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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 60,675 △5.9 955 △82.2 1,103 △80.2 810 △77.4

20年3月期 64,513 3.9 5,365 3.9 5,569 7.4 3,585 17.4

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 12.41 12.40 1.4 1.4 1.6
20年3月期 50.27 49.32 5.7 6.4 8.3

（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 74,796 57,869 77.3 905.90
20年3月期 85,036 61,326 72.1 911.28

（参考） 自己資本   21年3月期  57,840百万円 20年3月期  61,312百万円

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 2,475 3,985 △3,599 9,859
20年3月期 △1,103 △0 △2,162 7,420

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

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

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年3月期 ― ― ― 15.00 15.00 1,009 29.8 1.7
21年3月期 ― ― ― 5.00 5.00 319 40.3 0.6

22年3月期 
（予想）

― ― ― 0.00 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

15,000 △46.4 △1,000 ― △1,000 ― △600 ― △9.40

通期 30,000 △50.6 △2,500 ― △2,500 ― △1,900 ― △29.76
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4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、13ページ「連結財務諸表のための基本となる重要な事項」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、19ページ「１株当たり情報」をご覧下さい。 

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 79,147,321株 20年3月期 79,147,321株

② 期末自己株式数 21年3月期 15,298,477株 20年3月期 11,866,037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 43,458 △7.8 375 △89.3 278 △92.4 104 △95.1

20年3月期 47,111 3.6 3,507 △2.7 3,669 5.3 2,125 12.7

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 1.60 1.60
20年3月期 29.80 29.24

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 62,834 54,309 86.4 850.14
20年3月期 72,134 57,209 79.3 850.10

（参考） 自己資本 21年3月期  54,280百万円 20年3月期  57,195百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（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）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 本資料に掲載している業績予想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たものであります。実際の業績は、今後の様々な要因
によって予想地と異なる結果となる可能性があります。 

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

10,000 △50.5 △800 ― △800 ― △500 ― △7.83

通期 22,000 △49.4 △2,000 ― △2,000 ― △1,700 ― △26.63
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Ⅰ．経営成績 

（１） 経営成績に関する分析 

①当期の経営成績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、世界的な金融不安を背景に信用収縮が進み先行き不安等から

個人消費及び設備投資が落ち込むなど景気が急速に悪化する厳しい状況で推移いたしました。 

鍛圧機械製造業界におきましては、主たる需要業界である自動車関連業界を始めとして内外の設備投

資需要が急激に落ち込み、年度後半にかけては受注キャンセル、納期延長要請も相次ぐ等厳しい事業環

境となりました。当社が属する（社）日本鍛圧機械工業界のプレス系機械受注額は前年度に比べ 43.3%

減少し 1,178.8 億円となりました。 

このようにかつてない厳しい経営環境の中、当社グループは、中期経営基本計画に掲げる『成形シス

テムビルダとしての「商品多角化」および「品質向上」と「グローバル企業としての持続的成長」をバ

ランスよく実現し、社会から信頼される企業グループとして発展する』のスローガンのもと、グループ

一丸となって収益の確保、経営基盤の強化に取り組んでまいりました。 

その結果、当連結会計年度の売上高は、米州及び欧州を始め各地域において需要の一巡、設備投資の

減退により 606.7 億円（対前期比 5.9％減）となりました。利益面におきましては、鉄鋼をはじめとす

る主要原材料価格の高騰、採算性の低い個別中・大型機の構成割合が増加したこと、並びに販売単価改

善の伸び悩み等により営業利益は 9.5 億円（同 82.2％減）、経常利益は 11.0 億円（同 80.2％減）、当期

純利益は 8.1 億円（同 77.4％減）となりました。 

 

当社グループは主に鍛圧機械とこれに付帯する装置等を製造・販売しておりますが、当連結会計年度

については全セグメントの売上高の合計、営業利益および全セグメントの資産の金額の合計額に占める

それらの事業区分の割合がいずれも 90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略

しております。事業部門別売上高は、プレス機械部門が 50,416 百万円（対前年同期比 6.7％減）、サー

ビス部門が 9,995 百万円（同 3.8％減）、その他が 264 百万円（同 218.4％増）となっております。 

 

所在地別セグメントの業績は以下のとおりです。  
 
日 本： 

 

日系自動車関連業界向け等を始め日本国内向け販売が低調に推移し、売上高は 43,171 百

万円（対前期比 7.9％減）となり、原材料価格の上昇、内部統制関連費用他販管費の増加

等により営業利益は 595 百万円（同 83.8％減）となりました。 

 
アジア： 

 

東南アジア市場は堅調に推移しましたが中国市場向けの減少等により、売上高は 12,734

百万円（対前期比 0.9％減）、営業利益は 1,317 百万円（同 9.9％減）となりました。 
 
米 州： 

 

前年度に旺盛であった日系自動車関連業界向けの設備投資が一巡し、売上高は 8,618 百万

円（対前年同期比 20.5％減）となり、営業損失は 68 百万円(前期は営業利益 104 百万円)

となりました。 
 
欧 州： 

 

欧州自動車関連業界向けを主体に堅調に推移しましたが、円高の進展により円換算での売

上高は 11,591 百万円（対前期比 6.2％減）となりました。利益面では。原材料価格の上昇

等で原価率が悪化し、営業損失は 807 百万円（前期は営業損失 164 百万円）となりました。

 

