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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 5,150 6.3 408 13.3 378 16.1 89 3.4
20年3月期 4,846 1.9 360 △20.9 326 △21.0 86 △53.4

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 7.97 ― 5.5 5.6 7.9
20年3月期 7.71 ― 5.3 4.6 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 6,643 1,594 24.0 142.61
20年3月期 6,904 1,624 23.5 145.29

（参考） 自己資本   21年3月期  1,594百万円 20年3月期  1,624百万円

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 474 △326 29 500
20年3月期 △82 △93 △48 323

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 ― 3.00 3.00 33 38.9 2.0
21年3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00 33 37.6 2.1
22年3月期 

（予想）
― 0.00 ― 3.00 3.00 30.5

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

2,160 △22.0 150 △49.9 130 △55.5 60 △13.8 5.36

通期 4,300 △16.5 290 △29.0 250 △34.0 110 23.5 9.84
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4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

（注） 詳細は、21ページ「重要な会計方針」及び25ページ「会計処理の変更」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、39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 11,200,000株 20年3月期 11,200,000株
② 期末自己株式数 21年3月期  19,482株 20年3月期  19,207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、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、今後様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。 
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(当期の経営成績) 

 当期におけるわが国経済は、上半期において米国のサブプライムローン問題に端を発した金融不安に

よる景気後退や、原油価格、原材料価格の高騰が続き、日本を始め先進諸国の景気は緩やかな後退局面

にありました。 

 下半期には、米国金融機関の破綻を契機として、景気は世界同時不況へと波及し、日本においても企

業収益の大幅な低下、設備投資の抑制、雇用情勢の悪化、円高による輸出の減少など、かつてない厳し

い状況に激変いたしました。 

 このような経営環境のもと当社の業績は、上期は堅調に推移しましたが、夏以降、液晶や半導体製造

用真空ポンプ受注に陰りが見え始め、今年に入り売上が激減しました。 

 売上面では上期において、送風機・圧縮機のまとまった輸出があったことなどにより、製品事業は

4,432百万円と前年同期と比べ259百万円(6.2％)の増収、不動産事業も賃料値上げが浸透し717百万円と

前年同期と比べ43百万円(6.5％)の増収、合計5,150百万円と前年同期比303百万円(6.3％)の増収となり

ました。 

 損益面におきましては、営業利益408百万円と前年同期と比べ47百万円(13.3％)の増益、経常利益378

百万円と前年同期と比べ52百万円(16.1％)の増益、当期純利益は89百万円と前年同期と比べ2百万円

(3.4％)の増益となりました。 

 次に製品部門別の状況を申し上げます。 

 真空ポンプ部門では、汎用型のドライ真空ポンプ、省電力で高性能な縦型ドライ真空ポンプ、更に、

水封式真空ポンプが化学工業、医薬工業などに、蒸留、乾燥、脱ガス、冷却冷凍、医療などの用途とし

て出荷され、また、高真空のドライ真空ポンプが液晶表示装置製造用および半導体製造装置用として出

荷されましたが、下期になり急激に落ち込み、売上高は2,110百万円(前年度比4.1％減収)の結果となり

ました。 

 送風機・圧縮機部門では、ロータリブロワにまとまった輸出があったことなどにより、水処理、製

紙、石油化学、合成繊維などの諸工業に出荷され、売上高は1,051百万円(前年同期比57.3％増収)とな

りました。 

 部品および修理部門では、消耗部品の供給と出張修理や当社工場への持込修理などで、売上高は

1,063百万円(前年同期比2.1％の増収)となりました。 

 その他といたしましては、真空式脱気装置およびオイルロータリポンプなどを合わせまして、売上高

は208百万円(前年同期比20.6％減収)となりました。 

 輸出関係につきましては、送風機・圧縮機部門のロータリブロワがインド、韓国、台湾、タイ、シン

ガポールなどのアジア諸国とポーランドへ、ドライ真空ポンプがアメリカなどに出荷されました。 

 また、各種製品と部品が中国、インドネシア、シンガポール、マレーシアなどのアジア諸国や南米の

ベネズエラに出荷され、当期製品売上高に対する輸出比率は19.6％の843百万円(前年同期比56.6％増

収)となりました。 

  

(次期の見通し)  

 今後の経済情勢につきましては、政府による経済対策が導入されておりますが、自動車や半導体とい

った輸出産業の低迷や、設備投資の大幅な抑制、雇用環境悪化による個人消費の落ち込みなど、内外需

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

（株）宇野澤組鐵工所（6396）平成21年3月期決算短信（非連結）
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とも景気の後退は一段と進むものと懸念されます。 

 当社におきましても、産業界の設備投資の抑制により、厳しい経営環境が続くものと思われます。 

 このような状況のなか、販売部門におきましては、厳しい価格競争の状況下、国内はもとより、海外

市場にこれまで以上に注力し、当社製品のＰＲに努め、新市場ならびに新規顧客の開拓を図ってまいり

ます。 

 資材調達では、高騰した原材料価格に一部下落が見えるものの、総じて高止まり感があり、更なる原

材料調達コストの低減を進めてまいります。 

 生産体制におきましては、生産効率と品質の向上、生産工数の削減を推進し、あわせて新製品の開

発、改良、設計変更などにより、原価低減および収益の確保に努めてまいります。 

 次期の業績予想につきましては、売上高は4,300百万円、営業利益290百万円、経常利益250百万円、

当期純利益110百万円を計上する見込みであります。 

  

（株）宇野澤組鐵工所（6396）平成21年3月期決算短信（非連結）
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①資産、負債及び純資産の状況   

