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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 9,747 9.5 698 11.9 677 11.8 369 3.6
20年3月期 8,899 △1.4 624 1.1 605 3.8 356 9.0

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 39.80 ― 9.6 7.6 7.2
20年3月期 38.24 ― 10.0 6.9 7.0

（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 9,004 3,983 44.2 429.29
20年3月期 8,884 3,680 41.4 396.49

（参考） 自己資本   21年3月期  3,983百万円 20年3月期  3,680百万円

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 846 △419 △63 539
20年3月期 343 △388 △43 175

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 ― 3.00 ― 3.00 6.00 55 15.7 1.6
21年3月期 ― 3.50 ― 3.50 7.00 64 17.6 1.7
22年3月期 

（予想）
― 3.50 ― 3.50 7.00 32.0

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

4,200 △16.1 160 △61.3 150 △62.8 80 △63.8 8.62

通期 8,300 △14.9 370 △47.0 350 △48.3 200 △45.9 21.55
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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、添付資料「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(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、添付資料「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 9,350,000株 20年3月期 9,350,000株
② 期末自己株式数 21年3月期  70,399株 20年3月期  68,099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 7,202 7.1 424 14.4 427 14.5 235 10.7
20年3月期 6,723 △5.0 370 △29.3 373 △27.3 212 △27.9

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 25.34 ―
20年3月期 22.79 ―

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 7,824 3,670 46.9 395.52
20年3月期 8,011 3,501 43.7 377.19

（参考） 自己資本 21年3月期  3,670百万円 20年3月期  3,501百万円

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。 
業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については次項からの「１.経営成績(１)経営成績に関する分析の２.次期の見
通し」をご覧ください。 

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

2,900 △23.4 60 △78.7 50 △82.3 30 △81.5 3.23

通期 6,100 △15.3 250 △41.1 230 △46.2 130 △44.7 14.00
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1.当期の経営成績 

当期の当社グループの経営成績は、米国発世界同時不況の影響などにより、第３四半期以降の主要顧客

の投資・開発案件が減少しましたが、第２四半期までの業績が順調に推移したこともあり、前年度に比

べ増収、増益を達成することができました。主力の金型部門の状況につきましては、第３四半期に入

り、主要顧客である自動車メーカー各社の国内外における販売数量減が顕著になってまいりました。こ

の影響で当初予定されていた新車開発計画が、相次いで延期、凍結、中止されることとなり受注が減少

しました。このような厳しい状況の中で、当社は得意とするインパネ金型のブランド戦略を推進し、業

務の卓越性、金型の優位性等、顧客への提供価値の差別化を行ってまいりました。具体的には短工期化

やハイサイクルの提案、エンジニアリングソリューションを軸にした開発支援の見える化など、「顧客

に選ばれる企業」としての認知度を高めていくことで築かれる顧客生涯価値創造に注力してまいりまし

た。また、海外メンテナンス拠点を新たにマレーシアとインド、ブラジル、メキシコに設置し、グロー

バルネットワークのさらなる拡大に努めてまいりました。生産面では、ＳＴＰＳ（セキスイトッププロ

ダクションシステム）活動を具体化し、工期短縮や徹底したロスの排除に努め、生産性のフロンティア

的改革に取り組んだ結果、当期の売上高は72億２百万円(前期比8.0％増)となり、営業利益は４億３千

２百万円（前期比11.7％増）となりました。 

産業機器部門の状況につきましても、第３四半期以降は主要顧客からの光学フィルム関連の新製品の研

究・開発設備投資の引合いが急激に減少するなど、受注環境は厳しいものとなりました。このような状

況の中、お客様の満足を得られる製品づくりに努め、競合他社を凌駕する技術・品質を磨いてまいりま

した。昨年上市した高精度厚み自動Ｔダイに加え高機能フィルム・シート成形装置を開発し、昨年11月

に開催されたＩＰＦ（国際プラスチックフェア）に出展を行うとともに、経済産業省の実用化研究開発

事業の採択を受けた、超省エネ・超生産性単軸押出機の開発に取り組んでまいりました。その結果、当

期の売上高は、25億４千５百万円(前期比14.1％増)となり、営業利益は２億６千５百万円（前期比

12.1％増）となりました。 

以上の結果、当社グループの当期の営業成績は、売上高は97億４千7百万円（前期比9.5％増）となり、

営業利益は６億９千８百万円（前期比11.9％増）、経常利益は６億７千７百万円（前期比11.8％増）、

当期純利益は３億６千９百万円（前期比3.6％増）となりました。なお、経常利益は２期連続で過去

高となりました。 

  2.次期の見通し 

当社の主要顧客の新製品開発・設備投資案件の引合いは減少しており、しばらくは厳しい状況が続くと

予測していますが、経営方針の会社の対処すべき課題で述べました諸施策の展開により、平成22年３月

期の連結通期業績予想につきましては、売上高83億円、営業利益３億７千万円、経常利益３億５千万

円、当期純利益２億円を見込んでいます。 

  

