職年金制度を設けております。 

  

 なお、要拠出額を退職給付費用として処理している複数事業主制度に関する事項は次の通りであります。 

(1) 制度全体の積立状況に関する事項（平成20年３月31日現在） 

(2) 制度全体に占める当社の掛金拠出割合（平成21年３月31日現在） 

                                                    0.60％ 

(3) 補足説明（平成20年３月31日現在） 

過去勤務債務残高                              20,380百万円 

不足金                                           625百万円 

本制度における過去勤務債務の償却方法          期間20年の元利均等償却 

なお、上記(2)の割合は当社の実際の負担割合とは一致しません。 

２．退職給付債務に関する事項 

３．退職給付費用に関する事項 

（退職給付関係）

 年金資産の額 83,238百万円  

 年金財政計算上の給付債務の額 104,244百万円  

 差引額   △21,006百万円  

  
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） 

(1) 退職給付債務（千円）  △370,053  △387,930

(2) 年金資産（千円）  107,351  138,134

(3) 未積立退職給付債務 (1)＋(2)（千円）  △262,702  △249,796

(4) 会計基準変更時差異の未処理額（千円）  44,916  38,499

(5) 未認識数理計算上の差異（千円）  △4,221  3,768

(6) 過去勤務債務の未処理額（千円）  5,592  －

(7) 貸借対照表計上額純額 (3)＋(4)＋(5)＋(6) 

（千円） 
 △216,415  △207,527

(8) 前払年金費用（千円）  －  －

(9) 退職給付引当金 (7)－(8)（千円）  △216,415  △207,527

  
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（千円）  38,037  30,155

(1）勤務費用（千円）  22,297  22,250

(2）利息費用（千円）  5,500  5,550

(3）期待運用収益（減算）（千円）  451  536

(4）会計基準変更時差異の費用処理額（千円）  6,416  6,416

(5）数理計算上の差異の費用処理額（千円）  △1,317  △9,119

(6) 過去勤務差異の費用処理額(千円)  5,592  5,592
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４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  

  
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）割引率（％）  1.5  1.5

(2）期待運用収益率（％）  0.5  0.5

(3）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準 

(4）会計基準変更時差異の処理年数（年）  15  15

(5）過去勤務債務の額の処理年数（年）      5      5 

(6）数理計算上の差異の処理年数（年）      5      5 
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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。 

  

（ストック・オプション等関係）

（税効果会計関係）

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．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   

繰越欠損金 519,853千円

貸倒引当金損金算入限度超過額 9,130千円

退職給付引当金 87,648千円

賞与引当金 9,517千円

出資金 2,835千円

未払費用 129千円

原材料評価否認 14,461千円

   

   

繰延税金資産小計 643,576千円

評価性引当額 △643,576千円

繰延税金資産合計 －千円

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金 －千円

繰延税金負債合計 －千円

繰延税金資産(又は負債)の純額 －千円

繰延税金資産   

繰越欠損金 373,795千円

貸倒引当金損金算入限度超過額 8,994千円

退職給付引当金 84,048千円

賞与引当金 6,480千円

出資金 2,835千円

未払費用 542千円

原材料評価否認 19,469千円

損害賠償金 7,209千円

その他 356千円

繰延税金資産小計 503,731千円

評価性引当額 △503,731千円

繰延税金資産合計 －千円

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金 －千円

繰延税金負債合計 －千円

繰延税金資産(又は負債)の純額 －千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担 

率との間の重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担 

率との間の重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別内訳 

  

法定実効税率 40.5％

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない項目 3.0％

住民税均等割（過年度分を含む） 13.0％

評価性引当額 △43.5％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 13.0％

法定実効税率 40.5％

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない項目 10.8％

住民税均等割 13.2％

評価性引当額 △51.3％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 13.2％
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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。 

（持分法損益等）

（企業結合等関係）
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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) 親会社等及び法人主要株主等 