②次期の見通し 

今後の見通しにつきましては、主要需要業界である自動車関連業界を始め関連する各業界とも設備投

資を抑制、かつ本格的な回復の目途が立たないことから、引き続き厳しい状況が予測されます。こうし

た状況下、当社グループは、設計から生産、販売及びサービスにいたる全てのプロセスについてグロー

バル展開する利点を活かし、需要回復が期待される中国、インドを始めとする新興市場向け及び海外ロ

ーカルユーザーへの販売強化を進めるとともに、従来、製品需要の３分の２を占める自動車産業向け以
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外の新規市場向けの需要掘り起こしに取り組んでまいります。 

通期の見通しにつきましては、売上高 300 億円、営業損失 25 億円、経常損失 25 億円、当期純損失 19

億円を見込んでおります。 

 

（２）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

（イ）資産 

総資産は前連結会計年度末に比べて 10,240 百万円減少し、74,796 百万円となりました。このうち

流動資産は、前連結会計年度末に比べて 4,377 百万円減少し、46,503 百万円となりました。これは、

主に現金及び預金が 2,618 百万円増加した一方、受取手形及び売掛金が 3,947 百万円減少及びたな卸

資産が 2,371 百万円減少したこと等によります。固定資産は、前連結会計年度末に比べて 5,863 百万

円減少し、28,293 百万円となりました。これは、主に投資有価証券の売却等で投資その他の資産が

5,162 百万円減少したこと等によります。 

（ロ）負債 

負債合計は、前連結会計年度末に比べて 6,783 百万円減少し、16,927 百万円となりました。このう

ち流動負債は、前連結会計年度末に比べて 7,171 百万円減少し、15,992 百万円となりました。これは、

主に買掛金が 3,323 百万円減少及び短期借入金が 1,500 百万円減少したことに加え、未払法人税等及

び未払金が減少したこと等によります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて 388 百万円増加し、934 百万円となりました。これは、主

に長期借入金が 500 百万円増加したこと等によります。 

（ハ）純資産 

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べて 3,457 百万円減少し、57,869 百万円となりました。これ

は、主に評価・換算差額等が 1,884 百万円減少したこと及び控除項目である自己株式が 1,591 百万円

増加したこと等によります。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下、資金という）は、前連結会計年度末と比べ 2,438

百万円増加し、9,859 百万円となりました。 

当連結会計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通りであります。 

（イ）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 2,475 百万円(前連結会計年度は 1,103 百万円の支出）となりまし

た。収入の主な内訳は、売上債権の減少 3,791 百万円、減価償却費 2,728 百万円であり、支出の主な

内訳は仕入債務の減少 3,602 百万円、法人税等の支払額 1,108 百万円であります。 

（ロ）投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動により得られた資金は 3,985 百万円(前連結会計年度は 0 百万円の支出）となりました。

収入の主なものは、投資有価証券の売却 5,546 百万円であり、支出の主なものは有形固定資産の取得

1,711 百万円であります。 

（ハ）財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動により使用した資金は 3,599 百万円（前連結会計年度比 66.5％増)となりました。支出の

主な内訳は、自己株式の取得 1,594 百万円、短期借入金の返済 1,500 百万円、配当金の支払 1,007 百

万円であり、収入の主なものは、長期借入れによる収入 500 百万円であります。 
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（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 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 平成 21 年 3 月

自己資本比率(％) 78.5 72.8 71.2 72.1 77.3

時価ベース自己資本比率（％） 61.4 80.4 66.0 49.5 28.0

キャッシュ・フロー 

対有利子負債比率（％） 
- 2.5 - - 0.2

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍） 
- 78.9 452.9 - 53.1

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 

※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務諸表により算出しております。 

※ 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。 

※ キャッシュ・フローは連結キャッシュ･フロー計算書の営業キャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は、連結貸

借対照表に記載されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象としております。また、利払いにつきまして

は、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

※ キャッシュ・フローがマイナスの期におけるキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオ

は「-」で表示しております。 

※ 有利子負債がない期におけるキャッシュ・フロー対有利子負債比率は「-」で表示しております。 

※ 利払いがない期におけるインタレスト・カバレッジ・レシオは「-」で表示しております。 

 

（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、株主の皆様の利益向上を経営上の重要課題の一つとして認識し、経営基盤の強化、企業品質

の向上およびグローバルな事業展開により、企業価値の向上と 1株当たり利益の継続的な増加に努めて

おります。 

配当金につきましては、中長期的に安定配当を継続することを基本方針としつつ、毎期の業績を踏ま

え連結配当性向 30％を目処として株主の皆様への利益配分を高めていきたいと考えております。また、

当期に株主の皆様への利益配分並びに機動的な資本政策の遂行を目的として 3,425 千株（発行済株式数

の約 4.3％）、1,587 百万円の自己株式の取得を行いました。今後も、経営環境等、時機を捉えた適切な

利益配分施策を実施してまいる所存です。 

内部留保資金につきましては、「中期経営基本計画」の目標実現のための研究開発投資、生産合理化・

品質向上のための設備投資、グローバル事業の強化等に活用してまいる所存です。 

当期の配当金につきましては、1 株につき普通配当 5 円とさせて頂く予定です。これにより、当期の

配当性向は 40.3％、自己株式の取得を合わせた総還元性向は 235.5%となる予定です。 

次期につきましては、現時点の業績予想は損失計上の見通しでありますので、誠に遺憾ながら配当を

見送りさせていただく予定であります。 
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２．企業集団の状況 