1.資産、負債、純資産の状況  

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ120百万円増加し、9,004百万円となりました。

主な内訳は流動資産が主として現金及び預金の増加により94百万円増加したことと、固定資産が金型生

産設備及びソフトウェアの導入などで25百万円増加したことによります。  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

(2) 財政状態に関する分析
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負債合計は、前連結会計年度末に比べ182百万円減少し、5,020百万円となりました。主として設備未

払金を含む仕入債務が減少したことなどによります。長短借入金は2百万円の減少となりました。  

この結果純資産は前連結会計年度末に比べて303百万円増加し、3,983百万円となりました。主として利

益剰余金が309百万円増加したことによります。自己資本比率は44.2％(前年41.4％)となりました。  

  

  2.連結キャッシュ・フローの状況  

当連結会計年度末における「現金及び現金同等物」は前期に比べ363百万円増加し、「現金及び現金同

等物の期末残高」は539百万円となりました。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

当期における営業活動により得られた資金は846百万円（前期比502百万円収入増）となりました。主た

る資金増加の内訳は税金等調整前当期純利益649百万円及び減価償却費314百万円等であり、主たる減少

の内訳は仕入債務の減少額212百万円、法人税等の支払額217百万円等です。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

当期における投資活動に使用した資金は419百万円（前期比31百万円支出増）となりました。主たる支

出の内訳は有形固定資産の取得による支出357百万円です。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

当期における財務活動に使用した資金は63百万円（前期比19百万円支出減）となりました。主たる内訳

は配当金の支払額60百万円です。借入金は一部短期借入金を返済し長期借入金へシフトしましたが差し

引き2百万円の減となりました。  

  

(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  

債務償還年数：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  

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しています。  

※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。  

※営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用してお

ります。  

※有利子負債は、連結貸借対照表に計上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。  

※利払いは、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。  

  

当社は、株主の皆様への配当の安定化と向上に努めることを基本方針としています。当期の当社単独

の当期純利益は235百万円（前期比10.7％増）、連結ベースの当期純利益は369百万円（前期比3.6％

増）となりました。  

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 40.2 ％ 41.4 ％ 44.2 ％

時価ベースの自己資本比率 34.8 ％ 21.5 ％ 17.7 ％

債務償還年数 2.0 年 6.2 年 2.5 年

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

41.6 13.0 31.9

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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当期の配当金につきましては、企業体質の強化と今後の事業展開に備えるための内部留保の充実等を

勘案し、中間配当金３.５円と期末配当金３.５円を合わせ年７円（前期比1円の増配）とさせていただ

くことといたしました。  

次期の配当金につきましては、厳しい状況下ではありますが、中間配当金３.５円と期末配当金３.５円

を合わせまして、年７円の配当を継続させていただく予定です。  

㈱積水工機製作所(6487)平成21年３月期決算短信
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当社グループは、株式会社積水工機製作所（当社）及び子会社２社で構成されており、金型事業と産業機器

事業を営んでいます。金型事業ではプラスチック成形用金型の製造・販売、産業機器事業では、押出成形機

及び周辺設備、省力・自動化設備、その他産業機器の製造・販売を主な事業としています。  

当社の親会社は、株式会社アークです。アークグループは新製品開発の企画・デザインから設計・試作、金

型・成形までのフルラインネットワークをグローバルに展開しています。  

事業の系統図は次のとおりです。  

  

  

 

2. 企業集団の状況

㈱積水工機製作所(6487)平成21年３月期決算短信
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当社グループは「信頼」「共生」「挑戦」を経営理念とし、お客様から真のパートナーとして「信頼

される企業」を目指しています。 

上記理念に基づき、当社グループは金型及び産業機器メーカーとして、絶えず新技術の開発と新分野へ

の挑戦を続け、企業の発展と企業体質の強化に努めることにより、株主・顧客・従業員・地域社会から

の期待と信頼に応え、企業の社会的責任を果たすことを基本方針として事業展開を行っています。 

  