（注）取引条件ないし取引条件の決定方針等 

(1）借入金利率については、市場金利等を勘案し双方協議の上決定しております。 

(2）トーヨーカネツ株式会社からの借入金にあたっては、建物及び構築物141,885千円、土地513,145千円を担保に

供しております。 

(3) 賃借料については、市場価格等を勘案し双方協議の上決定しております。なお、賃貸借契約については平成19

年８月末をもって終了しております。 

当事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

（追加情報） 

 当事業年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年10月17日）及び

「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号 平成18年10月17日）を適用

しております。 

 なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。 

  

関連当事者との取引 

財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等  

（注）取引条件ないし取引条件の決定方針等 

(1）借入金利率については、市場金利等を勘案し双方協議の上決定しております。なお、金銭の借入の取引金額は、

当事業年度における返済金額であります。 

(2）トーヨーカネツ株式会社からの借入金にあたっては、建物及び構築物131,762千円、土地513,145千円を担保に供

しております。 

(3) 株式会社レオパレス２１に対する未払いの損害賠償金は、当社が平成14年７月に同社へ売却し、その後平成19年

８月まで賃借していた旧戸塚工場の油汚染土に係る処理費用であり、平成21年５月に支払い予定であります。  

（関連当事者情報）

属性 会社等
の名称 住所 

資本金又
は出資金 
（百万円） 

事業の内容
又は職業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 

関係内容

取引の内容
取引金額 
（千円） 科目 期末残高

(千円) 役員の
兼任等
（人）

事業上
の関係 

その他

の関係

会社 

トーヨー

カネツ㈱ 

東京都 

江東区 
 18,580

貯蔵タンク 

住宅建築請負 

（被所有）

直接39.3％

間接  0％

兼任 

１名 

資金の援

助、営業

上の取引

金銭の借入

（注１） 

 

（純額）

△7,335
短期株主借入金 432,724

― 

１年以内に返済

予定の長期株主

借入金 
119,400

長期株主借入金 527,500

支払利息

（注２） 
 21,440 ―  ―

主要 

株主 

㈱レオパ

レス21 

東京都

中野区 
 55,640

アパート建設

請負 

（被所有）

直接14.9％

間接  0％

 ―

事務所・

倉庫の 

賃借 

賃借料 

（注３） 
 12,188 ―  ―

属性 会社等
の名称 住所 

資本金又
は出資金 
（百万円） 

事業の内容
又は職業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 

関係内容

取引の内容
取引金額 
（千円） 科目 期末残高

(千円) 役員の
兼任等
（人）

事業上
の関係 

その他

の関係

会社 

トーヨー

カネツ㈱ 

東京都 

江東区 
 18,580

貯蔵タンク 

住宅建築請負 

（被所有）

直接39.3％

間接  0％

兼任 

２名 

資金の援

助、営業

上の取引

金銭の借入

（注１） 

 

（純額）

420,925 関係会社短期借

入金 
11,799

 119,400

１年内返済予定

の関係会社長期

借入金 
120,000

関係会社長期借

入金 
407,500

支払利息 

（注２） 
 15,839 ―  ―

主要 

株主 

㈱レオパ

レス21 

東京都

中野区 
 55,640

アパート建設

請負 

（被所有）

直接14.9％

間接  0％

 ― ― 
損害賠償金

（注３）  
 17,800 未払金  17,800
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 （注）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。 

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。 

（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 91.53円

１株当たり当期純利益金額      21.30円

１株当たり純資産額 96.69円

１株当たり当期純利益金額   5.33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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  
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）  176,964  44,233

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）  176,964  44,233

  期中平均株式数（株）  8,307,101  8,300,521

（重要な後発事象）

トーヨーコーケン㈱（6352）平成21年３月期　決算短信（非連結）

- 29 -



役員の異動（平成21年６月24日付予定） 

① 代表取締役の異動  

該当事項はありません。  

  

② その他の役員の異動 

（新任監査役候補） 

社外監査役 阿部和人（現トーヨーカネツ㈱執行役員総務・人事部長） 

（退任予定監査役） 

社外監査役 沖  洋 

  

５．その他
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