  総資産は1月以降の売上減少に伴う売掛金の減少及び投資有価証券の時価下落による減少を 

    主因として260百万円減少しました。 

   負債は主に支払手形、買掛金の減少により231百万円減少しました。 

   純資産はその他有価証券評価差額金の減少等により30百万円の減少となりました。 

  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は営業活動によるキャッシュ・フローのプラスが投 

   資活動による支出をカバーして前期比177百万円増加し、500百万円となりました。 

    (営業活動によるキャッシュ・フロー） 

    営業活動により得られた資金は474百万円(前年同期比556百万円増加）となりました。 

    これは法人税等の支払額211百万円、仕入債務の減少196百万円等あったものの、売 

    上債権の減少348百万円、税引前当期純利益328百万円、減価償却費226百万円等によるも 

    のです。 

   （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

    投資活動の結果、使用した資金は有形固定資産の取得による支出370百万円を主因に326百 

    万円（前年同期比233百万円増加）となりました。 

   （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

    財務活動によるキャッシュ・フローは借入金返済額とほぼ同額を調達したことから29百万 

    円のプラスと少額に留まりました。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

     キャッシュ・フロー指標等に関するトレンドは下記の通りです。 

 
      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／キャッシュ・フロー 

      インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

      （注１）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。 

      （注２）キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用しています。 

      （注３）有利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全て 

          の負債を対象としています。 

  

(2) 財政状態に関する分析

平成19年3月期 平成20年3月期 平成21年3月期

自己資本比率(%) 25.0 23.5 24.0

時価ベースの自己資本比率
(%)

90.4 32.4 20.0

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率(%)

625.0 ― 613.6

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

813.9 ― 760.0

（株）宇野澤組鐵工所（6396）平成21年3月期決算短信（非連結）
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当社の配当政策の基本的な考えは、収益状況に対応して、株主の皆様各位への配当を実施するととも

に、今後の企業体質の強化ならびに安定的な利益確保のための内部留保を充実することとしておりま

す。 

 次期の配当は当期同様期末に３円を予定しております。 

  

(3）会社の利益配分に関する基本方針および当期・次期の配当

（株）宇野澤組鐵工所（6396）平成21年3月期決算短信（非連結）
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投資者の判断に重要な影響をおよ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、将来に関する事項に関しましては、決算短信開示日現在において判断したものであります。 

① 業界動向 

  当社の属する一般機械工業においては、設備投資の減少基調を背景に、売上の対前月比マイナ  

  スが続いており、受注競争が一層激化し業績に影響をおよぼす可能性があります。 

② 真空ポンプの依存度減少 

  当社の売上増加を牽引してまいりました、液晶表示装置用、シリコンウエハー製造用向け真空 

  ポンプが、半導体製造業界の急激な落ち込みにより、受注が極端に減少しております。 

  半導体製造業界の動向にもよりますが、業績に影響をおよぼす可能性があります。 

③ 有利子負債残高圧縮 

  製品事業部門の月商約９ヵ月分を上回る有利子負債残高を抱えており、財務体質改善に向け更 

  なる圧縮が課題であります。 

④ 品質 

  当社製品は、品質保証体制(ISO9001)のもと製造されておりますが、予期せぬ不具合の発生に   

  より、業績に悪影響をおよぼす可能性があります。 

⑤ 人件費増加 

  残業、休日出勤等の抑制に努めておりますが、売上高は減少するものと予測しており、対売 

  上高に対する人件費負担が高くなることが懸念されます。 

  

(4) 事業等のリスク

（株）宇野澤組鐵工所（6396）平成21年3月期決算短信（非連結）
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 近の有価証券報告書(平成20年６月27日提出)における【事業の内容】および【関係会社の状況】から重

要な変更はないため開示を省略しております。 

2. 企業集団の状況

（株）宇野澤組鐵工所（6396）平成21年3月期決算短信（非連結）
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平成20年３月期決算短信(平成20年5月15日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため

開示を省略しております。 

  

当社の対処すべき課題としましては、販売部門の海外市場への更なる展開ならびに製造部門の収益力

の強化および生産管理システムの運用強化を図ることを重要な課題と位置付け、次の項目を推進してま

いります。 

 ①海外市場への更なる展開 

  世界的大不況の中ではありますが、海外担当部門の強化を図り、新規需要の開拓、企画力、 

  提案力を向上させて、製品売上高に対する輸出割合約20％を、30％台に増加させるよう取 

  り組んでまいります。 

 ②小型ドライ真空ポンプの新規開拓 

  ３年前から進めてまいりました小型真空ポンプの需要が徐々に伸びてまいりました。 

  軽量・コンパクトな空冷式の真空ポンプであり、従来の顧客分野以外での需要が見込めます 

  ので、新しい分野での開拓を進めてまいります。 

 ③製造部門の収益力強化 

  設計変更などによる合理化、部品の共通化、生産効率による品質向上などを推進し、収益力 

  の強化に努めてまいります。 

 ④有利子負債残高圧縮 

  有利子負債残高に関しましては、引き続き圧縮を進めてまいります。 

 ⑤生産管理システムの運用強化 

  20年４月より実施されております内部統制におきまして、ＩＴ統制が重要な位置付けとなって 

  おります。 

  当社の生産管理システム運用におきましても、システム管理室の一部配置転換を行いました。 

  構築してまいりましたシステムの見直し整備を行い、運用強化を進めてまいります。 

 ⑥固定費削減 

  売上減少が見込まれる中で、収益を確保するために固定費削減が急務となっております。 

  残業削減などを通じて人件費を中心に削減を推進してまいります。 

  

  

  

3. 経営方針

(1) 会社経営の基本方針

(2) 会社の対処すべき課題

（株）宇野澤組鐵工所（6396）平成21年3月期決算短信（非連結）
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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 323,318 600,758 