当社は、これまで2008年度を 終年度とする中期経営計画「バリュー８計画」に取り組んでまいりま

した。 終年度の結果は、目標とする売上高営業利益率8％の達成には至りませんでしたが、昨今の厳

しい状況の中で7.2％を確保することができ、一定の評価をしております。このたび、次なる成長をめ

ざして、2009年度を初年度とする新中期経営計画「ヴィクトリー１０計画」を策定いたしました。金型

事業と産業機器事業を軸に、これからの国際競争時代にオンリーワン企業として「顧客に選ばれる」強

い企業へ進化し、2011年度の売上高100億円超、営業利益10億円の達成に向け挑戦してまいります。 

今後の見通しにつきましては、当社グループに関連する金型市場は、主要顧客である自動車メーカー

の新車開発計画の延期、中止などが続いており、今しばらくは厳しい状況が続くと予測しています。ま

た、産業機器市場につきましては、押出機関連の設備投資需要は、予断を許さない状況が続くと思われ

ます。 

このような状況の中で、金型部門におきましては、インパネ金型を中心としたバリュープロポジション

（価値提案）構築をさらに推進し、世界15ヶ国20箇所に整備されたメンテナンス契約拠点の積極的活用

を図り、顧客ロイヤルティの向上に努めてまいります。また、当社が独自で開発したバルブゲートシス

テムはデファクトスタンダードとしての地位を獲得しつつありますが、新たに品揃えしたカム式バルブ

ゲートの拡販に加え、次の新商品開発を進めてまいります。生産面では、ＳＴＰＳ活動を展開し、徹底

したコスト改善と短工期化の実現を目指すとともに、結城工場においては生産金型の大型化に対応した

設備の導入を進めてまいります。 

産業機器部門におきましては、厳しい受注環境が続く中、昨秋のＩＰＦ出展に続き、今春はファインテ

ック・ジャパンへ高精度厚み自動Ｔダイを出展し、６月より高機能フィルム・シート成形装置の本格発

売を開始するなど、これら新製品を核に受注拡大を図ってまいります。また、本年３月に資本・業務提

携した金型加工技術力の高い三高製作所との技術交流等により、顧客満足度向上と押出技術・金型技術

業界ＮＯ.１を目指してまいります。 

また、全社あげて緊急収益確保プロジェクトを立ち上げ、徹底した経費節減に努めると同時に、上記の

施策を着実に実行することにより、この難局を乗り越え、顧客に選ばれる、強い企業へと進化してまい

ります。 

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略及び会社の対処すべき課題
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4. 連結財務諸表

(1) 連結貸借対照表 

(単位：千円) 

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 175,721 539,218 

受取手形及び売掛金 3,372,180 3,521,067 

たな卸資産 1,124,152 － 

仕掛品 － 692,257 

原材料及び貯蔵品 － 48,206 

繰延税金資産 91,623 101,878 

その他 87,258 43,067 

流動資産合計 4,850,935 4,945,695 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 ※2 1,070,248 ※2 1,007,115 

機械装置及び運搬具 ※2 913,964 ※2 963,967 

土地 ※2 1,883,795 ※2 1,883,795 

建設仮勘定 11,535 8,697 

その他 43,098 58,553 

有形固定資産合計 ※1 3,922,643 ※1 3,922,129 

無形固定資産 

ソフトウエア 24,242 57,256 

その他 6,213 6,116 

無形固定資産合計 30,456 63,373 

投資その他の資産 

繰延税金資産 19,505 7,274 

その他 60,559 66,129 

投資その他の資産合計 80,064 73,403 

固定資産合計 4,033,164 4,058,906 

資産合計 8,884,099 9,004,601 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 2,383,381 2,171,112 

短期借入金 ※2 1,582,700 ※2 1,197,070 

未払法人税等 112,590 171,014 

賞与引当金 134,000 133,700 

設備関係支払手形 18,225 23,391 

設備関係未払金 120,048 69,045 

その他 189,312 242,878 

流動負債合計 4,540,257 4,008,212 

固定負債 

長期借入金 ※2 558,750 ※2 941,680 

長期未払金 － 45,335 

退職給付引当金 61,012 25,753 

役員退職慰労引当金 43,860 － 

固定負債合計 663,622 1,012,768 

負債合計 5,203,880 5,020,981 
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(単位：千円) 

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) 

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,613,000 1,613,000 

資本剰余金 831,151 831,151 

利益剰余金 1,244,027 1,553,078 

自己株式 △16,265 △16,809 

株主資本合計 3,671,913 3,980,420 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 8,305 3,200 

評価・換算差額等合計 8,305 3,200 

純資産合計 3,680,218 3,983,620 

負債純資産合計 8,884,099 9,004,601 
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(2) 連結損益計算書 

(単位：千円) 

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 8,899,840 9,747,552 

売上原価 7,592,438 8,308,292 

売上総利益 1,307,402 1,439,259 

販売費及び一般管理費 ※1, ※2 683,228 ※1, ※2 741,038 

営業利益 624,174 698,221 

営業外収益 

受取利息 30 640 

受取配当金 888 822 

仕入割引 4,248 3,786 

受取保険金 3,870 1,772 

還付消費税等 1,123 － 

その他 25 1,007 

営業外収益合計 10,187 8,030 

営業外費用 

支払利息 26,286 25,577 

その他 2,496 3,562 

営業外費用合計 28,783 29,140 

経常利益 605,578 677,111 

特別利益 

固定資産売却益 ※3 6,935 － 

特別利益合計 6,935 － 

特別損失 

たな卸資産処分損 9,141 － 

固定資産除売却損 ※4 6,508 ※4 7,325 

投資有価証券評価損 － 3,548 

たな卸資産評価損 － 15,171 

その他 － 1,648 

特別損失合計 15,650 27,693 

税金等調整前当期純利益 596,862 649,418 

法人税、住民税及び事業税 229,300 274,560 

法人税等調整額 11,079 5,480 

法人税等合計 240,379 280,040 

当期純利益 356,483 369,378 
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(3) 連結株主資本等変動計算書 

(単位：千円) 

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 1,613,000 1,613,000 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,613,000 1,613,000 

資本剰余金 

前期末残高 831,151 831,151 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 831,151 831,151 