最近の有価証券報告書（平成 20 年 6 月 26 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ます。 

 

３．経営方針 

（１）会社の経営の基本方針、は、平成 20 年３月期中間決算短信（平成 19 年 11 月８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ます。また、（２）目標とする経営指標、（３）

中長期的な会社の経営戦略、（４）会社が対処すべき課題は平成 20 年３月期決算短信（平成 20 年５月

13 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ます。 

当該中間決算短信および決算短信は次のＵＲＬからご覧いただくことが出来ます。 

（当社ホームページ） 

http://www.aida.co.jp/ir/data/latest.html 

（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 

http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 
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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 7,251 9,870

受取手形及び売掛金 14,257 10,309

有価証券 169 －

たな卸資産 24,984 －

製品 － 4,059

仕掛品 － 15,944

原材料及び貯蔵品 － 2,608

未収入金 － 2,301

繰延税金資産 1,417 742

その他 2,928 776

貸倒引当金 △128 △110

流動資産合計 50,880 46,503

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 22,259 21,419

減価償却累計額 △12,191 △12,902

建物及び構築物（純額） 10,068 8,516

機械装置及び運搬具 19,387 21,038

減価償却累計額 △13,534 △14,126

機械装置及び運搬具（純額） 5,853 6,912

土地 4,906 4,990

建設仮勘定 234 184

その他 2,715 2,516

減価償却累計額 △2,066 △1,964

その他（純額） 648 551

有形固定資産合計 21,711 21,155

無形固定資産 1,067 923

投資その他の資産   

投資有価証券 8,821 1,964

保険積立金 － 2,179

役員に対する保険積立金 1,057 －

繰延税金資産 27 1,684

その他 1,521 453

貸倒引当金 △50 △67

投資その他の資産合計 11,377 6,214

固定資産合計 34,156 28,293

資産合計 85,036 74,796

        

                              

アイダエンジニアリング株式会社（6118）平成21年3月期決算短信

7



(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   

買掛金 6,181 2,857

短期借入金 1,500 －

未払金 3,601 2,886

未払費用 713 812

未払法人税等 936 95

前受金 7,111 6,930

製品保証引当金 1,546 1,343

賞与引当金 642 291

役員賞与引当金 51 －

受注損失引当金 － 65

その他 879 708

流動負債合計 23,164 15,992

固定負債   

長期借入金 － 500

長期未払金 281 283

繰延税金負債 27 19

退職給付引当金 237 132

固定負債合計 546 934

負債合計 23,710 16,927

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,831 7,831

資本剰余金 12,992 12,991

利益剰余金 45,731 45,736

自己株式 △6,260 △7,852

株主資本合計 60,293 58,706

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 903 520

繰延ヘッジ損益 4 －

為替換算調整勘定 111 △1,386

評価・換算差額等合計 1,018 △865

新株予約権 14 29

純資産合計 61,326 57,869

負債純資産合計 85,036 74,796
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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 64,513 60,675

売上原価 49,023 50,148

売上総利益 15,490 10,527

販売費及び一般管理費 10,124 9,571

営業利益 5,365 955

営業外収益   

受取利息 340 139

受取配当金 127 138

為替差益 － 12

その他 189 219

営業外収益合計 657 509

営業外費用   

支払利息 16 46

為替差損 300 －

支払手数料 － 113

その他 136 201

営業外費用合計 453 361

経常利益 5,569 1,103

特別利益   

固定資産売却益 45 16

投資有価証券売却益 － 346

貸倒引当金戻入額 0 －

その他 17 －

特別利益合計 63 362

特別損失   

固定資産売却損 3 5

固定資産除却損 45 32

減損損失 － 214

投資有価証券売却損 31 707

投資有価証券評価損 124 337

ゴルフ会員権評価損 － 23

その他 15 －

特別損失合計 221 1,320

税金等調整前当期純利益 5,411 145

法人税、住民税及び事業税 1,983 313

法人税等還付税額 － △203

法人税等調整額 △157 △774

法人税等合計 1,825 △664

当期純利益 3,585 810
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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 7,831 7,831

当期末残高 7,831 7,831

資本剰余金   

前期末残高 13,009 12,992

当期変動額   

自己株式の処分 △16 △0

当期変動額合計 △16 △0

当期末残高 12,992 12,991

利益剰余金   

前期末残高 43,078 45,731

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － 204

当期変動額   

剰余金の配当 △933 △1,009

当期純利益 3,585 810

当期変動額合計 2,652 △199

当期末残高 45,731 45,736

自己株式   

前期末残高 △3,548 △6,260

当期変動額   

自己株式の取得 △2,841 △1,594

自己株式の処分 129 3

当期変動額合計 △2,712 △1,591

当期末残高 △6,260 △7,852

株主資本合計   

前期末残高 60,370 60,293

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － 204

当期変動額   

剰余金の配当 △933 △1,009

当期純利益 3,585 810

自己株式の取得 △2,841 △1,594

自己株式の処分 112 2

当期変動額合計 △76 △1,791

当期末残高 60,293 58,706
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 2,046 903

