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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 39,511 △16.4 1,277 △71.2 1,357 △68.8 75 △97.5
20年3月期 47,282 12.6 4,429 28.1 4,349 30.7 3,010 80.7

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 2.57 ― 0.4 3.1 3.2
20年3月期 102.54 99.41 17.6 9.1 9.4

（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 41,781 17,822 41.4 589.07
20年3月期 46,675 18,915 39.3 624.53

（参考） 自己資本   21年3月期  17,290百万円 20年3月期  18,332百万円

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 3,305 △2,919 734 2,239
20年3月期 5,048 △3,303 △2,455 1,191

2.  配当の状況 

（注）22年３月期の配当金は未定とさせていただきます。 

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 ― 4.00 ― 8.00 12.00 352 11.7 2.1
21年3月期 ― 6.00 ― 0.00 6.00 176 233.5 1.0
22年3月期 

（予想）
― ― ― ― ― ―

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 12,500 △49.3 △650 ― △700 ― △750 ― △25.55

通期 28,000 △29.1 △400 ― △550 ― △650 ― △22.14



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16ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」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）の算定基礎となる株式数については24ページ「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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 29,424,635株 20年3月期 29,424,635株
② 期末自己株式数 21年3月期  72,179株 20年3月期  70,062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 32,644 △15.8 866 △66.3 1,395 △52.5 495 △75.1
20年3月期 38,782 14.8 2,567 43.6 2,937 32.8 1,992 73.8

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 16.87 ―
20年3月期 67.86 65.89

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 34,109 15,075 44.2 513.59
20年3月期 38,467 15,238 39.6 519.12

（参考） 自己資本 21年3月期  15,075百万円 20年3月期  15,238百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
※業績予想の適切な利用に関する説明、その他の特記事項 
１．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当たっての注意事 
  項等については３ページ「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」をご覧ください。 
２．平成22年３月期の配当予想につきましては、現時点で判断する業績予想を鑑み、未定とさせていただきます。 



(1）経営成績に関する分析  

①当期の経営成績  

 当連結会計年度の経済状況は、上期の原油・原材料価格の高騰に始まり、下期には、米国の金融危機が世

界中に波及し、信用収縮、資産価値減少による需要減から新興国を含むグローバルな実態経済が大幅かつ急

速に悪化する事態に陥りました。 

 日本経済においても、株安・円高が進行し世界的な金融危機が、わが国の輸出主導の経済構造を直撃し生

産・輸出の急速な減少により企業業績が悪化するなど、大変厳しい状況となりました。 

 このような状況のもと、当社グループの関連するトラック製造業界は、前年に引き続き上期は海外需要に

牽引され好調だったものの、下期は新興国などの経済の急激な減速および円高の加速により輸出が急減した

結果、売上が急落いたしました。また、国内においても急激な経済環境の変化から、当連結会計年度の普通

トラック（積載量４トン以上）の国内登録台数は、上期36,855台、下期26,109台、通期62,964台で前年同期

比26.0％の減少となりました。   

  

今年度に実施した主な施策・活動は以下のとおりです。 

1) エンジンコンポーネントを中心とする新規受注の獲得 

 国内外のトラックメーカーおよび建設・産業機械メーカーならびにエンジンメーカーに積極的な受注活動

を行い新規受注の獲得をしました。 

2) 総原価低減活動 

 総原価20％削減を目標に活動してまいりましたが、特に下期は急減した売上レベルでも採算がとれること

を目標に、減産に対応した雇用調整、役員報酬・管理職給与の一部カット、休業、ワークシェアリングの実

施等、迅速を最優先にした施策を展開しました。 

3) 新規受注活動に対する開発部門の対応 

 開発部門ではトラックメーカーおよび建設・産業機械メーカー各社の新モデルへの対応および海外エンジ

ンメーカーの引き合いに対応し、ブレーキ・ポンプ等の開発を行いました。 

4) 海外業務の拡充 

 海外部門では、米国の2010年排出ガス規制による新規受注品の拡大、タイ国ではエンジン部品の受注拡大

を図りました。 

5) 内部統制システムに係る監査の実施 

 金融商品取引法に基づき平成20年度から開始された内部統制につき、社内評価を実施し、監査法人による

監査が行われました。 

  

 以上の結果、当社グループを挙げて諸施策の推進に努めましたが、経済環境悪化の影響を受け、当連結会

計年度の売上高は395億11百万円（前年同期比16.4％減）、経常利益は13億57百万円（同68.8％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の評価損失の計上、繰延税金資産の評価を見直したことな

どを反映したことにより、当期純利益は75百万円（同97.5％減）となりました。      

  

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。（セグメント情報（20ページ参照）） 

（自動車部品等製造事業） 

 ブレーキ部門の売上高は、内外需要の急激な落ち込みにより、国内トラックメーカー各社からの受注が減

少し、前年同期比20.1％の減少となりました。 

 また、エンジンコンポーネント部門の売上高は、エンジン部品の売上高が新規受注に注力したことにより

増加したものの、自動車用ポンプの受注が大きく減少したため、前年同期比17.4％の減少となりました。こ

の結果、当連結会計年度の売上高は前年同期比16.6％減の389億72百万円となりました。 

 損益面では、急激な売上高の減少の影響を受け、当連結会計年度の営業利益は前年同期比60.1％減の21億

49百万円となりました。   

（不動産賃貸事業） 

 不動産賃貸事業につきましては、前連結会計年度と同様に不動産賃貸事業収入は５億38百万円、営業利益

は１億58百万円となりました。 

  

１．経営成績
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所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。（セグメント情報（22ページ参照）） 

（日本） 

 エンジン関連部品の新規受注があったものの、国内トラックメーカー各社による、急激な大幅減産の影響

を受け、売上高は前年同期比16.2％減の343億53百万円となりました。営業利益は、急激な売上高の減少と原

材料価格高騰の影響で前年同期比57.1％減の20億５百万円となりました。 

（アジア） 

 タイ国を中心としたアジア圏においても世界同時不況の影響を受け、売上高は前年同期比16.5％減の77億

37百万円、また営業利益におきましても前年同期比41.7％減の６億３百万円となりました。 

（北米） 

 北米におきましては、現在積極的に拡販活動を行っており、売上高は前年同期比8.6％増の３億70百万円と

なりました。営業損失は、新工場への移転などの先行投資を行ったため、３億13百万円（前年同期は営業損

失１億51百万円）となりました。 

  