利益剰余金 

前期末残高 962,173 1,244,027 

当期変動額 

剰余金の配当 △74,629 △60,327 

当期純利益 356,483 369,378 

当期変動額合計 281,854 309,051 

当期末残高 1,244,027 1,553,078 

自己株式 

前期末残高 △5,247 △16,265 

当期変動額 

自己株式の取得 △11,017 △544 

当期変動額合計 △11,017 △544 

当期末残高 △16,265 △16,809 

株主資本合計 

前期末残高 3,401,076 3,671,913 

当期変動額 

剰余金の配当 △74,629 △60,327 

当期純利益 356,483 369,378 

自己株式の取得 △11,017 △544 

当期変動額合計 270,836 308,506 

当期末残高 3,671,913 3,980,420 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 19,860 8,305 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△11,554 △5,104 

当期変動額合計 △11,554 △5,104 

当期末残高 8,305 3,200 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 19,860 8,305 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△11,554 △5,104 

当期変動額合計 △11,554 △5,104 

当期末残高 8,305 3,200 
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(単位：千円) 

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) 

純資産合計 

前期末残高 3,420,936 3,680,218 

当期変動額 

剰余金の配当 △74,629 △60,327 

当期純利益 356,483 369,378 

自己株式の取得 △11,017 △544 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △11,554 △5,104 

当期変動額合計 259,282 303,401 

当期末残高 3,680,218 3,983,620 
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(4) 連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円) 

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 596,862 649,418 

減価償却費 291,974 314,637 

受取利息及び受取配当金 △919 △1,463 

支払利息 26,286 25,577 

売上債権の増減額（△は増加） 97,267 △148,887 

たな卸資産の増減額（△は増加） △293,444 368,693 

仕入債務の増減額（△は減少） 159,582 △212,268 

未払消費税等の増減額（△は減少） △92,684 113,547 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △26,513 △35,259 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） － △43,860 

長期未払金の増減額（△は減少） － 45,335 

その他 △14,243 14,121 

小計 744,168 1,089,592 

利息及び配当金の受取額 1,006 1,115 

利息の支払額 △26,426 △26,491 

法人税等の支払額 △374,789 △217,995 

営業活動によるキャッシュ・フロー 343,959 846,221 

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 △384,278 △357,565 

有形固定資産の売却による収入 11,499 836 

投資有価証券の取得による支出 － △16,728 

その他 △15,527 △45,962 

投資活動によるキャッシュ・フロー △388,307 △419,420 

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） 400,000 △400,000 

長期借入れによる収入 200,000 800,000 

長期借入金の返済による支出 △558,289 △402,700 

自己株式の取得による支出 △11,017 △544 

配当金の支払額 △74,091 △60,058 

財務活動によるキャッシュ・フロー △43,398 △63,303 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △87,746 363,497 

現金及び現金同等物の期首残高 263,467 175,721 

現金及び現金同等物の期末残高 175,721 539,218 
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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

㈱積水工機製作所(6487)平成21年３月期決算短信

- 14 -



  

(6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項

    子会社はすべて連結の範囲に含めています。当該子
会社は、ヒラセキ機工株式会社、株式会社プラスチ
ック工学研究所の２社であります。

１ 連結の範囲に関する事項

同左

２ 持分法の適用に関する事項
  非連結子会社及び関連会社はありませんので、持分

法は適用していません。

２ 持分法の適用に関する事項
同左

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項
  連結子会社の決算日は、すべて連結決算日と同一で

あります。

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項
同左

４ 会計処理基準に関する事項
 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
  ａ 有価証券
     その他有価証券
      時価のあるもの…決算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、売却原価は移動平均
法)

４ 会計処理基準に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
 ａ 有価証券
    その他有価証券
     時価のあるもの…同左

      時価のないもの…移動平均法に基づく原価
法

     時価のないもの…同左

  ｂ たな卸資産 
     原材料 
     ……移動平均法に基づく原価法 
     仕掛品 
     ……個別法に基づく原価法

 ｂ たな卸資産
    原材料 

   ……移動平均法に基づく原価法(収益性の低下
による簿価切下げの方法)

   仕掛品 
   ……個別法に基づく原価法(収益性の低下によ

る簿価切下げの方法) 
 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
    建物(建物附属設備を除く)
    ……定額法
    上記以外の有形固定資産
    ……定率法

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

  ａ 有形固定資産(リース資産を除く)

建物(建物附属設備を除く)

 ……定額法

   上記以外の有形固定資産
   ……定率法   

   

    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可能期間(５年)に基
づく定額法

  ｂ 無形固定資産(リース資産を除く)

   ………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可能期間(５年)に基
づく定額法

  ｃ 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

として算定する定額法によっております。

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、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によっていま

す。

 (3) 重要な引当金の計上基準
  ａ 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検
討し、回収不能見込額を計上しています。

(3) 重要な引当金の計上基準
 ａ 貸倒引当金

同左

  ｂ 賞与引当金
    従業員賞与(使用人兼務役員の使用人部分を含

む)の支給に充てるため、前１年間の支給額を
基礎とした支給見込額を計上しています。

 ｂ 賞与引当金
同左
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  ｃ 退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年