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,143 △383

当期変動額合計 △1,143 △383

当期末残高 903 520

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △25 4

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 29 △4

当期変動額合計 29 △4

当期末残高 4 －

為替換算調整勘定   

前期末残高 1,745 111

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,634 △1,497

当期変動額合計 △1,634 △1,497

当期末残高 111 △1,386

評価・換算差額等合計   

前期末残高 3,767 1,018

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,748 △1,884

当期変動額合計 △2,748 △1,884

当期末残高 1,018 △865

新株予約権   

前期末残高 － 14

当期変動額   

新株予約権の発行 14 14

当期変動額合計 14 14

当期末残高 14 29

純資産合計   

前期末残高 64,138 61,326

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － 204

当期変動額   

剰余金の配当 △933 △1,009

当期純利益 3,585 810

自己株式の取得 △2,841 △1,594

自己株式の処分 112 2

新株予約権の発行 14 14

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,748 △1,884

当期変動額合計 △2,811 △3,661

当期末残高 61,326 57,869
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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 5,411 145

減価償却費 2,333 2,728

減損損失 － 209

有価証券売却損益（△は益） 31 361

投資有価証券評価損益（△は益） 124 337

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8 21

賞与引当金の増減額（△は減少） △56 △347

製品保証引当金の増減額（△は減少） △724 △133

退職給付引当金の増減額（△は減少） 38 △75

受取利息及び受取配当金 △467 △277

支払利息 16 46

固定資産除却損 45 31

有形固定資産売却損益（△は益） △42 △10

売上債権の増減額（△は増加） △1,221 3,791

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,831 68

仕入債務の増減額（△は減少） △131 △3,602

その他の資産の増減額（△は増加） △1,506 △537

その他の負債の増減額（△は減少） 139 140

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － △51

その他 △334 277

小計 832 3,122

利息及び配当金の受取額 458 304

利息の支払額 △16 △46

法人税等の支払額 △2,378 △1,108

法人税等の還付額 － 203

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,103 2,475

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 △3,291 △1,711

有形固定資産の売却による収入 792 311

投資有価証券の取得による支出 △211 △100

投資有価証券の売却による収入 2,645 5,546

定期預金の預入による支出 － △10

定期預金の払戻による収入 40 －

その他 24 △49

投資活動によるキャッシュ・フロー △0 3,985

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 1,500 －

短期借入金の返済による支出 － △1,500

長期借入れによる収入 － 500

自己株式の取得による支出 △2,841 △1,594

自己株式の売却による収入 112 2

配当金の支払額 △932 △1,007

その他 － 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,162 △3,599

現金及び現金同等物に係る換算差額 △788 △431

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,054 2,428

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 10

現金及び現金同等物の期首残高 11,475 7,420

現金及び現金同等物の期末残高 7,420 9,859
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(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
該当事項はありません。

1. 連結の範囲に関する事項
（1）連結子会社の数及び連結子会社の名称
連結子会社 １７社
連結子会社の名称

(株)アクセス､(株)エービーシー､アイダホンコンLTD.、アイダスタンピングテクノロジーPTE.LTD.、
アイダスタンピングテクノロジー(ﾏﾚｰｼｱ)SDN.BHD.、アイダスタンピングテクノロジー（タイランド）CO.,LTD.、
ＰＴアイダスタンピングテクノロジー（インドネシア）、アイダマニュファクチャリング(ﾏﾚｰｼｱ)SDN.BHD.、
会田工程技術有限公司､アイダアメリカCORP.、アイダカナダ, INC.、アイダdoブラジル、
アイダS.r.l.、アイダプレッセンGmbH、アイダエンジニアリング UK LTD.
アイダスタンピングテクノロジー（インド）PVT. LTD.、アイダエンジニアリングDE メキシコ, S. DE R.L.DE C.V

（2）非連結子会社の名称等
非連結子会社の名称 アービオテック（株）

連結の範囲から除いた理由
非連結子会社の総資産、売上高、当期純損益および利益剰余金等はいずれも僅少であり、連結財務
諸表に重要な影響をおよぼしていないため、連結の範囲から除外しております。

2. 持分法の適用に関する事項
持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の名称等
会社の名称 アービオテック（株）
持分法を適用しない理由

非連結子会社の当期純損益および利益剰余金等はいずれも僅少であり、連結財務諸表に重要な影響を
およぼしていないため、持分法の適用範囲から除外しております。

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、会田工程技術有限公司の決算日は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）資産の評価基準及び評価方法

①有価証券
その他有価証券
 時価のあるもの ‥‥‥‥連結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）
 時価のないもの ‥‥‥‥移動平均法による原価法

②デリバティブ‥‥‥‥‥‥時価法
③たな卸資産

製品・仕掛品 ‥主として個別法による原価法（収益性低下による簿価切下げの方法）
原材料 ‥‥‥‥主として先入先出法による原価法（収益性低下による簿価切下げの方法）