②次期の見通し 

 次期の見通しといたしましては、世界各国で経済の低迷が続き、また、その回復は不透明な状況です。 

 当社グループの関連いたしますトラック製造業界は、昨年10月以降、トラックメーカー各社による販売不

振、在庫調整による生産減が続いております。次期（平成22年３月期）におきましても、下半期に若干の回

復が期待できるとしても、引き続き厳しい状況が続くと予想されます。 

 このような状況のもと、当社グループといたしましては、徹底した総原価低減活動を行い、グループの全

力を挙げて業績の向上を図るべく努める所存であります。   

現時点における通期の業績見通しは、以下の通りであります。   

③第10次中期企業計画 

 当社グループでは、平成18年４月から平成21年３月までの３年間を対象として、「グループ７社全てが黒

字体質への転換を果たした企業集団が完成している」を目標に、「第10次中期企業計画 TBK ORGANIC PLAN 

を策定し、売上高の拡大、総原価の低減、有利子負債の削減などの活動を行ってまいりました。 

 「グループ７社全てが黒字化」と言う目標につきましては、２年目にあたる平成20年３月期において、一

旦達成することができましたが、最終年度の平成21年３月期における経済環境の悪化の影響により受注が激

減したため、一部の連結子会社で目標を達成できませんでした。 

  

(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

総資産については、前年度末比10.5％減の417億81百万円（前連結会計年度末は、466億75百万円）となり48

億94百万円減少いたしました。この主な要因は、前年度末に比べ受取手形及び売掛金が60億23百万円減少し

たことによるものであります。 

（負債） 

負債については、前年度末比13.7％減の239億59百万円（前連結会計年度末は、277億60百万円）となり38億

円減少いたしました。この主な要因は、前年度末に比べ支払手形及び買掛金が43億13百万円減少したことと

未払法人税等の減少７億75百万円によるものであります。 

（純資産） 

純資産については、前年度末比5.8％減の178億22百万円（前連結会計年度末は、189億15百万円）となり10億

93百万円減少いたしました。この主な要因は、当期純利益計上等に伴う利益剰余金の増加（75百万円）に配

当金の支払い（４億10百万円）、並びに株価下落等の影響によりその他有価証券評価差額金の減少（２億25

百万円）を加味したことによるものであります。この結果、自己資本比率は前年度末39.3％から41.4％とな

りました。    

  

連 結 売 上 高    百万円 28,000

営 業 利 益     百万円 △400

経 常 利 益     百万円 △550

当 期 純 利 益     百万円 △650
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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、仕入債務の減少、有形固定資

産の取得による支出等の要因により一部相殺されたものの、税引前当期純利益10億８百万円の計上、売上債

権の減少等により、前連結会計年度末に比べ10億47百万円増加し、当連結会計年度末には22億39百万円とな

りました。なお、当連結会計年度における連結キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 

（営業活動におけるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、33億５百万円（前年同期比34.5％減）となりました。この主な要因は、税

金等調整前当期純利益10億８百万円に、減価償却費23億86百万円、売上債権の減少額57億60百万円と、仕入

債務の減少額41億62百万円、法人税の支払額14億75百万円を加味したことによるものであります。 

（投資活動におけるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、29億19百万円（同11.6％減）となりました。この主な要因は、自動車部品

等製造事業の設備投資による有形固定資産の取得による支出26億65百万円によるものであります。 

（財務活動におけるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果得られた資金は、７億34百万円（前年同期は24億55百万円の使用）となりました。この主な

要因は、有利子負債（長期借入金、社債並びに短期借入金）が合計で10億96百万円増加したことに配当金の

支払額４億８百万円を加味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／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）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

（注２）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おります。 

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

（注４）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全ての負債を対象としており

ます。 

   

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 利益配分につきましては、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題のひとつと位置づけたうえ

で、収益力および財務体質の一層の強化を図りながら、安定した配当を継続することを基本方針としており

ます。その実施につきましては連結業績の状況及び事業を取り巻く経済環境を勘案し、総合的に決定してお

ります。当期の配当につきましては、下半期の急激な減産により大幅に収益状況が悪化しておりますので、

１株当たり６円（うち中間配当６円、期末無配）とさせていただきます。 

 次期の配当金につきましては、業績の向上に注力する所存でございますが、当面厳しい経済環境が続き、

また見通しが不透明なため、現時点では未定とさせていただきます。 

 なお、内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく収益力強化のため、将

来の事業展開に備え内部留保の充実を計るとともに、設備・開発投資へ充当してまいりたいと考えておりま

す。   

  

    第69期 第70期 第71期 第72期 第73期 

    平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月 

  自己資本比率（%）  18.6  26.8  30.3  39.3  41.4

  時価ベースの自己資本比率（%）  17.4  36.6  53.7  25.1  7.7

  
キャッシュ・フロー対有利子 

負債比率（年） 
 5.0  3.5  2.0  1.4  2.5

  
インタレスト・カバレッジ 

・レシオ（倍） 
 6.9  10.3  17.2  22.7  19.3
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２．企業集団の状況 