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います。        

        過去勤務債務は、15年による定額法により按分
した額を、発生した連結会計年度から費用処理
しています。    

        数理計算上の差異は、15年による定額法により
按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度
から費用処理しています。

        なお、平成19年９月１日に適格退職年金から規
約型企業年金への移行の認可を受け、確定給付
企業年金制度へ移行しています。 

        この移行による過去勤務債務の変動は僅少で
す。

 ｃ 退職給付引当金
同左

  ｄ 役員退職慰労引当金

    役員退職慰労金の支給に充てるため、内規に基

づく期末要支給額を計上しています。

  

―

 (4) 重要な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

理によっています。

 

―

 (5) 重要なヘッジ会計の方法

  ａ ヘッジ会計の方法

    金利スワップのうち「金利スワップの特例処

理」の要件を満たすものについて、金利スワッ

プを時価評価せず、その金銭の受払の純額を当

該負債に係る利息に加減しています。

 (4) 重要なヘッジ会計の方法

  ａ ヘッジ会計の方法

同左

  ｂ ヘッジ手段とヘッジ対象

    変動金利の借入金を対象にして金利スワップを

ヘッジ手段として利用しています。

  ｂ ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

  ｃ ヘッジ方針

    デリバティブ取引は業務遂行上、金融商品の取

引を行うに当たって抱える可能性のある市場リ

スクを適切に管理し、当該リスクの低減を計る

ことを目的とする場合に限ります。

  ｃ ヘッジ方針

同左

  ｄ ヘッジの有効性評価の方法

    ヘッジ会計を適用する場合は「金融商品会計に

関する実務指針」により、有効性評価を行いま

す。

  ｄ ヘッジの有効性評価の方法

同左

 (6) その他連結財務諸表作成のための基本となる事項

    消費税等の会計処理

    消費税及び地方消費税は、税抜方式を採用して

います。

 (5) その他連結財務諸表作成のための基本となる事項

    消費税等の会計処理

同左

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

  連結子会社の資産及び負債の評価については、全面

時価評価法を採用しています。

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

同左

６ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

  連結キャッシュ・フロー計算書における資金(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

います。

６ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

同左
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(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

 会計処理の変更

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)

(有形固定資産の減価償却の方法) 

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、当連結会計年度から、有形固定資産の償

却方法に関して、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方法に変更して

います。 

この変更により、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5,281千円減少しています。 

なお、セグメント情報に与える影響は、(セグメント情

報）に記載しています。

(棚卸資産の評価に関する会計基準の適用)

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、評価基準については、原価法から原価法（収益

性の低下による簿価切下げの方法）に変更しています。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、当連結会

計年度の税金等調整前当期純利益は15,171千円減少して

います。 

なお、セグメント情報に与える影響は、ありません。

――― (リース取引に関する会計基準の適用) 

当連結会計年度より平成19年３月30日改正の「リース取

引に関する会計基準」（企業会計基準委員会企業会計基

準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第16

号）を適用し、通常の売買に係る方法に準じた会計処理

によっています。 

この変更による損益に与える影響はありません。 

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、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によ

っています。

 表示方法の変更

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)

――― (連結貸借対照表）

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に閣する規則等

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「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」に

区分掲記しています。 

なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「仕

掛品」「原材料及び貯蔵品」はそれぞれ1,054,570千

円、69,582千円であります。
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 追加情報

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)

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)

(有形固定資産の減価償却の方法) 

当連結会計年度から、有形固定資産の償却方法に関し

て、平成19年３月31日以前に取得したものについては、

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。 

この結果、従来の方法に比べ、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29,552千円減少して

います。 

なお、セグメント情報に与える影響は、（セグメント情

報）に記載しています。

(有形固定資産の耐用年数の変更) 

当社の機械装置のうち金型製造用設備については、従来

耐用年数を10年としていましたが、当連結会計年度より

法人税法の改正を契機として見直しを行い、12年に変更

しています。 

この結果、従来の方法に比べ、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25,347千円増加して

います。 

なお、セグメント情報に与える影響は、（セグメント情

報）に記載しています。

――― (役員退職慰労引当金、長期未払金) 

従来、役員退職慰労金の支出に備え、内規に基づき計算

された金額を役員退職慰労引当金に計上していました

が、平成20年６月25日の定時株主総会をもって役員退職

慰労金制度を廃止しています。 

これに伴い当該総会までの期間に対応する未払役員退職

慰労金相当額45,335千円については、「長期未払金」に

計上しています。

㈱積水工機製作所(6487)平成21年３月期決算短信

- 18 -



  

 
  

  

 
  

(8) 連結財務諸表に関する注記事項

(連結貸借対照表関係)

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)

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 6,049,311千円 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 6,262,163千円

 

※２ 担保に供している資産

   工場財団組成物件

建物及び構築物 161,866千円

機械装置及び運搬具 48,813

土地 1,112,014

計 1,322,695

   上記に対応する借入金の額

短期借入金 510,000千円

長期借入金 180,000

計 690,000

 