受取手形 865,225 961,314 

売掛金 1,143,388 698,816 

原材料 450,466 486,089 

仕掛品 890,681 901,954 

貯蔵品 3,453 4,132 

前払費用 19,043 21,194 

繰延税金資産 49,627 48,094 

未収入金 14,783 17,405 

その他 13,356 13,270 

貸倒引当金 － △167 

流動資産合計 3,773,344 3,752,862 

固定資産 

有形固定資産 

建物 3,163,255 3,272,160 

減価償却累計額 △1,539,682 △1,639,340 

建物（純額） 1,623,572 1,632,820 

機械及び装置 1,007,739 1,036,442 

減価償却累計額 △885,949 △906,197 

機械及び装置（純額） 121,790 130,244 

車両運搬具 19,912 23,032 

減価償却累計額 △17,799 △19,829 

車両運搬具（純額） 2,112 3,202 

工具、器具及び備品 422,952 510,062 

減価償却累計額 △357,441 △440,182 

工具、器具及び備品（純額） 65,510 69,879 

土地 616,045 616,045 

有形固定資産合計 ※1 2,429,031 ※1 2,452,193 

無形固定資産 

電話加入権 1,070 1,070 

ソフトウエア 12,956 6,976 

無形固定資産合計 14,027 8,047 

投資その他の資産 

投資有価証券 328,105 179,089 

出資金 1,167 1,167 

従業員に対する長期貸付金 90,776 90,827 

破産更生債権等 310,975 303,598 

長期前払費用 2,755 1,280 

（株）宇野澤組鐵工所（6396）平成21年3月期決算短信（非連結）
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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) 

長期預金 100,000 － 

差入保証金 7,276 7,276 

生命保険積立金 157,605 151,193 

その他 515 － 

貸倒引当金 △311,490 △303,607 

投資その他の資産合計 687,687 430,827 

固定資産合計 3,130,746 2,891,067 

資産合計 6,904,091 6,643,930 

負債の部 

流動負債 

支払手形 780,455 699,620 

買掛金 289,254 174,078 

短期借入金 ※1 345,000 ※1 501,000 

1年内返済予定の長期借入金 ※1 567,572 ※1 718,077 

1年内償還予定の社債 275,000 140,000 

未払金 147,623 75,227 

未払費用 53,928 50,667 

未払法人税等 119,230 109,935 

前受金 77,081 72,615 

預り金 19,099 7,692 

賞与引当金 87,472 77,622 

設備関係支払手形 80,858 78,983 

流動負債合計 2,842,576 2,705,519 

固定負債 

社債 300,000 160,000 

長期借入金 ※1 1,362,692 ※1 1,393,613 

繰延税金負債 51,838 29,685 

退職給付引当金 281,930 285,193 

役員退職慰労引当金 93,535 101,843 

長期預り保証金 347,104 373,122 

その他 － 465 

固定負債合計 2,437,100 2,343,923 

負債合計 5,279,676 5,049,442 

（株）宇野澤組鐵工所（6396）平成21年3月期決算短信（非連結）
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(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

純資産の部 

株主資本 

資本金 785,000 785,000 

資本剰余金 

資本準備金 303,930 303,930 

資本剰余金合計 303,930 303,930 

利益剰余金 

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 413,388 468,947 

利益剰余金合計 413,388 468,947 

自己株式 △6,572 △6,642 

株主資本合計 1,495,746 1,551,236 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 128,668 43,251 

評価・換算差額等合計 128,668 43,251 

純資産合計 1,624,414 1,594,488 

負債純資産合計 6,904,091 6,643,930 

（株）宇野澤組鐵工所（6396）平成21年3月期決算短信（非連結）
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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 4,846,579 5,150,377 

売上原価 

当期製品製造原価 ※1 3,739,141 ※1 3,908,054 

不動産事業売上原価 201,650 176,377 

売上原価合計 3,940,791 4,084,431 

売上総利益 905,787 1,065,945 

販売費及び一般管理費 

荷造運搬費 74,649 75,618 

旅費及び交通費 17,968 18,126 

役員報酬 58,920 76,050 

給料及び手当 185,100 203,265 

賞与引当金繰入額 19,067 16,107 

福利厚生費 38,472 43,326 

退職給付費用 16,551 19,033 

役員退職慰労引当金繰入額 8,875 8,308 

租税公課 18,006 19,855 

通信費 8,150 7,416 

支払手数料 － 53,230 

減価償却費 6,735 10,907 

研究開発費 ※1 4,258 ※1 40,380 

貸倒引当金繰入額 － 4,007 

その他 88,626 62,025 

販売費及び一般管理費合計 545,382 657,657 

営業利益 360,404 408,287 

営業外収益 

受取利息 2,230 2,045 

受取配当金 7,684 6,842 

受取保険金 － 3,500 

受取補償金 5,845 5,845 

作業くず売却益 － 4,379 

その他 10,826 11,991 

営業外収益合計 26,586 34,604 

営業外費用 

支払利息 44,565 49,037 

社債利息 12,014 8,523 

その他 4,318 6,634 

営業外費用合計 60,898 64,194 

経常利益 326,092 378,697 

（株）宇野澤組鐵工所（6396）平成21年3月期決算短信（非連結）
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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 

固定資産売却益 ※2 74 ※2 34 

投資有価証券売却益 41,077 － 

貸倒引当金戻入額 6,489 11,001 

特別利益合計 47,641 11,035 

特別損失 

固定資産除却損 ※3 9,455 ※3 994 

固定資産売却損 － ※4 79 

投資有価証券評価損 － 4,973 

たな卸資産評価損 － 51,245 

たな卸資産除却損 － 3,801 

役員退職慰労引当金繰入額 88,620 － 

その他 2,060 － 

特別損失合計 100,135 61,095 

税引前当期純利益 273,599 328,637 

法人税、住民税及び事業税 203,843 201,530 

法人税等調整額 △16,456 38,005 

法人税等合計 187,386 239,535 

当期純利益 86,212 89,101 

（株）宇野澤組鐵工所（6396）平成21年3月期決算短信（非連結）

14



  