 当社グループは、当社及び子会社10社及び関連会社３社で構成され「自動車部品等製造事業」と「不動産賃貸事

業」を営んでおります。 

 各セグメント別の事業の主な内容は次のとおりであります。 

（自動車部品等製造事業） 

 「自動車部品等製造事業」は、以下の３区分において制動装置（ブレーキ）、エンジン用水ポンプ、油ポンプ等の

製造販売を行っております。 

ブレーキ部門……小型車から大型トラック・バス用の重要保安部品であるブレーキについては、当社が製造販売し

ており、一部部品及び原材料については、ティービーアール株式会社、香港のFull Win 

Developments Ltd.から、当社が仕入れております。また、一部部品については、タイ国のTBKK

(Thailand)Co.，Ltd.に納入しております。 

エンジンコンポーネント部門 

     ………小型車から大型トラック・バス用のエンジン冷却用水ポンプ・潤滑用油ポンプについては、東京

精工株式会社及びティービーアール株式会社で製造し、当社が仕入れて、販売しております。原

材料については、ティービーアール株式会社が鋳造生産し東京精工株式会社が仕入れておりま

す。また、当社で仕入れた一部部品については、タイ国のTBKK(Thailand)Co.，Ltd.及び米国の

TBK America,Inc.に納入しております。 

その他部門………その他にリターダ等の製造販売を行っております。 

なお、以上の３区分ともに、必要に応じて、当社からティービーケイ販売株式会社に納入してお

ります。 

ティービーケイ販売株式会社ではこの他にブレーキ部門の一部製品を中国のChang'an TBK Co., 

Ltd.から仕入れております。 

（不動産賃貸事業） 

 「不動産賃貸事業」では、ショッピングセンター「つきみ野サティ」の賃貸を行っております。 

 事業の系統図は次のとおりであります。 

［注記］※１ 連結子会社 

※２ 非連結子会社 

※３ 持分法非適用関連会社  
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(1）経営の基本方針   

 当社グループは、「お客様に喜んでいただく商品をつくり、社会に貢献する」を経営の基本理念として、小型車か

ら大型トラック・バス用の重要保安部品であるブレーキ、及びエンジン冷却用水ポンプ・潤滑用油ポンプの専業メー

カーとして開発・生産・販売を通じて広く社会に役立つ企業を目指しております。 

 当社グループの製品は環境、安全、経済性の要求度が高く、高度の技術を必要としており、「安全で信頼性の高い

製品をお客様に提供する」を品質方針に掲げ活動をしております。 

 また、社会からの信頼を確保・維持し、企業としての責務を果たすための諸施策を実施していくことで、事業の発

展と経営の安定を実現し、株主、お客様をはじめとする企業関係者の期待にお応えしてまいります。 

  

(2）会社の対処すべき課題   

 世界経済の大幅な落込みからの回復は不透明で、当面低調に推移すると考えざるを得なく、当社グループを取り巻

く経営環境は厳しい状況が続くものと思われます。 

 この様な状況のもと、当社グループは第11次中期企業計画(平成21年４月１日から平成24年３月31日まで)を実施し

企業基盤を強化し当社グループとしての総合力向上を図るための事業運営を推進してまいります。 

 具体的には、 

①収益基盤整備と売上高の拡大 

 引き続き総原価低減のためのあらゆる施策を実施し、初年度は現状の売上規模で利益が見込める体制作りを行う

とともに、２年目以降の新商品、新市場への拡販による売上高の拡大に繋がる物づくりの体制構築に取り組んでま

いります。 

②海外拠点での事業拡大 

 原材料価格の乱高下、円高など経営環境が変化するなか、既存の海外拠点での新規事業立上げと、海外市場の開

拓を積極的に展開してまいります。 

③新商品開発等の取り組み 

 自動車部品等事業の将来を支えるための新商品開発など事業基盤の強化を進めてまいります。  

   

３．経営方針
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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 1,223,320 2,239,334 

受取手形及び売掛金 11,485,333 5,462,143 

たな卸資産 3,258,766 － 

商品及び製品 － 808,046 

仕掛品 － 977,235 

原材料及び貯蔵品 － 1,283,006 

未収還付法人税等 － 541,701 

繰延税金資産 474,365 253,233 

その他 364,863 365,929 

貸倒引当金 △24,946 △75,101 

流動資産合計 16,781,703 11,855,529 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 16,271,733 16,751,375 

減価償却累計額 △5,819,687 △6,417,043 

建物及び構築物（純額） 10,452,045 10,334,332 

機械装置及び運搬具 21,524,025 22,803,572 

減価償却累計額 △15,352,548 △16,157,091 

機械装置及び運搬具（純額） 6,171,476 6,646,480 

土地 9,953,681 9,942,824 

建設仮勘定 447,237 616,316 

その他 7,067,576 7,103,145 

減価償却累計額 △5,934,600 △6,076,466 

その他（純額） 1,132,975 1,026,678 

有形固定資産合計 28,157,417 28,566,633 

無形固定資産   

ソフトウエア 12,098 44,348 

その他 82,416 68,047 

無形固定資産合計 94,514 112,396 

投資その他の資産   

投資有価証券 707,421 509,036 

出資金 228,716 228,716 

繰延税金資産 481,626 339,467 

その他 245,911 224,333 

貸倒引当金 △16,611 △12,046 

投資損失引当金 △4,772 △42,165 

投資その他の資産合計 1,642,292 1,247,342 

固定資産合計 29,894,223 29,926,371 

資産合計 46,675,927 41,781,901 
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,902,762 3,588,981 

短期借入金 2,934,232 2,798,078 

1年内償還予定の社債 940,000 740,000 

リース債務 － 128,132 

未払法人税等 935,965 160,173 

賞与引当金 671,202 284,374 

役員賞与引当金 100,000 － 

設備関係支払手形 442,998 1,354,194 

その他 1,555,075 681,222 

流動負債合計 15,482,237 9,735,156 

固定負債   

社債 540,000 800,000 

長期借入金 2,456,752 3,474,490 

リース債務 － 205,435 

繰延税金負債 － 183,169 

再評価に係る繰延税金負債 3,060,995 3,078,026 

退職給付引当金 2,323,118 2,595,560 

長期前受金 571,278 544,810 

長期預り保証金 1,845,502 1,888,365 

長期預り敷金 1,344,000 1,344,000 

その他 136,449 110,367 

固定負債合計 12,278,097 14,224,225 

負債合計 27,760,334 23,959,381 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,617,309 4,617,309 

資本剰余金 250,149 250,000 

利益剰余金 8,662,765 8,319,349 

自己株式 △25,543 △26,050 

株主資本合計 13,504,680 13,160,609 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 138,412 △87,353 

繰延ヘッジ損益 △19,251 △15,269 

土地再評価差額金 4,645,721 4,628,690 

為替換算調整勘定 63,187 △396,052 

評価・換算差額等合計 4,828,070 4,130,015 

少数株主持分 582,841 531,894 

純資産合計 18,915,592 17,822,519 

負債純資産合計 46,675,927 41,781,901 
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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 47,282,885 39,511,151 