（2）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）　

当社および国内連結子会社は主として定率法、ただし、一部の当社建物については定額法
海外連結子会社は主として定額法
当社の建物及び構築物、機械装置は当社が相当と認めた耐用年数を使用
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　　　 2年～50年
機械装置及び運搬具　　　 2年～9年

(6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

当連結会計年度において新規設立により連結子会社が１社増加し、非連結子会社を連結したことにより１社増加して
おります。
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（追加情報）

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、残存価額をゼロとする定額法によっております。

（会計方針の変更）

（3）引当金の計上基準
受注損失引当金‥‥‥

（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）

（棚卸資産の評価に関する会計基準の適用）

（リース取引に関する会計基準の適用）

（表示方法の変更）

　当社及び国内連結子会社は、当連結会計年度より「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、通常の売買取引にかかる会計処理によっております。なお、リース取引会計基準の
改正適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準
じた会計処理によっております。これにより、損益に与える影響はありません。

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日　内閣
府令第50号）が適用となることに伴い、前連結会計年度において、「たな卸資産」として掲記されていたもの
は、当連結会計年度から「製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しております。なお、前連結会計
年度の「たな卸資産」に含まれる「製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」はそれぞれ2,230百万円、20,522百
万円、2,231百万円であります。

かつ当該損失額を合理的に見積もることが可能なものについて、将来の損失見込額を計
上しております。

(7) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

　なお、上記事項以外は、最近の有価証券報告書（平成20年6月26日提出）における記載から重要な変更がない
ため、開示を省略します。

　在外連結子会社は、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。これにより、損益に与える影響は軽微
であります。

　当社及び国内連結子会社は、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、経常利益及び税金等調整前当期純利益
はそれぞれ229百万円減少しております。

受注契約に係る将来の損失に備えるため、当期末時点で将来の損失が確実に見込まれ、

　当社及び国内連結子会社の機械装置については、耐用年数を10年としておりましたが、当連結会計年度より9
年に変更しました。この変更は、平成20年度の税制改正を契機に耐用年数を見直したことによるものでありま
す。これにより、営業利益が61百万円、経常利益及び税金等調整前当期純利益がそれぞれ63百万円減少しており
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については、社内における利用可能期間(当社及び国内連結子会社は５年)に基づく
定額法によっております。

　当社及び国内連結子会社は、当連結会計年度より「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、通常の売買取引にかかる会計処理によっております。なお、リース取引会計基準の
改正適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準
じた会計処理によっております。これにより、損益に与える影響はありません。

アイダエンジニアリング株式会社（6118）平成21年3月期決算短信
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（連結損益計算書関係）

　 営業外費用の「支払手数料」はコミットメントライン契約の手数料であります。

（連結株主資本等変動計算書関係）
1. 当連結会計年度末における発行済株式の種類及び総数

普通株式 79,147,321 株

2. 自己株式に関する事項
前連結会計

年度末
増加 減少

当連結会計
年度末

11,866,037 3,438,221 5,781 15,298,477

増加数の主な内訳は次のとおりであります。

　　市場買付による増加 3,425,200 株

3. 新株予約権に関する事項

前連結会計
年度末

増加 減少
当連結会計年

度末

平成14年
新株予約権

普通株式
38,000

(10,000)
-

2,000
-

36,000
(10,000)

-

平成15年
新株予約権

普通株式 149,000 - - 149,000 -

平成16年
新株予約権

普通株式
523,000
(5,000)

-
(10,000)

10,000
-

513,000
(15,000)

-

平成17年
新株予約権

普通株式
894,000

(24,000)
-

(11,000)
11,000

-
883,000

(35,000)
-

平成19年
新株予約権

普通株式 22,000 - - 22,000        14

平成20年
新株予約権

普通株式 0 36,000 - 36,000        14

1.626,000
(39,000)

36,000
(21,000)

23,000
-

1,639,000
(60,000)

       29

4. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額

株式の
種類

配当金の総
額

(百万円)

１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

普通株式 1,009 15円
平成20年
３月31日

平成20年
6月27日

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

次の通り決議を予定しております。
株式の
種類

配当金の原
資

配当金の総
額(百万円)

１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

普通株式 利益剰余金 319 5円
平成21年
３月31日

平成21年
6月29日

株式の種類

普通株式(株)

決議

平成20年６月26日
定時株主総会

合計

会社
名

内訳
目的となる
株式の種類

平成21年６月26日
定時株主総会

目的となる株式の数（株）

（増加自由の概要）

当連結会計年
度末残高

（百万円）

当社

決議

アイダエンジニアリング株式会社（6118）平成21年3月期決算短信
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セグメント情報

(1)事業の種類別セグメント情報

当社及び連結子会社は、主に鍛圧機械とこれに付帯する装置等を製造・販売しており、前連結会計年度、
当連結会計年度については、全セグメントの売上高の合計、営業利益および全セグメント資産の合計額に
占める割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

(2)所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自 平成19年4月1日    至 平成20年3月31日） （単位  百万円未満切捨）