 
  

 財務会計と有機的に関連させた制度としての原価計算は、実施しておりませんが、当社の製品は総て受

注生産によっている為、個別原価計算を実施しております。 

  

  

 
  

  

 
¶新規に挿入された段落 

【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 2,019,140 52.2 2,039,545 50.7

Ⅱ 外注費 228,792 5.9 292,011 7.3

Ⅲ 労務費 1,079,599 27.9 1,167,671 29.0

Ⅳ 経費 540,163 14.0 520,822 13.0

   (減価償却費) (126,298) (    151,508)

   当期総製造費用 3,867,696 100.0 4,020,050 100.0

   期首仕掛品たな卸高 772,855 890,681

    合計 4,640,552 4,910,731

   他勘定へ振替 ※ 10,729 100,722

   期末仕掛品たな卸高 890,681 901,954

   当期製品製造原価 3,739,141 3,908,054

原価計算の方法

脚注※「他勘定へ振替」の内訳は、次のとおりであります。

前事業年度 当事業年度

項目 金額(千円) 項目 金額(千円)

機械及び装置への振替高 6,471 機械及び装置への振替高 31,570

研究開発費への振替高 4,258 研究開発費への振替高 40,380

たな卸資産評価損への振替高 24,970

たな卸資産除却損への振替高 3,801

合計 10,729 合計 100,722

【不動産事業原価明細書】

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)

注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

ビル管理費 137,182 68.0 106,978 60.7

駐車場管理費 4,863 2.4 5,008 2.8

減価償却費 59,604 29.6 64,390 36.5

合計 201,650 100.0 176,377 100.0

（株）宇野澤組鐵工所（6396）平成21年3月期決算短信（非連結）
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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 785,000 785,000 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 785,000 785,000 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 303,930 303,930 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 303,930 303,930 

資本剰余金合計 

前期末残高 303,930 303,930 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 303,930 303,930 

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 360,725 413,388 

当期変動額 

剰余金の配当 △33,549 △33,542 

当期純利益 86,212 89,101 

当期変動額合計 52,662 55,559 

当期末残高 413,388 468,947 

利益剰余金合計 

前期末残高 360,725 413,388 

当期変動額 

剰余金の配当 △33,549 △33,542 

当期純利益 86,212 89,101 

当期変動額合計 52,662 55,559 

当期末残高 413,388 468,947 

自己株式 

前期末残高 △5,078 △6,572 

当期変動額 

自己株式の取得 △1,493 △69 

当期変動額合計 △1,493 △69 

当期末残高 △6,572 △6,642 

（株）宇野澤組鐵工所（6396）平成21年3月期決算短信（非連結）
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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) 

株主資本合計 

前期末残高 1,444,577 1,495,746 

当期変動額 

剰余金の配当 △33,549 △33,542 

当期純利益 86,212 89,101 

自己株式の取得 △1,493 △69 

当期変動額合計 51,169 55,490 

当期末残高 1,495,746 1,551,236 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 349,913 128,668 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△221,245 △85,416 

当期変動額合計 △221,245 △85,416 

当期末残高 128,668 43,251 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 349,913 128,668 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△221,245 △85,416 

当期変動額合計 △221,245 △85,416 

当期末残高 128,668 43,251 

純資産合計 

前期末残高 1,794,491 1,624,414 

当期変動額 

剰余金の配当 △33,549 △33,542 

当期純利益 86,212 89,101 

自己株式の取得 △1,493 △69 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △221,245 △85,416 

当期変動額合計 △170,076 △29,926 

当期末残高 1,624,414 1,594,488 

（株）宇野澤組鐵工所（6396）平成21年3月期決算短信（非連結）
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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 273,599 328,637 

減価償却費 192,639 226,806 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6,489 △7,715 

賞与引当金の増減額（△は減少） 8,183 △9,850 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 44,235 3,262 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 93,535 8,308 

受取利息及び受取配当金 △9,914 △8,888 

支払利息 44,565 57,560 

投資有価証券評価損益（△は益） － 4,973 

固定資産除却損 9,455 994 

有形固定資産売却損益（△は益） △74 45 

投資有価証券売却損益（△は益） △41,077 － 

売上債権の増減額（△は増加） △74,917 348,482 

たな卸資産の増減額（△は増加） △187,846 △47,575 

その他の資産の増減額（△は増加） 18,650 △4,413 

仕入債務の増減額（△は減少） △138,885 △196,011 

その他の負債の増減額（△は減少） △68,919 30,822 

小計 156,737 735,440 

利息及び配当金の受取額 9,939 8,897 

利息の支払額 △47,093 △58,429 

法人税等の支払額 △201,707 △211,246 

営業活動によるキャッシュ・フロー △82,123 474,662 

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 △139,507 △370,774 

有形固定資産の売却による収入 730 2,486 

投資有価証券の売却による収入 47,512 － 

貸付けによる支出 － △7,000 

貸付金の回収による収入 8,814 12,949 

預り保証金の受入による収入 18,253 26,018 

その他 △29,681 9,883 

投資活動によるキャッシュ・フロー △93,878 △326,436 

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） 85,000 156,000 

長期借入れによる収入 674,000 795,000 

長期借入金の返済による支出 △567,858 △613,574 

社債の償還による支出 △205,000 △275,000 

配当金の支払額 △33,549 △33,142 

自己株式の取得による支出 △1,493 △69 

財務活動によるキャッシュ・フロー △48,901 29,213 

（株）宇野澤組鐵工所（6396）平成21年3月期決算短信（非連結）
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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) 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △224,902 177,439 