売上原価 39,641,494 35,100,104 

売上総利益 7,641,391 4,411,046 

販売費及び一般管理費 3,211,931 3,133,438 

営業利益 4,429,459 1,277,608 

営業外収益   

受取利息 2,086 1,708 

受取配当金 17,990 11,830 

助成金収入 － 72,553 

作業くず売却益 136,978 153,954 

その他 77,789 99,831 

営業外収益合計 234,845 339,879 

営業外費用   

支払利息 257,054 212,931 

社債発行費 － 16,568 

為替差損 32,537 16,533 

その他 25,201 13,677 

営業外費用合計 314,793 259,710 

経常利益 4,349,511 1,357,777 

特別利益   

前期損益修正益 64,661 2,821 

投資損失引当金戻入額 8,698 － 

固定資産売却益 2,873 35,987 

貸倒引当金戻入額 1,641 － 

新株予約権戻入益 21,660 － 

受取補償金 14,521 － 

持分変動利益 － 25,609 

特別利益合計 114,055 64,418 

特別損失   

前期損益修正損 － 91,655 

固定資産売却損 － 953 

固定資産廃棄損 － 49,144 

固定資産売却・廃却損 193,157 － 

投資有価証券評価損 38,828 206,249 

投資損失引当金繰入額 － 37,393 

会員権評価損 9,457 28,150 

製品補償損失 258,813 － 

特別損失合計 500,257 413,545 

税金等調整前当期純利益 3,963,308 1,008,650 

法人税、住民税及び事業税 1,377,473 187,087 

過年度法人税等戻入額 － △33,662 

法人税等調整額 △520,576 689,084 

法人税等合計 856,896 842,508 

少数株主利益 96,106 90,650 

当期純利益 3,010,305 75,491 
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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 4,617,309 4,617,309 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 4,617,309 4,617,309 

資本剰余金   

前期末残高 250,000 250,149 

当期変動額   

自己株式の処分 149 △149 

当期変動額合計 149 △149 

当期末残高 250,149 250,000 

利益剰余金   

前期末残高 5,984,973 8,662,765 

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △7,349 

当期変動額   

剰余金の配当 △352,322 △410,943 

当期純利益 3,010,305 75,491 

非連結子会社との合併に伴う増加高 11,087 － 

連結範囲の変動 △125 － 

土地再評価差額金の取崩 8,848 － 

自己株式の処分 － △613 

当期変動額合計 2,677,792 △336,065 

当期末残高 8,662,765 8,319,349 

自己株式   

前期末残高 △22,010 △25,543 

当期変動額   

自己株式の取得 △4,090 △2,741 

自己株式の処分 557 2,235 

当期変動額合計 △3,533 △506 

当期末残高 △25,543 △26,050 

株主資本合計   

前期末残高 10,830,272 13,504,680 

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △7,349 

当期変動額   

剰余金の配当 △352,322 △410,943 

当期純利益 3,010,305 75,491 

非連結子会社との合併に伴う増加高 11,087 － 

連結範囲の変動 △125 － 

土地再評価差額金の取崩 8,848 － 

自己株式の取得 △4,090 △2,741 

自己株式の処分 706 1,472 

当期変動額合計 2,674,408 △336,721 

当期末残高 13,504,680 13,160,609 
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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) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 200,341 138,412 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △61,929 △225,765 

当期変動額合計 △61,929 △225,765 

当期末残高 138,412 △87,353 

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △17,838 △19,251 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,412 3,982 

当期変動額合計 △1,412 3,982 

当期末残高 △19,251 △15,269 

土地再評価差額金   

前期末残高 4,654,569 4,645,721 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,848 △17,031 

当期変動額合計 △8,848 △17,031 

当期末残高 4,645,721 4,628,690 

為替換算調整勘定   

前期末残高 287,394 63,187 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △224,206 △459,240 

当期変動額合計 △224,206 △459,240 

当期末残高 63,187 △396,052 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 5,124,467 4,828,070 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △296,396 △698,054 

当期変動額合計 △296,396 △698,054 

当期末残高 4,828,070 4,130,015 

新株予約権   

前期末残高 21,660 － 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △21,660 － 

当期変動額合計 △21,660 － 

当期末残高 － － 

少数株主持分   

前期末残高 545,513 582,841 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 37,327 △50,947 

当期変動額合計 37,327 △50,947 

当期末残高 582,841 531,894 
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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 16,521,913 18,915,592 

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △7,349 

当期変動額   

剰余金の配当 △352,322 △410,943 

当期純利益 3,010,305 75,491 

非連結子会社との合併に伴う増加高 11,087 － 

連結範囲の変動 △125 － 

土地再評価差額金の取崩 8,848 － 

自己株式の取得 △4,090 △2,741 

自己株式の処分 706 1,472 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △280,729 △749,001 

当期変動額合計 2,393,679 △1,085,723 

当期末残高 18,915,592 17,822,519 
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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 3,963,308 1,008,650 

減価償却費 2,335,036 2,386,338 

賞与引当金の増減額（△は減少） 7,180 △379,531 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 49,400 △100,000 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 75,098 257,457 

受取利息及び受取配当金 △20,077 △13,539 

支払利息 257,054 212,931 

固定資産売却損益（△は益） － △35,034 

固定資産売却益 △2,873 － 

固定資産廃棄損 － 49,144 

固定資産売却・廃却損 193,157 － 

投資有価証券評価損益（△は益） － 206,249 

持分変動損益（△は益） － △25,609 

売上債権の増減額（△は増加） 84,845 5,760,410 

たな卸資産の増減額（△は増加） △257,849 63,231 

仕入債務の増減額（△は減少） 550,859 △4,162,678 

未収消費税等の増減額（△は増加） △5,663 △145,231 

未払消費税等の増減額（△は減少） 102,106 △106,460 

未払金の増減額（△は減少） △31,324 △64,162 

その他 △257,692 26,570 

小計 7,042,570 4,938,737 

利息及び配当金の受取額 20,123 13,539 

利息の支払額 △222,683 △171,675 

法人税等の支払額 △1,791,792 △1,475,105 

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,048,217 3,305,495 

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 △3,386,939 △2,665,416 

有形固定資産の売却による収入 38,452 144,816 

無形固定資産の取得による支出 △13,963 △6,195 

投資有価証券の売却による収入 216,000 － 

投資有価証券の取得による支出 △140,131 △369,258 

貸付けによる支出 △530 △15,500 

貸付金の回収による収入 1,270 675 

その他 △17,378 △8,814 

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,303,220 △2,919,693 
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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) 