日本 アジア 米州 欧州 計
消去又は

全社
連結

Ⅰ 売上高及び営業損益

32,524 11,292 9,337  11,359 64,513  - 64,513    

14,332 1,561  1,509  1,002  18,405  (18,405) -

計 46,856 12,853 10,847 12,361 82,919  (18,405) 64,513    

43,172 11,390 10,742 12,526 77,832  (18,684) 59,148    

営業利益又は営業損失（△） 3,683  1,462 104 △ 164 5,086   278 5,365     

Ⅱ 75,399 10,928 8,323  11,080 105,731 (20,694) 85,036    

１．国または地域の区分は、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または地域

    (１)アジア………………中国・香港、シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、韓国

    (２)米  州………………米国、カナダ、ブラジル

    (３)欧  州………………イタリア、フランス、ドイツ、イギリス

３．営業費用のうち、「消去又は全社」の欄に含めた配賦不能の営業費用はありません。

４．資産のうち､「消去又は全社」の欄に含めた全社資産の金額はありません。

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） （単位  百万円未満切捨）

日本 アジア 米州 欧州 計
消去又は

全社
連結

Ⅰ 売上高及び営業損益

31,727 11,619 7,449 9,879 60,675 - 60,675

11,444 1,114 1,169 1,711 15,440 (15,440) -

計 43,171 12,734 8,618 11,591 76,116 (15,440) 60,675

42,576 11,416 8,687 12,398 75,079 (15,358) 59,720

営業利益又は営業損失（△） 595    1,317 △ 68 △ 807 1,037   (81) 955       

Ⅱ 66,731 10,706 6,466 10,649 94,554 (19,757) 74,796

１．国または地域の区分は、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または地域

なお、会計方針の変更がセグメントに与える影響額については、「４．連結財務諸表等 (5)連結財務諸表作

成のための基本となる重要な事項」に記載しております。

    (１)アジア………………中国・香港、シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、韓国、インド

    (２)米  州………………米国、カナダ、メキシコ、ブラジル

    (３)欧  州………………イタリア、ドイツ、イギリス、フランス、チェコ

３．営業費用のうち、「消去又は全社」の欄に含めた配賦不能の営業費用はありません。

売 上 高

営 業 費 用

資 産

外部顧客に対する売上高

セグメント間の内部売上高
又 は 振 替 高

（注）

(2)

（注）

(1)

(2)

(1)

売 上 高

外部顧客に対する売上高

セグメント間の内部売上高
又 は 振 替 高

４．資産のうち､「消去又は全社」の欄に含めた全社資産の金額はありません。

営 業 費 用

資 産

アイダエンジニアリング株式会社（6118）平成21年3月期決算短信
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(3)海外売上高
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） （単位  百万円未満切捨）

アジア 米州 欧州 その他 計

11,987     9,830      11,119     150        33,087     

64,513     

18.6% 15.2% 17.2% 0.2% 51.3%

(注) １．国または地域の区分は、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または地域
      (１)アジア………………中国、タイ、インド、インドネシア、マレーシア
      (２)米  州………………米国、カナダ、メキシコ、ブラジル
      (３)欧  州………………イタリア、チェコ、イギリス、ドイツ、トルコ
      (４)その他………………南アフリカ、オーストラリア
３．海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。

当連結会計年度（自 平成20年4月1日    至 平成21年3月31日） （単位  百万円未満切捨）

アジア 米州 欧州 その他 計

13,837     8,505      10,302     2          32,648     

60,675     

22.8% 14.0% 17.0% 0.0% 53.8%

(注) １．国または地域の区分は、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または地域
    (１)アジア………………中国、インド、タイ、シンガポール、インドネシア、韓国、マレーシア、

　　　 ベトナム
    (２)米  州………………米国、メキシコ、カナダ
    (３)欧  州………………イタリア、ウクライナ、トルコ、ドイツ、チェコ、ポーランド、スペイン、

　　　 イギリス、ベラルーシ、フランス、ロシア
３．海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。

連 結 売 上 高

連結売上高に占める
海 外 売 上 高 の 割 合

海 外 売 上 高

連 結 売 上 高

連結売上高に占める
海 外 売 上 高 の 割 合

海 外 売 上 高
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(1)生産実績

連結会計年度における生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。
（単位  百万円未満切捨）

金　　額 構成比 金　　額 構成比

53,871     100.0% 49,430     100.0%

- - - -

- - - -

53,871     100.0% 49,430     100.0%

（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)受注高及び受注残高

連結会計年度における受注実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。
（単位  百万円未満切捨）

金　　額 構成比 金　　額 構成比

プ レ ス 機 械 55,307     84.1% 30,624     74.9%

サ ー ビ ス 10,394     15.8% 9,995      24.4%

そ の 他 82         0.1% 264        0.6%

合 計 65,785     100.0% 40,883     100.0%

プ レ ス 機 械 44,850     100.0% 25,058     100.0%

サ ー ビ ス - - - -

そ の 他 - - - -

合 計 44,850     100.0% 25,058     100.0%

（注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3)売上高

連結会計年度における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。
（単位  百万円未満切捨）

金　　額 構成比 金　　額 構成比

54,036     83.8% 50,416     83.1%

10,394     16.1% 9,995      16.5%

82         0.1% 264        0.4%

64,513     100.0% 60,675     100.0%

（注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

合　　　　計

そ の 他

サ ー ビ ス

プ レ ス 機 械

前連結会計年度 当連結会計年度
(自 平成19年4月 1日 (自 平成20年4月 1日

  至 平成20年3月31日)   至 平成21年3月31日)