現金及び現金同等物の期首残高 548,221 323,318 

現金及び現金同等物の期末残高 323,318 ※ 500,758 

（株）宇野澤組鐵工所（6396）平成21年3月期決算短信（非連結）
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   該当事項はありません。 

(5)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

（株）宇野澤組鐵工所（6396）平成21年3月期決算短信（非連結）
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(6)【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 期末日の市場価格等

に基づく時価法(評

価差額は全部純資産

直入法により、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。

同左

２ デリバティブ取引の評価

基準及び評価方法

時価法 同左

３ たな卸資産の評価基準及

び評価方法

仕掛品     個別法による原価法

を採用しておりま

す。

原材料、貯蔵品 移動平均法による原

価法を採用しており

ます。

通常の販売目的で保有するたな卸資産

評価基準は原価法（収益性の低下に
よる簿価切下げの方法）によっており
ます。

仕掛品     個別法

原材料、貯蔵品 移動平均法

 

（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及び経常利益がそ

れぞれ66,717千円、税引前当期純利益

が117,963千円減少しております。

４ 固定資産の減価償却の方

法

有形固定資産 定率法 

ただし、建物(附属設備を除く)につい

ては定額法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下の通りであ

ります。 

 建物     ３年～50年 

 機械及び装置 ４年～12年

有形固定資産 定率法 

ただし、建物(附属設備を除く)につい

ては定額法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下の通りであ

ります。 

 建物     ３年～50年 

 機械及び装置 ４年～12年

(会計方針の変更) 

法人税法の改正((所得税法等の一部を

改正する法律 平成19年３月30日 法

律第６号)及び(法人税法施行令の一部

を改正する政令平成19年３月30日 政

令第83号))に伴い、当事業年度から、

平成19年４月１日以降に取得したもの

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。この結果従来の方法によった場合

と比べ、営業利益が6,557千円、経常

利益が6,557千円、税引前当期純利益

が6,557千円、それぞれ減少しており

ます。

(追加情報) 

法人税法の改正に伴い、当事業年度か

ら、平成19年３月31日以前に取得した

（株）宇野澤組鐵工所（6396）平成21年3月期決算短信（非連結）
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ものについては、償却可能限度額まで

償却が終了した翌年から５年間で均等

償却する方法によっております。当該

変更に伴う損益に与える影響は、営業

利益が11,935千円、経常利益が11,935

千円、税引前当期純利益が11,935千

円、それぞれ減少しております。

（株）宇野澤組鐵工所（6396）平成21年3月期決算短信（非連結）

22



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)

無形固定資産 定額法 

なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用期間(５年)に

基づいております。

無形固定資産 定額法 

同左

５ 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

性を検討し、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にあ

てるため、会社が算定した当期に負

担すべき支給見込額を計上しており

ます。

(2) 賞与引当金

同左

(3) 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

の見込額に基づき、当期末において

発生していると認められる額を計上

しております。

な お、会 計 基 準 変 更 時 差 異

(231,596千円)については、15年に

よる按分額を費用処理しておりま

す。

(3) 退職給付引当金

同左

(4) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に充てる

ため、内規に基づく当事業年度末要

支給額を計上しております。

(4) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に充てる

ため、内規に基づく当事業年度末要

支給額を計上しております。

 (会計方針の変更)

役員退職慰労引当金は、従来、支出

時の費用として処理しておりました

が、当事業年度より「租税特別措置

法上の準備金及び特別法上の引当金

又は準備金並びに役員退職慰労引当

金等に関する監査上の取扱い」(日

本公認会計士協会 平成19年４月13

日監査・保証実務委員会報告第42

号)を適用し、当事業年度末要支給

額を役員退職慰労引当金として計上

する方法に変更しております。この

結果、従来の方法によった場合と比

べ、営業利益が8,875千円、経常利

益が8,875千円、税引前当期純利益

が93,535千円、それぞれ減少してお

ります。

（株）宇野澤組鐵工所（6396）平成21年3月期決算短信（非連結）
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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)

６ 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。

同左

７ ヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処

理の要件を満たしているので、特

例処理を採用しております。

同左

② ヘッジ手段とヘッジ対象

(ヘッジ手段) (ヘッジ対象)

金利スワップ 長期借入金の利息

③ ヘッジ方針

借入金の金利変動リスクを回避す

る目的で金利スワップ取引を行っ

ており、ヘッジ対象の識別は個別

契約ごとに行っております。

④ ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理の要件を

満たしているので決算日における

有効性の評価を省略しておりま

す。

８ キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

キャッシュ・フロー計算書における資

金(現金及び現金同等物)は、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

９ 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

消費税及び地方消費税の会計処理は

税抜方式を採用しております。

同左

（株）宇野澤組鐵工所（6396）平成21年3月期決算短信（非連結）
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【会計処理の変更】

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等） 

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（平成5年6月17日（企業

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

ております。 

この変更による営業利益、経常利益及び税引前当期純利

益に与える影響はありません。 

なお、平成20年3月31日以前に契約を行ったリース契約

につきましては、通常の賃貸借取引に準じた方法によっ

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)

―――――

 
（貸借対照表） 

 前事業年度において、「長期延滞債権」として掲記さ

れていたものは、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ導入に伴い

財務諸表の比較可能性を向上するため、当事業年度より

「破産更生債権等」に掲記しております。 

（損益計算書） 

 前事業年度まで販売費及び一般管理費のその他に含め

て表示しておりました「支払手数料」は、販売費及び一

般管理費の総額の100分の５を超えたため、区分掲記し

ました。なお、前事業年度における「支払手数料」の金

額は25,765千円であります。

（株）宇野澤組鐵工所（6396）平成21年3月期決算短信（非連結）
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(8)【財務諸表に関する注記事項】