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 5,376,000 5,422,184 

短期借入金の返済による支出 △5,574,000 △5,178,500 

長期借入れによる収入 1,800,000 2,817,400 

長期借入金の返済による支出 △1,782,483 △2,007,714 

社債の発行による収入  983,431 

社債の償還による支出 △940,000 △940,000 

転換社債型新株予約権付社債の繰上償還による支
出

△1,515,000 － 

少数株主からの払込みによる収入 － 79,536 

配当金の支払額 △349,831 △408,533 

その他 529,523 △33,178 

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,455,791 734,624 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △88,955 △73,016 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △799,749 1,047,410 

現金及び現金同等物の期首残高 1,599,386 1,191,924 

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少） 350,304 － 

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の
増加額

41,983 － 

現金及び現金同等物の期末残高 1,191,924 2,239,334 
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 該当事項はありません。 

  

１ 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 

① たな卸資産 

  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。 

（会計方針の変更） 

   通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、先入先出法による原価法によっておりましたが、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）が適用され

たことに伴い、先入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

により算定しております。 

  これにより、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益は、それぞれ 千円減

少しております。 

  なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産 

（イ）リース資産以外の有形固定資産 

 定額法によっております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物及び構築物    ３～47年 

機械装置及び運搬具  ２～９年 

その他        ２～20年 

 また、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。 

 なお、取得価額が10万円以上20万円未満の資産については３年間で均等償却する方法を採用しております。 

（ロ）リース資産 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零として算定する方法によっております。 

 （追加情報） 

 有形固定資産の耐用年数の変更 

  当社及び国内連結子会社の機械装置については、従来、耐用年数を２～11年としておりましたが、当連結会計

年度より２～９年に変更しております。 

  この変更は、法人税法改正を契機として、経済的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、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益は、それぞれ 千円減

少しております。 

  なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

② 無形固定資産 

（イ）リース資産以外の無形固定資産 

定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基 

づく定額法によっております。  

（ロ）リース資産 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零として算定する方法によっております。 

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

101,364

104,611
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(3）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準 

  従来、在外子会社等の資産及び負債ならびに収益及び費用は決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び少数株主持分に含めて計上しておりましたが、当連結会計年度

より、在外子会社等の資産及び負債は在外子会社等の決算日の直物為替相場により、収益及び費用は期中平均相

場により円換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び少数株主持分に含める方法に変更して

おります。 

  この変更は、近時の為替市場の動向を勘案し、為替相場の短期的な変動によって四半期決算と年度決算の整合

性が損なわれるリスクを回避するためにおこなったものであり、かつ、収益及び費用の各項目が連結会計年度を

通じて発生する在外子会社等の業績を、より正確に連結財務諸表に反映させるためのものであります。 

  これにより、従来の方法によった場合に比べて当連結会計年度の売上高は 千円増加、営業利益は

千円減少、経常利益、税金等調整前当期純利益は、それぞれ 千円、 千円増加しております。

なお、セグメント情報に与える影響は当該箇所に記載しております。 

(4）重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

  繰延ヘッジ処理を採用しております。また、金利スワップの特例処理の要件を満たすものについては、特例処

理によっております。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…金利スワップ取引 

ヘッジ対象…借入金の支払金利 

③ ヘッジ方針 

  金利変動による借入債務の損失可能性を減殺する目的で行っております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

  ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変

動の累計を比較し、その変動額の比率によって有効性を評価しております。 

  ただし、特例処理によっているスワップについては、有効性の評価を省略しております。 

 なお、上記以外の事項につきましては、最近の有価証券報告書（平成20年６月24日提出）における記載から重要

な変更がないため、開示を省略しております。 

462,141

60,378 23,576 21,058
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（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） 

 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、連結決算上必要な修正を行っております。 

 なお、これによる損益に与える影響及びセグメント情報に与える影響は軽微であります。 

  

（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、賃貸借取引に準じた会計処理によっておりましたが、

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おります。 

 これによる損益に与える影響及びセグメント情報に与える影響は軽微であります。 

  

  

（連結貸借対照表） 

1. 「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「商品及び製品」「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「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、それ

ぞれ 千円、 千円、 千円であります。 

２. 前連結会計年度まで流動資産の「その他」に含めて表示しておりました「未収還付法人税等」は、当連結会計年

度において、資産の総額の100分の１を超えたため区分掲記しております。 

 なお、前連結会計年度末の「未収還付法人税等」は 千円であります。 

  

（連結損益計算書） 

  前連結会計年度まで特別損失の「固定資産売却・廃却損」として掲記されていたものは、当連結会計年度より

「固定資産売却損」及び「固定資産廃棄損」と掲記しております。 

 なお、前連結会計年度の「固定資産売却損」及び「固定資産廃棄損」は、それぞれ 千円、 千円で

あります。 

  

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

  前連結会計年度において、「固定資産売却益」及び「固定資産売却・廃却損」として掲記されていたものは、Ｅ

ＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ導入に伴い連結財務諸表の比較可能性を向上するため、当連結会計年度より「固定資産売

却損益（△は益）」及び「固定資産廃棄損」と掲記しております。 

  なお、当連結会計年度の「固定資産売却損益（△は益）」に含まれる「固定資産売却益」及び「固定資産売却

損」は、それぞれ 千円、 千円であります。 

  

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

表示方法の変更

997,536 1,076,721 1,184,508

1,085

112,609 80,548

△35,987 953
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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） 

 （注）１ 事業の区分は社内管理上使用している区分によっております。 

２ 各事業の主な製品 

(1）自動車部品等製造事業  制動装置（ブレーキ）、エンジン用水ポンプ・油ポンプ、エンジン関連部品 

(2）不動産賃貸事業     ショッピングセンター「つきみ野サティ」 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用1,112,287千円の主なものは、本社総務部

門等管理部門に係る費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産は1,128,141千円であり、その主なものは、親会社での

余資運用資金（現金）、長期投資資金（投資有価証券）等であります。 

５ 会計方針の変更 

  重要な減価償却資産の減価償却方法 

  当社及び国内連結子会社は、法人税法改正に伴い、当連結会計年度より平成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方法に変更しております。これにより自動車部

品等製造事業で営業費用が12,994千円増加し、営業利益が同額減少しております。 

  なお、不動産賃貸事業については、セグメント情報に与える影響はありません。 

６ 追加情報 

  重要な減価償却資産の減価償却方法 

  当社及び国内連結子会社は、法人税法改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得した資産については、改