※２ 担保に供している資産

   工場財団組成物件

建物及び構築物 146,778千円

機械装置及び運搬具 36,610

土地 1,112,014

計 1,295,404

   上記に対応する借入金の額

短期借入金 380,000千円

長期借入金 200,000

計 580,000

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次

のとおりです。

従業員給料手当及び賞与 264,544千円

賞与引当金繰入額 29,015

退職給付費用 5,591

役員退職慰労引当金繰入額 9,187

減価償却費 39,472

研究開発費 44,904

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次

のとおりです。

従業員給料手当及び賞与 271,273千円

賞与引当金繰入額 28,409

退職給付費用 8,064

役員退職慰労引当金繰入額 2,434

減価償却費 41,870

研究開発費 55,035

※２ 一般管理費に含まれる研究開発費は44,904千円で

あり、当期製造費用には研究開発費は含まれてい

ません。

※２ 一般管理費に含まれる研究開発費は55,035千円で

あり、当期製造費用には研究開発費は含まれてい

ません。

※３ 固定資産売却益の主な内容は、次のとおりです。

機械装置 6,935千円 ―――

※４ 固定資産除却売却損の主な内容は、次のとおりで

す。

建物 1,264千円

機械装置 4,199

備品撤去費用等 1,044

計 6,508

※４ 固定資産除却売却損の主な内容は、次のとおりで

す。

建物及び構築物 2,714千円

機械装置 3,154

備品撤去費用等 1,457

計 7,325
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（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりです。 

  取締役会決議による市場買付による増加 45,000株 

 単元未満株式の買取りによる増加    2,400株 

  

該当事項はありません。 
  

 
  

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 9,350 ― ― 9,350

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 20,699 47,400 ― 68,099

３ 新株予約権等に関する事項

４ 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26日 
定時株主総会

普通株式 46,646 ５ 平成19年３月31日 平成19年６月27日

平成19年11月14日 
取締役会

普通株式 27,983 ３ 平成19年９月30日 平成19年12月10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

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25日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 27,845 ３ 平成20年３月31日 平成20年６月26日
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（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりです。 

 単元未満株式の買取りによる増加    2,300株 

  

該当事項はありません。 
  

 
  

 
  

  

 
  

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)

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 9,350 ― ― 9,350

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 68,099 2,300 ― 70,399

３ 新株予約権等に関する事項

４ 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25日 
定時株主総会

普通株式 27,845 ３ 平成20年３月31日 平成20年６月26日

平成20年11月14日 
取締役会

普通株式 32,481 3.5 平成20年９月30日 平成20年12月10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

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24日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 32,478 3.5 平成21年３月31日 平成21年６月25日

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

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)

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

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 175,721千円

現金及び現金同等物 175,721

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

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 539,218千円

現金及び現金同等物 539,218
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(注) １ 事業区分の方法 

  内部管理上採用している区分によっています。 

２ 各事業区分の主要製品 

  金型……プラスチック成形用金型 

  産業機器……押出成形機、発泡成形機及びその周辺機器 

３ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は300,113千円であり、その主なものは、提出会

社での余資運用資金(現金預金)、長期投資資金(投資有価証券)、繰延税金資産及び管理部門に係る資産で

す。 

４  会計処理の変更 

会計処理の変更に記載のとおり、有形固定資産の償却方法の変更に伴い、従来の方法によった場合に比較し

て、当連結会計年度の営業費用は、金型事業が4,233千円、産業機器事業が1,048千円増加し、営業利益が同

額減少しています。 

５ 追加情報 

  追加情報に記載のとおり、有形固定資産の償却方法の変更に伴い、従来の方法によった場合に比較して、当

連結会計年度の営業費用は、金型事業が28,374千円、産業機器事業が1,177千円増加し、営業利益が同額減

少しています。 

  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

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)

金型 
(千円)

産業機器
(千円)

計
(千円)

消去 
又は全社 
(千円)

連結
(千円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

6,668,482 2,231,358 8,899,840 ― 8,899,840

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― (  ― ) ―

計 6,668,482 2,231,358 8,899,840 (  ― ) 8,899,840

  営業費用 6,281,045 1,994,621 8,275,666 (  ― ) 8,275,666

  営業利益 387,436 236,737 624,174 ― 624,174

Ⅱ 資産・減価償却費 
  及び資本的支出

  資産 6,717,527 1,866,459 8,583,986 300,113 8,884,099

  減価償却費 265,274 26,434 291,708 ― 291,708

  資本的支出 489,693 41,181 530,874 ― 530,874
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(注) １ 事業区分の方法 

  内部管理上採用している区分によっています。 

２ 各事業区分の主要製品 

  金型……プラスチック成形用金型 

  産業機器……押出成形機、発泡成形機及びその周辺機器 

３ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は568,637千円であり、その主なものは、提出会

社での余資運用資金(現金預金)、長期投資資金(投資有価証券)、繰延税金資産及び管理部門に係る資産で

す。 

４ 追加情報 

  追加情報に記載のとおり、有形固定資産の耐用年数の変更に伴い、従来の方法によった場合に比較して、当

連結会計年度の営業費用は、金型事業が25,347千円減少し、営業利益が同額増加しています。 

  