プ レ ス 機 械

サ ー ビ ス

そ の 他

合　　　　計

(自 平成19年4月 1日 (自 平成20年4月 1日
  至 平成20年3月31日)   至 平成21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)

生産、受注及び販売の状況

前連結会計年度 当連結会計年度

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)

受

注

高

区 分

受
注
残
高

区 分

区 分
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（１株当たり情報）

項目

１株当たり純資産額 911.28円 905.90円

１株当たり当期純利益 50.27円 12.41円

49.32円 12.40円

（注）１．１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、

　　　　　以下のとおりであります。

項目

１株当たり当期純利益金額

　当期純利益 (百万円） 3,585 810

　普通株主に帰属しない金額 (百万円） - -

　普通株式に係る当期純利益 (百万円） 3,585 810

　普通株式の期中平均株式数 (千株） 71,339 65,272

潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額

　当期純利益 (百万円） 3,585 810

　普通株式増加数 (千株） 1,374 40

　　　（うち新株予約権） (千株） (1,374) (40)

　希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

　１株当たり当期純利益の算定に含まれなかっ

　た潜在株式の概要

　　　新株予約権 (千株） 894 1,788

　　２．１株当たり純資産額

純資産の部の合計額 (百万円） 61,326 57,869

純資産の部の合計額から
控除する金額

(百万円） 14 29

　　（うち新株予約権） (百万円） (14) (29)

普通株式に係る純資産額 (百万円） 61,312 57,840

１株当たり純資産の算定に用いられた
普通株式の数

(千株） 67,281 63,848

（重要な後発事象）

　　該当事項はありません。

（開示の省略）

　リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプ
ション等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。

前連結会計年度 当連結会計年度

（自　平成19年４月 1日 （自　平成20年４月 1日

   至　平成20年３月31日）    至　平成21年３月31日）

   至　平成20年３月31日）    至　平成21年３月31日）

前連結会計年度 当連結会計年度

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

（自　平成19年４月 1日 （自　平成20年４月 1日

項目
前連結会計年度 当連結会計年度

（平成20年３月31日） （平成21年３月31日）

アイダエンジニアリング株式会社（6118）平成21年3月期決算短信

19



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 1,016 1,832

受取手形 3,269 2,436

売掛金 9,650 6,582

有価証券 169 －

製品 1,223 3,240

原材料及び貯蔵品 823 1,039

仕掛品 12,732 8,725

関係会社短期貸付金 － 584

前渡金 4 2

前払費用 77 87

未収入金 959 2,439

繰延税金資産 1,176 743

その他 1,090 528

貸倒引当金 △1 △0

流動資産合計 32,190 28,241

固定資産   

有形固定資産   

建物 15,883 15,951

減価償却累計額 △10,151 △10,801

建物（純額） 5,732 5,150

構築物 1,200 1,191

減価償却累計額 △968 △1,039

構築物（純額） 232 152

機械及び装置 14,181 15,971

減価償却累計額 △11,347 △11,801

機械及び装置（純額） 2,834 4,169

車両運搬具 236 241

減価償却累計額 △197 △211

車両運搬具（純額） 39 30

工具、器具及び備品 1,950 1,735

減価償却累計額 △1,576 △1,437

工具、器具及び備品（純額） 374 297

土地 4,648 4,657

建設仮勘定 233 183

有形固定資産合計 14,094 14,642

無形固定資産   

借地権 29 29

ソフトウエア 555 463
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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) 

その他 246 160

無形固定資産合計 831 653

投資その他の資産   

投資有価証券 8,792 1,951

関係会社株式 13,595 13,184

関係会社長期貸付金 150 －

従業員に対する長期貸付金 16 15

破産更生債権等 8 8

長期前払費用 28 8

保険積立金 － 2,179

役員に対する保険積立金 1,057 －

生命保険積立金 873 －

繰延税金資産 11 1,644

その他 534 372

貸倒引当金 △50 △67

投資その他の資産合計 25,017 19,297

固定資産合計 39,943 34,593

資産合計 72,134 62,834

負債の部   

流動負債   

買掛金 4,760 1,942

短期借入金 1,500 －

未払金 3,498 2,909

未払費用 334 281

未払法人税等 775 －

前受金 1,913 1,214

預り金 114 75

製品保証引当金 1,081 966

賞与引当金 559 239

役員賞与引当金 51 －

受注損失引当金 － 65

その他 25 26

流動負債合計 14,614 7,721

固定負債   

長期借入金 － 500

長期未払金 281 276

退職給付引当金 28 27

固定負債合計 309 803

負債合計 14,924 8,525
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,831 7,831

資本剰余金   

資本準備金 12,425 12,425

その他資本剰余金 577 576

資本剰余金合計 13,002 13,001

利益剰余金   

利益準備金 1,957 1,957

配当準備積立金 1,658 2,000

研究開発積立金 5,400 5,400

為替変動積立金 2,000 2,000

株式消却積立金 5,500 6,000

買換資産圧縮積立金 1,010 991

別途積立金 21,761 22,161

繰越利益剰余金 2,399 272

利益剰余金合計 41,687 40,782

自己株式 △6,260 △7,852

株主資本合計 56,260 53,762

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 931 517

繰延ヘッジ損益 4 －

評価・換算差額等合計 935 517

新株予約権 14 29

純資産合計 57,209 54,309

負債純資産合計 72,134 62,834
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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 47,111 43,458