正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌連結会計

年度より、取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計

上しております。これにより営業費用は自動車部品等製造事業が137,347千円、不動産賃貸事業が812千円増

加し、営業利益がそれぞれ同額減少しております。  

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
自動車部品等
製造事業 

（千円） 

不動産賃貸事
業（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                              

(1）外部顧客に対する売上高  46,744,417  538,468  47,282,885  －  47,282,885

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  46,744,417  538,468  47,282,885  －  47,282,885

営業費用  41,358,726  382,412  41,741,138  1,112,287  42,853,426

営業利益  5,385,691  156,055  5,541,747 (1,112,287)  4,429,459

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的

支出 
                             

資産  33,023,783  12,524,001  45,547,785  1,128,141  46,675,927

減価償却費  2,062,075  269,446  2,331,521  －  2,331,521

資本的支出  1,310,597  －  1,310,597  －  1,310,597
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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） 

 （注）１ 事業の区分は社内管理上使用している区分によっております。 

２ 各事業の主な製品 

(1）自動車部品等製造事業  制動装置（ブレーキ）、エンジン用水ポンプ・油ポンプ、エンジン関連部品 

(2）不動産賃貸事業     ショッピングセンター「つきみ野サティ」 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用1,030,485千円の主なものは、本社総務部

門等管理部門に係る費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産は2,018,859千円であり、その主なものは、親会社での

余資運用資金（現金）、長期投資資金（投資有価証券）等であります。 

５ 会計方針の変更 

  （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

      「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」１．（1）①に記載のとおり、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）を適用しております。こ

れにより、従来の方法によった場合に比べて、「自動車部品等製造事業」で営業利益が 千円減少し

ております。 

  （在外子会社等の資産又は負債の本邦通貨への換算基準） 

      「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」１．（3）に記載のとおり、当連結会計年度より、

在外子会社等の資産及び負債は在外子会社等の決算日の直物為替相場により、収益及び費用は期中平均相場

により円換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び少数株主持分に含める方法に変更し

ております。これにより、従来の方法によった場合に比べて、「自動車部品等製造事業」で売上高は

千円増加し、営業利益は 千円減少しております。 

６ 追加情報 

 （有形固定資産の耐用年数の変更） 

 「追加情報」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、法人税法改正を契機として、経済的耐用年数

を見直したことにより、機械装置については、従来、耐用年数を２～11年としておりましたが、当連結会計

年度より２～９年に変更しております。 

 これにより営業利益は、「自動車部品等製造事業」で 千円減少しております。 

  

  
自動車部品等
製造事業 

（千円） 

不動産賃貸事
業（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                              

(1）外部顧客に対する売上高  38,972,683  538,468  39,511,151  －  39,511,151

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  38,972,683  538,468  39,511,151  －  39,511,151

営業費用  36,823,587  379,470  37,203,057  1,030,485  38,233,543

営業利益  2,149,095  158,998  2,308,093 (1,030,485)  1,277,608

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的

支出 
                             

資産  27,508,462  12,254,578  39,763,041  2,018,859  41,781,901

減価償却費  2,074,016  269,446  2,343,462  －  2,343,462

資本的支出  3,387,532  －  3,387,532  －  3,387,532

101,364

462,141 60,378

104,611
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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） 

 （注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

アジア：タイ国・中国 

北米 ：米国 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用1,112,287千円の主なものは、「事業の種

類別セグメント情報」の「注３」と同一であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産は1,128,141円であり、その主なものは、「事業の種類

別セグメント情報」の「注４」と同一であります。 

５ 会計方針の変更 

 重要な減価償却資産の減価償却方法 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法改正に伴い、当連結会計年度より平成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方法に変更しております。これにより日本で営

業費用が12,994千円増加し、営業利益が同額減少しております。 

６ 追加情報 

(1)重要な減価償却資産の減価償却方法 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得した資産については、改

正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌連結会計

年度より、取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計

上しております。これにより日本で営業費用が138,160千円増加し、営業利益が同額減少しております。 

(2)当連結会計年度より北米を記載しております。これは在外子会社であるTBK America, Inc.を当連結会計

年度より重要性が増加したことから連結の範囲に含めたことによるものであります。  

ｂ．所在地別セグメント情報

  
日本 

 （千円） 
アジア 
（千円） 

北米 
（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  40,568,787  6,712,089  2,009  47,282,885  －  47,282,885

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 402,878  2,559,659  339,543  3,302,081 (3,302,081)  －

計  40,971,666  9,271,748  341,552  50,584,967 (3,302,081)  47,282,885

営業費用  36,296,851  8,236,089  493,274  45,026,214 (2,172,788)  42,853,426

営業利益又は営業損失（△）  4,674,815  1,035,659  △151,721  5,558,752 (1,129,292)  4,429,459

Ⅱ 資産  41,376,321  5,928,909  641,623  47,946,853 (1,270,926)  46,675,927

2009/05/14 11:46:04
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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） 

 （注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

アジア：タイ国・中国 

北米 ：米国 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用1,030,485千円の主なものは、「事業の種

類別セグメント情報」の「注３」と同一であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産は2,018,859千円であり、その主なものは、「事業の種

類別セグメント情報」の「注４」と同一であります。 

５ 会計方針の変更 

  （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」１．（1）①に記載のとおり、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）を適用しております。こ

れにより、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が「日本」で 千円減少しております。 

 （在外子会社等の資産又は負債の本邦通貨への換算基準） 

 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」１．（3）に記載のとおり、当連結会計年度より、

在外子会社等の資産及び負債は在外子会社等の決算日の直物為替相場により、収益及び費用は期中平均相場

により円換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び少数株主持分に含める方法に変更し

ております。これにより、従来の方法によった場合に比べて、外部顧客に対する売上高は「アジア」で

千円、「北米」で 千円それぞれ増加し、営業利益は「アジア」で 千円減少し、「北

米」においては営業損失が 千円増加しております。 

６ 追加情報 

 （有形固定資産の耐用年数の変更） 

 「追加情報」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、法人税法改正を契機として、経済的耐用年数

を見直したことにより、機械装置については、従来、耐用年数を２～11年としておりましたが、当連結会計

年度より２～９年に変更しております。 

 これにより営業利益は、「日本」で 千円減少しております。 

  

  
日本 

 （千円） 
アジア 
（千円） 

北米 
（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  33,886,458  5,519,015  105,677  39,511,151  －  39,511,151

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 467,040  2,218,481  265,238  2,950,760 (2,950,760)  －