当社は、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店を有していないため、

記載を省略しています。 

  

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) 

当社は、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店を有していないため、

記載を省略しています。 

  

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)

金型 
(千円)

産業機器
(千円)

計
(千円)

消去 
又は全社 
(千円)

連結
(千円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

7,202,075 2,545,476 9,747,552 ― 9,747,552

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― (   ―) ―

計 7,202,075 2,545,476 9,747,552 (   ―) 9,747,552

  営業費用 6,769,354 2,279,976 9,049,330 (   ―) 9,049,330

  営業利益 432,721 265,500 698,221 ― 698,221

Ⅱ 資産・減価償却費 
  及び資本的支出

  資産 5,979,250 2,456,713 8,435,964 568,637 9,004,601

  減価償却費 284,431 29,701 314,132 ― 314,132

  資本的支出 239,705 114,736 354,441 ― 354,441

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)
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当連結会計年度における海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略

しています。 

  

当連結会計年度における海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略

しています。 

  

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ております。 

  

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)

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)

(開示の省略)
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(注) １ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していません。 

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 

  

 
  

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) 

該当事項はありません。 

  

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) 

該当事項はありません。 

(１株当たり情報)

項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 396円49銭 429円29銭

１株当たり当期純利益 38円24銭 39円80銭

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)

連結貸借対照表の純資産の部の 
合計額(千円)

3,680,218 3,983,620

普通株主に帰属しない金額 
(千円)

― ―

普通株式に係る純資産額(千円) 3,680,218 3,983,620

普通株式の発行済株式数(株) 9,350,000 9,350,000

普通株式の自己株式数(株) 68,099 70,399

１株当たり純資産額の算定に 
用いられた普通株式の数(株)

9,281,901 9,279,601

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)

連結損益計算書上の当期純利益
(千円)

356,483 369,378

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)

356,483 369,378

普通株式の期中平均株式数 
(株)

9,323,209 9,280,609

(重要な後発事象)
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5. 個別財務諸表

(1) 貸借対照表 

(単位：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 149,757 454,239 

受取手形 727,783 688,629 

売掛金 1,824,491 1,493,409 

仕掛品 841,612 469,994 

原材料及び貯蔵品 14,641 － 

前払費用 17,665 24,222 

繰延税金資産 72,895 78,631 

関係会社短期貸付金 230,000 600,000 

未収入金 71,508 26,066 

その他 9,125 8,929 

流動資産合計 3,959,481 3,844,122 

固定資産 

有形固定資産 

建物 2,523,601 2,537,953 

減価償却累計額 △1,498,675 △1,570,115 

建物（純額） 1,024,925 967,838 

構築物 266,268 251,239 

減価償却累計額 △225,898 △214,665 

構築物（純額） 40,369 36,574 

機械及び装置 4,666,616 4,795,175 

減価償却累計額 △3,825,487 △3,988,335 

機械及び装置（純額） 841,128 806,839 

車両運搬具 36,327 36,327 

減価償却累計額 △30,845 △33,572 

車両運搬具（純額） 5,481 2,754 

工具、器具及び備品 190,640 199,299 

減価償却累計額 △153,747 △146,225 

工具、器具及び備品（純額） 36,893 53,073 

土地 1,883,795 1,883,795 

建設仮勘定 5,695 7,598 

有形固定資産合計 3,838,289 3,758,474 

無形固定資産 

ソフトウエア 20,593 51,300 

施設利用権 5,130 5,033 

無形固定資産合計 25,723 56,333 

投資その他の資産 

投資有価証券 38,833 28,405 

関係会社株式 124,497 124,497 

繰延税金資産 19,148 7,161 

その他 5,725 5,855 

投資その他の資産合計 188,204 165,919 

固定資産合計 4,052,218 3,980,727 

資産合計 8,011,699 7,824,850 
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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 1,132,846 1,038,694 

買掛金 698,787 387,711 

短期借入金 1,200,000 800,000 

1年内返済予定の長期借入金 382,700 397,070 

未払金 31,159 33,004 

未払費用 79,890 70,798 

未払法人税等 26,251 121,741 

未払消費税等 － 65,830 

前受金 33,974 12,205 

預り金 26,430 35,952 

賞与引当金 105,000 105,000 

設備関係支払手形 18,225 13,593 

設備関係未払金 120,048 67,352 

流動負債合計 3,855,313 3,148,955 

固定負債 

長期借入金 558,750 941,680 

長期未払金 － 45,335 

退職給付引当金 55,271 18,651 

役員退職慰労引当金 41,331 － 

固定負債合計 655,352 1,005,666 

負債合計 4,510,665 4,154,621 

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,613,000 1,613,000 

資本剰余金 

資本準備金 480,862 480,862 

その他資本剰余金 350,289 350,289 

資本剰余金合計 831,151 831,151 

利益剰余金 

その他利益剰余金 

別途積立金 700,000 900,000 

繰越利益剰余金 364,841 339,686 

利益剰余金合計 1,064,841 1,239,686 

自己株式 △16,265 △16,809 

株主資本合計 3,492,727 3,667,027 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 8,305 3,200 

