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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 3,670 △2.5 190 88.5 194 ― 33 ―
20年3月期 3,763 △3.7 101 △68.0 △172 ― △164 ―

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 1,269.78 ― 0.9 3.6 5.2
20年3月期 △6,084.64 ― △4.2 △3.0 2.7

（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 5,442 3,596 65.9 138,899.55
20年3月期 5,705 3,845 65.8 140,871.76

（参考） 自己資本   21年3月期  3,589百万円 20年3月期  3,753百万円

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 289 △31 △201 1,229
20年3月期 △14 △373 △297 1,116

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 ― 0.00 ― 2,500.00 2,500.00 66 ― 1.7
21年3月期 ― 0.00 ― 2,500.00 2,500.00 64 196.9 1.8
22年3月期 

（予想）
― 0.00 ― 2,500.00 2,500.00 29.6

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

1,893 △2.4 198 81.7 198 △16.8 115 0.0 4,475.40

通期 3,700 0.8 375 97.4 375 93.3 217 557.6 8,444.89
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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）  有  

(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、24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、36ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 1社 （社名 ランドウォーカー株式会社 ） 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 27,200株 20年3月期 27,200株
② 期末自己株式数 21年3月期  1,361株 20年3月期  555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 3,618 △1.7 341 48.7 361 ― 203 ―
20年3月期 3,678 △3.6 229 △28.0 △76 ― △82 ―

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 7,720.12 ―
20年3月期 △3,055.87 ―

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 5,386 3,899 72.4 150,904.21
20年3月期 5,366 3,819 71.2 143,356.75

（参考） 自己資本 21年3月期  3,899百万円 20年3月期  3,819百万円

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、予想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、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。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
累計期間

1,867 △1.9 195 △0.5 195 △39.4 113 △42.9 4,397.57

通期 3,650 0.9 370 8.5 370 2.5 214 5.4 8,328.14
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１．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、米国サブプライムローン問題に端を発した世界的な金融危機の混乱が、後