(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 有形固定資産の内下記資産は工場財団として短期

借入金345,000千円、１年以内に返済する長期借

入金567,572千円、長期借入金1,362,692千円及び

被保証債務629,360千円の担保に供しておりま

す。

建物 216,196千円

機械及び装置 48,182千円

土地 52千円

合計 264,431千円

※１ 有形固定資産の内下記資産は工場財団として短期

借入金501,000千円、１年以内に返済する長期借

入金718,077千円、長期借入金1,393,613千円及び

被保証債務22,598千円の担保に供しております。 

 

建物 208,971千円

機械及び装置 38,214千円

土地 52千円

合計 247,237千円

（株）宇野澤組鐵工所（6396）平成21年3月期決算短信（非連結）
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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 一般管理費及び当期製造費用に含
まれる研究開発費

14,100千円 ※１ 一般管理費及び当期製造費用に含
まれる研究開発費

40,380千円

※２ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

機械及び装置 74千円

※２ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

工具器具及び備品 34千円

※３ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物 6,102千円

機械及び装置 734千円

工具器具及び備品 2,618千円

※３ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物 68千円

機械及び装置 849千円

工具器具及び備品 77千円

※４        ――――― ※４ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。  

機械及び装置 79千円

（株）宇野澤組鐵工所（6396）平成21年3月期決算短信（非連結）
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（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加 2,462株 

  

 
  

 
  

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 11,200,000 ─ ─ 11,200,000

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 16,745 2,462 ― 19,207

３ 配当に関する事項

 (1) 配当金支払額

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 33,549 3 平成19年３月31日 平成19年６月29日

 (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
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27日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 33,542 3 平成20年３月31日 平成20年６月30日

（株）宇野澤組鐵工所（6396）平成21年3月期決算短信（非連結）
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（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加 275 株 

  

 
  

 
  

当事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 11,200,000 ─ ─ 11,200,000

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 19,207 275
─

19,482

３ 配当に関する事項

 (1) 配当金支払額

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27日 
定時株主総会

普通株式 33,542 3 平成20年３月31日 平成20年６月30日

 (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
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21年６月26日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 33,541 3 平成21年３月31日 平成21年６月29日

（株）宇野澤組鐵工所（6396）平成21年3月期決算短信（非連結）
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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)

 

(1) 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)

現金及び預金勘定 323,318千円

現金及び現金同等物 323,318千円

 

(1) 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)

現金及び預金勘定 600,758千円

計 600,758千円

預入期間３か月超の定期預金 △100,000千円

現金及び預金同等物 500,758千円

（株）宇野澤組鐵工所（6396）平成21年3月期決算短信（非連結）
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(リース取引関係)

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 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

 

１ リース物件の取得価額相当額、減
価償却累計額相当額及び期末残高
相当額

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)

機械及び 
装置

349,215 117,282 231,932

車両 
運搬具

3,103 931 2,172

工具器具 
及び備品 
ほか

54,524 12,872 41,651

合計 406,843 131,086 275,756

  

１ リース物件の取得価額相当額、減
価償却累計額相当額及び期末残高
相当額

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)

機械及び
装置

349,215 167,360 181,854

車両
運搬具

3,103 1,551 1,551

工具器具
及び備品
ほか

54,524 23,753 30,770

合計 406,843 192,666 214,176

 

２ 未経過リース料期末残高相当額
１年内 59,542千円

１年超 226,798千円

合計 286,340千円

  

２ 未経過リース料期末残高相当額
１年内 60,539千円

１年超 166,382千円

合計 223,922千円

 

３ 当期の支払リース料、減価償却費
相当額及び支払利息相当額
支払リース料 85,360千円

減価償却費相当額 56,118千円

支払利息相当額 12,360千円

  

３ 当期の支払リース料、減価償却費
相当額及び支払利息相当額
支払リース料 70,223千円

減価償却費相当額 61,192千円

支払利息相当額 11,076千円

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。

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。

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

 

未経過リース料

１年内 21,969千円

１年超 109,337千円

合計 131,306千円
 

未経過リース料

１年内 21,969千円

１年超 87,367千円

合計 109,337千円

（株）宇野澤組鐵工所（6396）平成21年3月期決算短信（非連結）
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(有価証券関係)

１ その他有価証券で時価のあるもの

区分 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 92,869 312,765 219,896 93,369 170,519 77,150

(2) 債券

 ①国債・ 
  地方債等

― ― ― ― ― ―

 ②社債 ― ― ― ― ― ―

 ③その他 ― ― ― ― ― ―

(3) その他 ― ― ― ― ― ―

小計 92,869 312,765 219,896 92,869 170,019 77,150

貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないも
の

(1) 株式 17,757 14,840 △2,917 17,757 8,570 △9,187

(2) 債券

 ①国債・ 
  地方債等

― ― ― ― ― ―

 ②社債 ― ― ― ― ― ―

 ③その他 ― ― ― ― ― ―

(3) その他 ― ― ― ― ― ―

小計 17,757 14,840 △2,917 17,757 8,570 △9,187

合計 110,626 327,605 216,978 110,626 178,589 67,962

２ 前事業年度中及び当事業年度中に売却したその他有価証券

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)

売却額 
(千円)

売却益の合計額 
(千円)

売却損の合計額
(千円)

売却額
(千円)

売却益の合計額 
(千円)

売却損の合計額
(千円)

47,512 41,077 ― ― ― ―

３ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額

(1) その他有価証券

内容

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)

非上場株式 500 500

（株）宇野澤組鐵工所（6396）平成21年3月期決算短信（非連結）
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(デリバティブ取引関係)