評価・換算差額等合計 8,305 3,200 

純資産合計 3,501,033 3,670,228 

負債純資産合計 8,011,699 7,824,850 
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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 6,723,242 7,202,367 

売上原価 

当期製品製造原価 5,880,104 6,294,196 

売上原価合計 5,880,104 6,294,196 

売上総利益 843,137 908,170 

販売費及び一般管理費 472,173 483,675 

営業利益 370,964 424,495 

営業外収益 

受取利息 5,938 5,013 

仕入割引 2,137 2,097 

賃貸収入 16,800 19,200 

受取保険金 3,870 1,772 

雑収入 2,035 1,830 

営業外収益合計 30,780 29,913 

営業外費用 

支払利息 26,286 25,577 

雑損失 2,101 1,367 

営業外費用合計 28,388 26,945 

経常利益 373,356 427,463 

特別利益 

固定資産売却益 6,935 － 

特別利益合計 6,935 － 

特別損失 

たな卸資産処分損 9,141 － 

固定資産除売却損 3,719 3,739 

投資有価証券評価損 － 3,548 

その他 － 1,648 

特別損失合計 12,861 8,936 

税引前当期純利益 367,430 418,526 

法人税、住民税及び事業税 124,800 173,600 

法人税等調整額 30,164 9,755 

法人税等合計 154,964 183,355 

当期純利益 212,466 235,171 
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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 1,613,000 1,613,000 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,613,000 1,613,000 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 480,862 480,862 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 480,862 480,862 

その他資本剰余金 

前期末残高 350,289 350,289 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 350,289 350,289 

資本剰余金合計 

前期末残高 831,151 831,151 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 831,151 831,151 

利益剰余金 

その他利益剰余金 

別途積立金 

前期末残高 500,000 700,000 

当期変動額 

別途積立金の積立 200,000 200,000 

当期変動額合計 200,000 200,000 

当期末残高 700,000 900,000 

繰越利益剰余金 

前期末残高 427,004 364,841 

当期変動額 

剰余金の配当 △74,629 △60,327 

別途積立金の積立 △200,000 △200,000 

当期純利益 212,466 235,171 

当期変動額合計 △62,162 △25,155 

当期末残高 364,841 339,686 

利益剰余金合計 

前期末残高 927,004 1,064,841 

当期変動額 

剰余金の配当 △74,629 △60,327 

別途積立金の積立 － － 

当期純利益 212,466 235,171 

当期変動額合計 137,837 174,844 

当期末残高 1,064,841 1,239,686 
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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) 

自己株式 

前期末残高 △5,247 △16,265 

当期変動額 

自己株式の取得 △11,017 △544 

当期変動額合計 △11,017 △544 

当期末残高 △16,265 △16,809 

株主資本合計 

前期末残高 3,365,908 3,492,727 

当期変動額 

剰余金の配当 △74,629 △60,327 

当期純利益 212,466 235,171 

自己株式の取得 △11,017 △544 

当期変動額合計 126,819 174,300 

当期末残高 3,492,727 3,667,027 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 19,860 8,305 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△11,554 △5,104 

当期変動額合計 △11,554 △5,104 

当期末残高 8,305 3,200 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 19,860 8,305 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△11,554 △5,104 

当期変動額合計 △11,554 △5,104 

当期末残高 8,305 3,200 

純資産合計 

前期末残高 3,385,768 3,501,033 

当期変動額 

剰余金の配当 △74,629 △60,327 

当期純利益 212,466 235,171 

自己株式の取得 △11,017 △544 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △11,554 △5,104 

当期変動額合計 115,265 169,195 

当期末残高 3,501,033 3,670,228 
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  (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

6. その他

(1) 役員の異動
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当連結会計年度における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

  

 
(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いません。 

  

当連結会計年度における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

  

 
(注) １ セグメント間の取引については相殺消去しています。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれていません。 

  

当連結会計年度における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

  

 
(注) １ セグメント間の取引については相殺消去しています。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれていません。 

  

以上 

  

  

＜参考資料＞

生産、受注及び販売の状況

 ① 生産実績

事業の種類別セグメントの名称 生産高(千円) 前年同期比(％)

金型 6,828,259 △1.3

産業機器 2,558,946 12.6

合計 9,387,204 2.1

  ② 受注実績

事業の種類別セグメントの名称 受注高(千円) 前年同期比(％) 受注残高(千円) 前年同期比(％)

金型 6,588,774 △5.2 1,379,349 △30.8

産業機器 2,614,723 13.6 1,156,738 6.4

合計 9,203,498 △0.5 2,536,087 △17.7

  ③ 販売実績

事業の種類別セグメントの名称 販売高(千円) 前年同期比(％)

金型 7,202,075 8.0

産業機器 2,545,476 14.1

合計 9,747,552 9.5
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