半期にかけ深刻さを増し、企業業績と個人消費の落ち込みが加速し、景気の悪化が一層増しております。

　当業界におきましても、病院や介護施設の大型案件が減少するなど依然として厳しい経営環境が続きました。一方、

介護保険サービス市場において、福祉用具の貸与件数は平成21年１月審査分で約47万件（厚生労働省「介護給付費調

査実態月報」前年同月比108.7％）となっております。また、障害者用車いす市場においては、平成18年４月から施行

された障害者自立支援法の影響により、車いす等補装具の交付件数は落ち込んでおりましたが、幾分回復基調にあり

ます。

　このような事業環境の中、当社グループは主力製品の拡販及び新規ＯＥＭ製品の獲得、費用の削減などに注力し、

業容の拡大と収益確保を図ってまいりました。

　中国子会社では、品質の向上に努めるとともに、生産の効率化を図る一環として、海外委託生産をしておりました

製品を自社工場で生産するべく努めてまいりましたが、人民元高の進行、原材料費や人件費の高騰等があり、改善は

見られたものの黒字転換には至りませんでした。

　売上高につきましては、主力製品の販売推進キャンペーンや子会社ランドウォーカー株式会社での高齢者用自転車

「かるがもグランド」の発売があったものの、病院、介護施設等で使用される標準車いすの販売が伸びず、当連結会

計年度は3,670百万円（前期比2.5％減）となりました。

　利益面につきましては、当社グループの生産拠点である中国において、生産合理化による原価低減に努めた結果、

営業利益は190百万円（前期比88.5％増）、経常利益は194百万円（前期は経常損失172百万円）となりました。

　当期純利益につきましては、法人税等160百万円の計上により当連結会計年度は33百万円（前期は純損失164百万円）

となりました。

　所在地別セグメントの業績は、日本では売上高3,642百万円（前期比1.0％減）、営業利益297百万円（同29.4％増）、

中国では売上高1,002百万円（同22.6％増）、営業損失68百万円（前期は営業損失109百万円）となりました。
 

品目別売上高 　（百万円未満切捨て）

平成20年３月期 平成21年３月期
対前年
増減率
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

標準車いす 2,046 54.4 1,954 53.2 △4.5

特殊車いす 1,070 28.4 1,067 29.1 △0.3

電動車いす 119 3.2 87 2.4 △26.9

その他福祉用品 433 11.5 437 11.9 0.9

その他 93 2.5 123 3.4 32.3

合計 3,763 100.0 3,670 100.0 △2.5

②次期の見通し

  総務省の発表によりますと、平成20年10月１日現在の我が国の総人口は前年に比べ減少し、75歳以上の高齢者が総

人口の１割を超え、少子高齢化が加速しております。また、内閣府の「平成20年版　高齢社会白書」によりますと、

要介護者が65歳以上の場合、その主な介護者の55.9％が60歳以上となっており、いわゆる「老々介護」が多く存在し

ております。それに伴い、高齢者に対する介護サービスや福祉機器のニーズは高まると見込まれます。

　こうした中、当社グループは、特色のある福祉機器の開発に努め、国内外での市場深耕をいたします。加えて、平

成20年５月に経済産業省から発表された「福祉用具分野に係るＪＩＳマーク表示制度」に対して、当社グループは安

心で安全な製品を確保するべく徹底した品質管理体制を敷く方針であります。さらに生産能力の強化、合理化・効率

化によるコスト削減等に努めます。

　また、平成20年10月に子会社ランドウォーカー株式会社から発売した高齢者に優しい自転車「かるがもグランド」

は、バリエーションを増やし、高齢者だけでなくユニバーサル的な展開を図る計画であります。「幼児二人同乗用特

殊自転車かるがもマザー」については、「三人乗り」が認められ販売が軌道に乗る期待があります。当社グループは

「共用・共生」を目的とした「かるがもシリーズ」等のユニバーサル製品の開発を推進する方針であります。

　平成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）につきましては、中国子会社の拡販及び

黒字化により売上高3,700百万円、営業利益375百万円、経常利益375百万円、当期純利益217百万円を予想しておりま

す。平成22年３月期の配当につきましては、１株当たり配当金2,500円を予定しております。
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(2）財政状態に関する分析

①資産、負債、純資産の状況

　当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ262百万円減少し、5,442百万円（前期末比4.6％減）とな

りました。これは主に、棚卸資産の増加及び投資その他の資産が減少したことによるものです。

　負債合計は前連結会計年度末に比べ13百万円減少し、1,846百万円（前期末比0.7％減）となりました。これは主に

リース債務の増加及びデリバティブ負債が減少したことによるものであります。

　純資産合計は、前連結会計年度末に比べ249百万円減少し、3,596百万円（前期末比6.5％減）となりました。これは

主に自己株式の取得による減少によるものであります。この結果、自己資本比率は前期末に比して0.1ポイント増加し

て65.9％となりました。

 

　　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、前連結会計年度末に比べ 112百万円

    増加し1,229百万円となりました。

 　   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とおりであります。

 

   （営業活動によるキャッシュ・フロー）

      営業活動の結果得られた資金は、289百万円（前連結会計年度は14百万円の使用）となりました。これは、主に  

    税金等調整前当期純利益180百万円、減価償却費100百万円、売上債権の減少150百万円による増加とデリバティブ

    評価益113百万円、たな卸資産の増加99百万円による減少によるものであります。

　　（投資活動によるキャッシュ・フロー）　

       投資活動の結果使用した資金は、31百万円（前連結会計年度は373百万円の使用）となりました。これは、主に有

    形固定資産の取得による支出33百万円と連結子会社への追加出資による支出35百万円によるものであります。

    （財務活動によるキャッシュ・フロー）　　　

       財務活動の結果使用した資金は、201百万円（前連結会計年度は297百万円の使用）となりました。これは、主に

     長期借入金の返済による支出109百万円と自己株式の取得による支出57百万円、配当金の支払額65百万円によるもの

     であります。　

　当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成19年３月期平成20年３月期平成21年３月期

自己資本比率（％） 68.0 65.8 65.9

時価ベースの自己資本比率（％） 74.6 41.1 28.7

キャッシュ・フロー対有利子負債比率

（年）
8.2 － 3.5

インタレスト・カバレッジ・レシオ

（倍）
8.9 － 16.6

・自己資本比率：自己資本／総資産

・時価ベースでの自己資本比率：株式時価総額／総資産

・キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

・インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

　（注）1. いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

　　　　2. 株式時価総額は、期末株式終値×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。

　　　　3. 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・フローを利

　　　　　 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。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