計  34,353,498  7,737,496  370,916  42,461,911 (2,950,760)  39,511,151

営業費用  32,348,416  7,133,591  684,350  40,166,358 (1,932,815)  38,233,543

営業利益又は営業損失（△）  2,005,082  603,905  △313,434  2,295,553 (1,017,944)  1,277,608

Ⅱ 資産  36,223,571  4,811,605  802,154  41,837,331 (55,430)  41,781,901

101,364

439,369 22,772 39,596

20,781

104,611
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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） 

 （注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

北米   ：米国 

アジア  ：タイ国・中国 

ヨーロッパ：ベルギー・フランス 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又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） 

 （注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

北米   ：米国 

アジア  ：タイ国・中国 

ヨーロッパ：ベルギー 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。  

４ 会計処理の方法の変更 

 （在外子会社等の資産又は負債の本邦通貨への換算基準） 

 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」１．（3）に記載のとおり、当連結会計年度より、

在外子会社等の資産及び負債は在外子会社等の決算日の直物為替相場により、収益及び費用は期中平均相場

により円換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び少数株主持分に含める方法に変更し

ております。これにより、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の売上高は「北米」で

千円、「アジア」で 千円それぞれ増加しております。 

  

ｃ．海外売上高

  北米 アジア ヨーロッパ 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  2,163,497  7,487,370  73,391  9,724,259

Ⅱ 連結売上高（千円）                    47,282,885

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 4.6  15.8  0.2  20.6

  北米 アジア ヨーロッパ 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,141,037  5,670,867  35,762  6,847,668

Ⅱ 連結売上高（千円）                    39,511,151

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 2.9  14.3  0.1  17.3

22,772

439,369
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 （注） 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の算定上の基礎は、以下のとおりでありま

す。 

 該当事項はありません。 

（開示の省略） 

 リース取引、有価証券、デリバティブ、退職給付、税効果会計、関連当事者情報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。  

  

（１株当たり情報）

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 

１株当たり純資産額 624.53円 

１株当たり当期純利益        102.54円 

１株当たり純資産額        円 589.07

１株当たり当期純利益          円 2.57

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益 
     99.41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。 

  
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株当たり当期純利益            

当期純利益（千円）  3,010,305  75,491

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）  3,010,305  75,491

期中平均株式数（千株）  29,358  29,352

潜在株式調整後１株当たり当期純利益            

  当期純利益調整額（千円）  9,069  －

  （うち社債償還損(税額相当額控除後)） (      9,069)   

普通株式増加数（千株）  1,015  －

  （うち転換社債型新株予約権付社債） (      1,015)   

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要 

―――――― ―――――― 

（重要な後発事象）

2009/05/14 11:46:04
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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 569,727 1,648,188 

受取手形 154,522 81,892 

売掛金 9,283,123 4,442,339 

製品 456,525 － 

商品及び製品 － 252,462 

仕掛品 116,480 58,794 

原材料 702,835 － 

貯蔵品 19,804 － 

原材料及び貯蔵品 － 787,963 

前払費用 33,286 35,492 

未収入金 1,352,122 1,004,582 

未収還付法人税等 － 496,322 

繰延税金資産 214,210 109,289 

その他 8,992 4,420 

貸倒引当金 △29,147 △78,344 

流動資産合計 12,882,484 8,843,404 

固定資産   

有形固定資産   

建物 9,784,818 9,918,653 

減価償却累計額 △2,657,498 △3,035,911 

建物（純額） 7,127,320 6,882,741 

構築物 1,482,712 1,482,295 

減価償却累計額 △593,450 △657,952 

構築物（純額） 889,261 824,342 

機械及び装置 6,463,035 6,738,133 

減価償却累計額 △4,926,910 △5,169,852 

機械及び装置（純額） 1,536,125 1,568,280 

車両運搬具 95,676 95,676 

減価償却累計額 △87,044 △89,318 

車両運搬具（純額） 8,632 6,358 

工具、器具及び備品 4,517,601 4,482,812 

減価償却累計額 △4,030,853 △4,058,785 

工具、器具及び備品（純額） 486,747 424,027 

土地 8,364,064 8,364,064 

建設仮勘定 99,001 88,131 

有形固定資産合計 18,511,153 18,157,946 

無形固定資産   

ソフトウエア 4,591 29,569 

電話加入権 2,818 2,818 

無形固定資産合計 7,410 32,388 

投資その他の資産   

投資有価証券 558,413 370,671 

関係会社株式 2,794,198 2,834,374 

関係会社出資金 554,357 554,357 
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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) 

長期貸付金 － 15,000 

株主、役員又は従業員に対する長期貸付金 － 50 

関係会社長期貸付金 2,960,000 3,410,000 

長期前払費用 9,293 18,388 

敷金及び保証金 202,504 168,058 

繰延税金資産 288,968 394,932 

貸倒引当金 △24,492 △21,142 

投資損失引当金 △276,331 △668,470 

投資その他の資産合計 7,066,912 7,076,220 

固定資産合計 25,585,476 25,266,555 

資産合計 38,467,961 34,109,959 

負債の部   

流動負債   

支払手形 285,303 171,944 

買掛金 7,973,679 3,401,468 

短期借入金 800,000 1,050,000 

1年内返済予定の長期借入金 1,210,600 1,108,400 

1年内償還予定の社債 940,000 740,000 

リース債務 － 5,953 

未払金 285,501 800,518 

未払費用 210,746 138,121 

未払法人税等 792,234 144,365 

未払消費税等 109,984 16,171 

前受金 71,268 71,268 

預り金 41,294 43,541 

賞与引当金 284,222 104,139 

役員賞与引当金 100,000 － 

設備関係支払手形 62,848 217,130 

流動負債合計 13,167,684 8,013,022 

固定負債   

社債 540,000 800,000 

長期借入金 1,720,000 2,236,600 

リース債務 － 21,905 

再評価に係る繰延税金負債 2,975,376 2,991,931 

退職給付引当金 960,425 1,105,867 

長期前受金 571,278 544,810 

長期預り保証金 1,823,770 1,866,446 

長期預り敷金 1,344,000 1,344,000 

その他 126,881 110,367 

固定負債合計 10,061,733 11,021,929 

負債合計 23,229,418 19,034,951 
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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 4,617,309 4,617,309 