１ 取引の状況に関する事項

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 取引の内容及び利用目的等

  変動金利借入金の調達資金を固定金利の資金調達に

換えるため、金利スワップ取引を行っております。

  なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行

っております。

１ 取引の内容及び利用目的等

同左

 (1) ヘッジ手段とヘッジ対象

   (ヘッジ手段)   (ヘッジ対象)

   金利スワップ   長期借入金の利息

 (2) ヘッジ方針

   借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利ス

ワップ取引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別

契約ごとに行っております。

 (3) ヘッジの有効性評価の方法

   金利スワップの特例処理の要件を満たしているの

で決算日における有効性の評価を省略しておりま

す。

２ 取引に対する取組方針

  当社のデリバティブ取引は、取引の種類を借入金と

フルマッチングさせた金利スワップ取引及び金利キャ

ップ取引に限定、かつヘッジ対象を当社業務に伴い発

生する借入金に限定、更に目的を借入金の金利変動の

リスクヘッジに限定しております。

２ 取引に対する取組方針

同左

３ 取引に係わるリスクの内容

  デリバティブ取引の契約先はいずれも信用度の高い

国内の銀行であるため、相手先の契約不履行によるい

わゆる信用リスクは、ほとんどないと判断しておりま

す。

３ 取引に係わるリスクの内容

同左

４ 取引に係わるリスク管理体制

  デリバティブ取引の実行及び管理は社内「デリバテ

ィブ取引取扱規程」に従い、経理部で行っておりま

す。管理体制としては経理部にてその都度、取引内

容、条件、ヘッジ対象借入金、等を記載した稟議書を

作成し、社長の決裁を得、さらに取締役会の承認を得

ることとし、また、経理部長は取引約定後、その内容

を取締役会に報告することとなっております。

４ 取引に係わるリスク管理体制

同左

（株）宇野澤組鐵工所（6396）平成21年3月期決算短信（非連結）

33



  

 
  

２ 取引の時価等に関する事項

前事業年度 
(平成20年３月31日現在)

当事業年度 
(平成21年３月31日現在)

 該当事項はありません。

 なお、金利スワップ取引を行っているが、いずれも特

例処理の要件を充たしているため注記の対象から除いて

おります。

 該当事項はありません。

同 左
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(注) １ ウノサワエンジニアリング株式会社は代表取締役社長宇野澤虎雄が株式の過半数を所有する会社であるとと

もに法人主要株主(その他の関係会社)でもあります。 

２ 価格の決定、支払条件等取引条件は当社と関連を有しない取引会社と同様の条件としております。 

３ 取引金額には消費税等は含まず、期末残高は消費税等を含んでおります。 

  

   当事業年度から平成18年10月17日公表の、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計 
  基準委員会 企業会計基準第11号）及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企 
  業会計基準委員会 企業会計基準第13号）を適用しております。 
   この結果、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略します。 
  

  

(関連当事者情報)

前事業年度

１ 役員及び個人主要株主等

属性
会社等 

の名称
住所

資本金又

は出資金 

(千円)

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

事業上 

の関係

提出会社の役員が

議決権の過半数を

自己の計算におい

て所有している会

社

ウノサワ

エンジニ

アリング

株式会社

東京都

渋谷区
30,000

紙パルプエ

ンジニアリ

ング

被所有直接

21.70

兼任

１人

当社製

品の販

売

営業取引 

(製品の販

売)

6,356 売掛金 1,853

当事業年度

  (追加情報) 
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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

繰延税金資産

貸倒引当金 126,549千円

退職給付引当金 114,745千円

役員退職慰労引当金 38,068千円

賞与引当金 35,601千円

減価償却限度超過額 12,059千円

たな卸資産評価損 31,138千円

未払事業税 8,736千円

その他 5,290千円

繰延税金資産 小計 372,189千円

評価性引当額 △286,089千円

繰延税金資産 合計 86,099千円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △88,310千円

繰延税金負債 小計 △88,310千円

差引繰延税金負債の純額 △2,210千円

(注) 繰延税金負債の純額は以下のとおりです。

流動資産－繰延税金資産 49,627千円

固定負債－繰延税金負債 △51,838千円

差引繰延税金負債の純額 △2,210千円

 

 

 

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

貸倒引当金 123,512千円

退職給付引当金 116,073千円

役員退職慰労引当金 41,450千円

賞与引当金 31,592千円

減価償却限度超過額 9,697千円

たな卸資産評価損 77,103千円

未払事業税 8,905千円

その他 15,880千円

繰延税金資産 小計 424,216千円

評価性引当額 △376,122千円

繰延税金資産 合計 48,094千円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △29,685千円

繰延税金負債 小計 △29,685千円

差引繰延税金資産の純額 18,409千円

(注) 繰延税金資産の純額は以下のとおりです。

流動資産－繰延税金資産 48,094千円

固定負債－繰延税金負債 △29,685千円

差引繰延税金資産の純額 18,409千円

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.7％

(調整)

評価性引当額 18.0％

同族会社の留保金課税 3.4％

住民税均等割額 1.7％

交際費損金不算入 0.5％

受取配当金等の益金不算入 △0.5％

試験研究費等特別控除 △0.1％

過年度法人税等 4.6％

その他 0.2％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 68.5％

 

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 40.7％

(調整)

評価性引当額 27.4％

同族会社の留保金課税 2.5％

住民税均等割額 1.4％

交際費損金不算入 1.3％

受取配当金等の益金不算入 △0.9％

その他 0.5％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 72.9％

（株）宇野澤組鐵工所（6396）平成21年3月期決算短信（非連結）

36



  

(退職給付関係)

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 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として、退職一時金制度及び複数

事業主により設立された総合設立型の厚生年金基金制

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19年３月31日現在)