　　　　　 の支払額を利用しております。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要な政策と位置付けており、利益の状況や将来の事業展開などを総合

的に勘案しながら、配当による利益還元（目標配当性向30％）を行ってまいる所存であります。

　また、業界における環境の変化や競争の激化に耐え得る企業体質の強化並びに将来の積極的な事業展開に備えるた

めの内部留保の充実も図ってまいります。

　当連結会計年度の配当につきましては、上記方針に基づき、１株当たり2,500円といたします。なお、平成22年３月

期の配当につきましては、同様に上記方針に基づき、当連結会計年度と同等の１株当たり2,500円を予想しておりま

す。
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　(4)事業等のリスク 

　　　以下において、当社グループの事業展開その他に関するリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記

　　載しております。また必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項についても、投資者の投資判断上、重要であ

　　ると考えられる事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点から以下に開示しております。

　　①事業内容に起因するリスクについて

　　　1.生産体制について

　　　　当社グループの生産体制は、国内ではオーダー品の生産及び小ロット生産を行っており、当社及びランドウォー

　　　カー株式会社が企画・開発した製品を生産子会社である漳州立泰医療康復器材有限公司および厦門愛泰康復器材有

　　　限公司で量産する体制を敷いております。当社グループは高品質と安全性の確保に重点を置いて、中国の生産子会

　　　社での生産を今後も継続する方針であります。

　　　　しかしながら、当社グループが生産する海外における政治または法環境の変化、労働力の不足、ストライキ、経

　　　済状況の変化など、予期せぬ事象により生産設備の管理やその他の事業の遂行に問題が生じる可能性があります。

　　　従いまして、これらの事象は、当社グループの業績及び財政状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

　　　2.新製品開発力・新サービス企画力について

　　　　当社グループのこれまでの成長は、主に新製品の開発とレンタルサポートシステムや２週間オーダーシステム等

　　　の新しいサービスシステムの開発に大きく依存してまいりました。将来の成長も、これらの開発に依存すると予想

　　　しております。

　　　　当社グループが属する業界は介護保険の導入を始めとする急速な変化により特徴づけられております。当社グル

　　　ープは継続して魅力ある新製品・サービスシステムを開発できると考えておりますが、これらの開発は、その性質

　　　から複雑かつ不確実なものであり、以下をはじめとする様々なリスクが含まれます。

　　　イ. 新製品や新技術及び新サービスシステムへの投資に必要な資金と資源を、今後十分充当できる保証はありませ

　　　　　ん。

　　　ロ. 長期的な投資と資源投入が、成功する新製品または新技術及び新サービスシステムの創造へつながる保証はあ

　　　　　りません。

　　　ハ. 当社グループが市場からの支持を獲得できる新製品または新技術及び新サービスシステムを正確に予想できる

　　　　　とは限らず、これらの製品の販売・サービスが市場で評価を得て成功する保証はありません。

　　　ニ. 新たに開発した製品または技術及びサービスが、独自の知的財産権として保護される保証はありません。

　　　ホ. 技術の急速な進歩と消費者の嗜好の変化により、市場のニーズについていけなくなる可能性があります。

　　      上記のリスクをはじめとして、当社グループが業界と市場の変化を十分に予測できず、魅力ある新製品・新技

　　　　　術・新サービスを開発できない場合には、当社グループの業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性がありま

　　　　　す。

 