売上原価 38,032 37,059

売上総利益 9,079 6,398

販売費及び一般管理費 5,571 6,023

営業利益 3,507 375

営業外収益   

受取利息 3 38

有価証券利息 110 52

受取配当金 126 138

固定資産賃貸料 91 90

その他 134 163

営業外収益合計 466 482

営業外費用   

支払利息 － 22

固定資産賃貸費用 128 104

為替差損 96 242

支払手数料 － 113

その他 79 96

営業外費用合計 305 579

経常利益 3,669 278

特別利益   

固定資産売却益 42 14

投資有価証券売却益 － 346

特別利益合計 42 360

特別損失   

固定資産売却損 2 4

固定資産除却損 44 31

減損損失 － 79

投資有価証券売却損 31 707

投資有価証券評価損 124 337

子会社整理損 － 447

ゴルフ会員権評価損 － 23

その他 5 －

特別損失合計 209 1,631

税引前当期純利益 3,502 △992

法人税、住民税及び事業税 1,531 20

法人税等還付税額 － △203

法人税等調整額 △155 △914

法人税等合計 1,376 △1,096

当期純利益 2,125 104
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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 7,831 7,831

当期末残高 7,831 7,831

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 12,425 12,425

当期末残高 12,425 12,425

その他資本剰余金   

前期末残高 593 577

当期変動額   

自己株式の処分 △16 △0

当期変動額合計 △16 △0

当期末残高 577 576

資本剰余金合計   

前期末残高 13,019 13,002

当期変動額   

自己株式の処分 △16 △0

当期変動額合計 △16 △0

当期末残高 13,002 13,001

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 1,957 1,957

当期末残高 1,957 1,957

その他利益剰余金   

配当準備積立金   

前期末残高 1,658 1,658

当期変動額   

配当準備積立金の積立 － 341

当期変動額合計 － 341

当期末残高 1,658 2,000

研究開発積立金   

前期末残高 5,400 5,400

当期末残高 5,400 5,400

為替変動積立金   

前期末残高 2,000 2,000

当期末残高 2,000 2,000

株式消却積立金   

前期末残高 5,500 5,500

当期変動額   

株式消却積立金の積立 － 500

当期変動額合計 － 500

当期末残高 5,500 6,000

買換資産圧縮積立金   

前期末残高 1,220 1,010

当期変動額   

買換資産圧縮積立金の取崩 △209 △18
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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) 

当期変動額合計 △209 △18

当期末残高 1,010 991

別途積立金   

前期末残高 20,761 21,761

当期変動額   

別途積立金の積立 1,000 400

当期変動額合計 1,000 400

当期末残高 21,761 22,161

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,997 2,399

当期変動額   

買換資産圧縮積立金の取崩 209 18

配当準備積立金の積立 － △341

株式消却積立金の積立 － △500

別途積立金の積立 △1,000 △400

剰余金の配当 △933 △1,009

当期純利益 2,125 104

当期変動額合計 402 △2,127

当期末残高 2,399 272

利益剰余金合計   

前期末残高 40,495 41,687

当期変動額   

剰余金の配当 △933 △1,009

当期純利益 2,125 104

当期変動額合計 1,192 △904

当期末残高 41,687 40,782

自己株式   

前期末残高 △3,548 △6,260

当期変動額   

自己株式の取得 △2,841 △1,594

自己株式の処分 129 3

当期変動額合計 △2,712 △1,591

当期末残高 △6,260 △7,852

株主資本合計   

前期末残高 57,797 56,260

当期変動額   

剰余金の配当 △933 △1,009

当期純利益 2,125 104

自己株式の取得 △2,841 △1,594

自己株式の処分 112 2

当期変動額合計 △1,536 △2,497

当期末残高 56,260 53,762
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 2,035 931

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,104 △414

当期変動額合計 △1,104 △414

当期末残高 931 517

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △26 4

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 30 △4

当期変動額合計 30 △4

当期末残高 4 －

評価・換算差額等合計   

前期末残高 2,009 935

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,073 △418

当期変動額合計 △1,073 △418

当期末残高 935 517

新株予約権   

前期末残高 － 14

当期変動額   

新株予約権の発行 14 14

当期変動額合計 14 14

当期末残高 14 29

純資産合計   

前期末残高 59,806 57,209

当期変動額   

剰余金の配当 △933 △1,009

当期純利益 2,125 104

自己株式の取得 △2,841 △1,594

自己株式の処分 112 2

新株予約権の発行 14 14

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,073 △418

当期変動額合計 △2,596 △2,900

当期末残高 57,209 54,309
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(4) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

   該当事項はありません。 

 

６．その他 

役 員 の 異 動 

 

（１）代表者の異動 該当者はありません。 

 

（２）その他の役員の異動  

①新任取締役候補者 該当者はありません。 

 

②新任監査役候補者 該当者はありません。 

 

③退任予定取締役 該当者はありません。 

 

④退任予定監査役  

常勤監査役 澤田 敏春 

 

 

（注）上記の異動は平成21年 6月 26日開催予定の第74回定時株主総会で正式に決定する予定です。 
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