年金資産の額 97,361百万円

年金財政計算上の給付債務の額 99,244百万円

差引額 △1,883百万円

１ 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として、退職一時金制度及び複数

事業主により設立された総合設立型の厚生年金基金制

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)

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

(2) 制度全体に占める当社の掛金拠出割合

(自平成18年４月１日 至平成19年３月31日)

0.89％

(2) 制度全体に占める当社の掛金拠出割合

(自平成19年４月１日 至平成20年３月31日)

0.93％

(3) 補足説明

上記(1)の差引額の主な要因は、年金財政計算上

の過去勤務債務残高20,838百万円である。本制度に

おける過去勤務債務の償却方法は期間20年の元利均

等償却であり、当社は、当期の財務諸表上、特別掛

金18百万円を費用処理している。

なお、上記(2)の割合は当社の実際の負担割合と

は一致しない。

(3) 補足説明

上記(1)の差引額の主な要因は、年金財政計算上

の過去勤務債務残高20,380百万円である。本制度に

おける過去勤務債務の償却方法は期間20年の元利均

等償却であり、当社は、当期の財務諸表上、特別掛

金19百万円を費用処理している。

なお、上記(2)の割合は当社の実際の負担割合と

は一致しない。

 

２ 退職給付債務に関する事項

イ 退職給付債務 △390,008千円

ロ 未積立退職給付債務 △390,008千円

ハ 会計基準変更時差異の未処理額 108,078千円

ニ 貸借対照表計上額純額(ロ＋ハ) △281,930千円

ホ 退職給付引当金 △281,930千円

(注) 退職給付債務の算定にあたり簡便法を採用して

おります。

 

２ 退職給付債務に関する事項

イ 退職給付債務 △377,832千円

ロ 未積立退職給付債務 △377,832千円

ハ 会計基準変更時差異の未処理額 92,638千円

ニ 貸借対照表計上額純額(ロ＋ハ) 285,193千円

ホ 退職給付引当金 △285,193千円

(注) 退職給付債務の算定にあたり簡便法を採用して

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)

 

３ 退職給付費用に関する事項

イ 勤務費用 96,803千円

ロ 会計基準変更時差異の費用処理額 15,439千円

ハ 退職給付費用(イ＋ロ) 112,243千円

(注) 厚生年金基金に対する従業員拠出額を控除して

おります。

 

３ 退職給付費用に関する事項

イ 勤務費用 105,542千円

ロ 会計基準変更時差異の費用処理額 15,439千円

ハ 退職給付費用(イ＋ロ) 120,982千円

(注) 厚生年金基金に対する従業員拠出額を控除して

おります。

４ 退職給付債務の計算の基礎に関する事項

 会計基準変更時差異の処理年数 15年

４ 退職給付債務の計算の基礎に関する事項

同左

(追加情報)

当事業年度より、「『退職給付に係る会計基準』

の一部改正(その２)」(企業会計基準第14号 平成

19年５月15日)を適用している。
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(注) １ 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。 

２ 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

  

 
  

２ １株当たり当期純利益金額 

  

 
  

(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 145円29銭 １株当たり純資産額 142円61銭

１株当たり当期純利益金額 7円71銭 １株当たり当期純利益金額 7円97銭

項目
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)

純資産の部の合計額(千円) 1,624,414 1,594,488

普通株式に係る純資産額(千円) 1,624,414 1,594,488

１株当たり純資産額の算定に用いられた
期末普通株式の数(千株)

11,180 11,180

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)

当期純利益(千円) 86,212 89,101

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) 86,212 89,101

普通株式の期中平均株式数(千株) 11,182 11,180
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金融商品関係、持分法投資損益等、ストック・オプション等関係、企業結合等関係、資産除去債務に

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

します。 

(開示の省略)
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    該当事項はありません 

(重要な後発事象)

（株）宇野澤組鐵工所（6396）平成21年3月期決算短信（非連結）

41



 （部 門 別 売 上 高） 

 
(注)＊の輸出品構成比率は製品売上高に対するものであります。 

  

（製品受注高及び受注残高） 

 

  

1.代表者の異動 

    該当事項はありません 

    該当事項はありません 

  

  

5. 売上高、受注高及び受注残高の状況

 
 

(単位：千円)

部 門 別

前   期 当   期

平成19年4月1日から 平成20年4月1日から 対前期増減率
平成20年3月31日まで 平成21年3月31日まで

金  額 比率％ 金  額 比率％ 金  額 比率％

真空ポンプ 2,201,046 45.4 2,110,108 41.0 △ 90,938 △ 4.1

製 送風機・圧縮機 668,444 13.8 1,051,161 20.4 382,717 57.3

部品及び修理 1,040,855 21.5 1,063,230 20.6 22,375 2.1

そ  の  他 262,475 5.4 208,311 4.0 △ 54,164 △ 20.6

品 小    計 4,172,823 86.1 4,432,812 86.1 259,989 6.2

内(輸出品) (538,668) ＊（12.9) (843,789) ＊（19.0) (305,121) (56.6)

不 動 産 部 門 673,755 13.9 717,565 13.9 43,810 6.5

合     計 4,846,579 100.0 5,150,377 100.0 303,798 6.3

(単位：千円)

製 品
受 注 高 受 注 残 高

前期 当期 対前期増減 前期 当期 対前期増減

真空ポンプ 2,177,752 1,686,587 △ 491,165 812,966 389,445 △ 423,521

送風機・圧縮機 951,889 1,006,993 55,103 522,163 477,995 △ 44,168

部品及び修理 1,117,690 1,044,728 △ 72,962 154,094 135,592 △ 18,501

そ  の  他 186,384 200,317 13,932 23,915 15,922 △ 7,993

小    計 4,433,717 3,938,627 △ 495,090 1,513,139 1,018,954 △ 494,185

6. 役員の状況

  2.その他の役員の異動
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