資本剰余金   

資本準備金 250,000 250,000 

その他資本剰余金 149 － 

資本剰余金合計 250,149 250,000 

利益剰余金   

利益準備金 99,232 140,326 

その他利益剰余金   

特別償却準備金 37,947 36,129 

別途積立金 2,000,000 2,000,000 

繰越利益剰余金 4,041,233 4,085,467 

利益剰余金合計 6,178,412 6,261,922 

自己株式 △25,543 △26,050 

株主資本合計 11,020,327 11,103,182 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 144,855 △88,961 

繰延ヘッジ損益 △19,251 △15,269 

土地再評価差額金 4,092,611 4,076,056 

評価・換算差額等合計 4,218,215 3,971,825 

純資産合計 15,238,542 15,075,007 

負債純資産合計 38,467,961 34,109,959 
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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   

製品売上高 38,244,417 32,105,592 

不動産賃貸収入 538,468 538,468 

売上高合計 38,782,886 32,644,060 

売上原価   

製品期首たな卸高 299,635 456,525 

当期製品製造原価 34,037,766 29,431,894 

合計 34,337,401 29,888,419 

製品期末たな卸高 456,525 252,462 

不動産賃貸原価 382,412 379,470 

売上原価合計 34,263,288 30,015,427 

売上総利益 4,519,597 2,628,633 

販売費及び一般管理費 1,952,291 1,762,596 

営業利益 2,567,305 866,037 

営業外収益   

受取利息 71,507 59,991 

受取配当金 422,124 532,740 

受取保証料 2,433 1,384 

助成金収入 － 31,219 

その他 59,082 69,708 

営業外収益合計 555,149 695,044 

営業外費用   

支払利息 124,113 121,237 

社債利息 19,837 10,255 

社債発行費 － 16,568 

その他 40,944 17,332 

営業外費用合計 184,895 165,394 

経常利益 2,937,560 1,395,687 

特別利益   

前期損益修正益 64,661 － 

貸倒引当金戻入額 918 － 

固定資産売却益 － 34,793 

投資有価証券売却益 － 1 

抱合せ株式消滅差益 11,087 － 

新株予約権戻入益 21,660 － 

特別利益合計 98,326 34,794 

特別損失   

前期損益修正損 － 88,439 

固定資産売却・廃却損 4,282 － 

固定資産廃棄損 － 11,455 

投資有価証券評価損 26,678 182,551 

関係会社投資損失引当金繰入額 191,958 392,139 

会員権評価損 9,457 28,150 

特別損失合計 232,376 702,736 

税引前当期純利益 2,803,509 727,745 

法人税、住民税及び事業税 850,393 169,530 

過年度法人税等戻入額 － △73,928 

法人税等調整額 △39,056 137,076 

法人税等合計 811,337 232,678 

当期純利益 1,992,172 495,067 
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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 4,617,309 4,617,309 

当期変動額   

当期変動額合計 －  

当期末残高 4,617,309 4,617,309 

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 250,000 250,000 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 250,000 250,000 

その他資本剰余金   

前期末残高 － 149 

当期変動額   

自己株式の処分 149 △149 

当期変動額合計 149 △149 

当期末残高 149 － 

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 64,000 99,232 

当期変動額   

利益準備金の積立 35,232 41,094 

当期変動額合計 35,232 41,094 

当期末残高 99,232 140,326 

その他利益剰余金   

特別償却準備金   

前期末残高 － 37,947 

当期変動額   

特別償却準備金の積立 37,947 △1,818 

当期変動額合計 37,947 △1,818 

当期末残高 37,947 36,129 

別途積立金   

前期末残高 2,000,000 2,000,000 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 2,000,000 2,000,000 

繰越利益剰余金   

前期末残高 2,474,562 4,041,233 

当期変動額   

利益準備金の積立 △35,232 △41,094 

特別償却準備金の積立 △37,947 1,818 

剰余金の配当 △352,322 △410,943 

当期純利益 1,992,172 495,067 

自己株式の処分  △613 

当期変動額合計 1,566,670 44,234 

当期末残高 4,041,233 4,085,467 
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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 △22,010 △25,543 

当期変動額   

自己株式の取得 △4,090 △2,741 

自己株式の処分 557 2,235 

当期変動額合計 △3,533 △506 

当期末残高 △25,543 △26,050 

株主資本合計   

前期末残高 9,383,861 11,020,327 

当期変動額   

剰余金の配当 △352,322 △410,943 

当期純利益 1,992,172 495,067 

自己株式の取得 △4,090 △2,741 

自己株式の処分 706 1,472 

当期変動額合計 1,636,465 82,854 

当期末残高 11,020,327 11,103,182 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 197,413 144,855 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △52,557 △233,817 

当期変動額合計 △52,557 △233,817 

当期末残高 144,855 △88,961 

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △17,838 △19,251 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,412 3,982 

当期変動額合計 △1,412 3,982 

当期末残高 △19,251 △15,269 

土地再評価差額金   

前期末残高 4,092,611 4,092,611 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － △16,554 

当期変動額合計 － △16,554 

当期末残高 4,092,611 4,076,056 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 4,272,186 4,218,215 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △53,970 △246,390 

当期変動額合計 △53,970 △246,390 

当期末残高 4,218,215 3,971,825 

新株予約権   

前期末残高 21,660 － 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △21,660 － 

当期変動額合計 △21,660 － 

当期末残高 － － 
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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) 

純資産合計   

前期末残高 13,677,707 15,238,542 

当期変動額   

剰余金の配当 △352,322 △410,943 

当期純利益 1,992,172 495,067 

自己株式の取得 △4,090 △2,741 

自己株式の処分 706 1,472 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △75,630 △246,390 

当期変動額合計 1,560,835 △163,535 

当期末残高 15,238,542 15,075,007 
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 該当事項はありません。 

  

（貸借対照表） 

  前事業年度まで流動資産の「その他」に含めて表示しておりました「未収還付法人税等」は、当連結会計年度に

おいて、資産の総額の100分の１を超えたため区分掲記しております。 

 なお、前事業年度末の「未収還付法人税等」は 千円であります。 

  

（損益計算書） 

  前事業年度まで特別損失の「固定資産売却・廃却損」として掲記されていたものは、当事業年度より「固定資産

売却損」及び「固定資産廃棄損」と掲記しております。 

 なお、前事業年度の「固定資産廃棄損」は 千円であり、「固定資産売却損」はございません。 

  

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

表示方法の変更

1,085

4,282
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