　　　3.車いす市場及び「スロー・サイクルシリーズ」や「特殊自転車」市場における競争について

　　　　高齢者人口は、我が国だけでなく世界的に増加する傾向にあります。それにつれて、車いすの需要は今後増大し

　　　ていくものと考えております。しかしながら、高齢者人口の増加は緩やかな増加を辿るものであり、爆発的な伸び

　　　となるものではありません。従って、車いすの需要も急激に伸びるものではありません。我が国の車いすの年間出

　　　荷台数は平成19年度で412,000台（日本福祉用具・生活支援用具協会調べ）と推計され、狭隘な市場であります。

　　　　こうした中、当社グループはユーザーの立場に立った製品開発やサービスを提供することで市場における優位性

　　　を保ち、事業の拡大を図る所存であります。しかしながら、競合先にはメーカーと販売業者があり、その一部は当

　　　社グループよりも多くの研究、開発や製造、販売の資源を有しております。また、技術が進歩し、新しい製品が市

　　　場の支持を獲得していくと同時に、新しい競合先または既存競合先間の提携が台頭し、市場での大きなシェアーを

　　　急速に獲得する可能性があります。当社グループは、福祉用具市場における有力なメーカーの１社であると考える

　　　一方で、将来においてもその地位を保てるという保証はなく、市場ニーズを満たせないことによる顧客離れは、当

　　　社グループの業績と財政状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

　　　4.製品の不具合による自主回収・製品の欠陥

　　　　当社グループは、生産子会社等で当社の品質管理基準に従って生産し、当社グループの検査基準に合格した製品

　　　のみを出荷しております。しかし、全ての製品について欠陥が無く、将来に製品の不具合による自主回収が発生し

　　　ないという保証はありません。

　　　　当社グループは、制度や法令の有無にかかわらず、車いす及び「スロー・サイクルシリーズ」や「特殊自転車」

　　　は一定の品質と安全性が確保された製品である必要があると考えております。そのため、当社グループは独自の高

　　　い品質管理基準による徹底した品質管理を行っており、当社と当社の生産子会社である漳州立泰医療康復器材有限

　　　公司はＩＳＯ９００１（品質マネジメントシステム）及びＩＳＯ１３４８５（医療機器における品質マネジメント

－ 3 －



　　　システム）の認証を取得いたしました。

　　　　当社グループは、このように車いす及び「スロー・サイクルシリーズ」や「特殊自転車」の一定の品質と安全性

　　　を確保するために、これまで過去に販売した当社製品の部品回収及び製品回収を行った実績があります。その結

　　　果、多額の特別損失や費用が過去において発生した実例があります。当社グループは、製造物責任賠償については

　　　保険に加入しておりますが、この保険が最終的に負担する賠償額を十分にカバーできるという保証はありません

　　　し、発生した不具合等が保険の適用対象となるとは限りません。大規模な製品回収や製造物責任賠償につながるよ

　　　うな製品の欠陥は、当社グループの社会的評価に重大な影響を与え、それにより売上が低下し、また、多額の費用

　　　が発生するなど当社グループの業績と財政状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

　　　

　　　5.法的規制・介護行政について

　　　　車いす及び「スロー・サイクルシリーズ」や「特殊自転車」の製造販売に関連して、以下のような法律が定めら

　　　れております。

　　　　イ. 電動車いすについては、道路交通法施行規則第１条の４（電動機を用いる身体障害者用の車いすの基準）、

　　　　　　第39条の４（原動機を用いる身体障害者の車いすの型式認定）により、寸法と速度に制限が定められており

　　　　　　ます。

　　　　ロ. 電気用品安全法により電動車いすの外付充電器において、経済産業省の定める技術上の基準に適合させ、Ｐ

　　　　　　ＳＥマークを表示し、経済産業省に届出を行う必要があります。

　　　　　　その他電気用品安全法により上記外付充電器と同様の手続きを行う必要のある部品を今後使用することがあ

　　　　　　ります。

　　　　ハ．消費生活用製品安全法（平成19年５月14日改正）により、車いす及び「スロー・サイクルシリーズ」や「特

　　　　　　殊自転車」等により製品事故が発生した場合、報告を受けた日より10日以内に経済産業省または独立行政法

　　　　　　人製品評価技術基盤機構に報告する義務があります。

　　　　二. 麻薬及び向精神薬取締法により、電動車いすのバッテリーの輸入については、厚生労働大臣に業務届を行う

　　　　　　必要があります。

　　　　ホ. 関税定率法第14条により、車いす等（身体障害者用物品）の輸出入については、関税が免除されておりま

　　　　　　す。

　　　　ヘ. 消費税法施行令第14条の３により、身体障害者用物品については、その通関時及び国内販売時に消費税等が

　　　　　　非課税となっております。

　　　　ト．「スロー・サイクルシリーズ」の一部及び「特殊自転車」は、道路交通法上、普通自転車とみなされず軽車

　　　　　　両とみなされます。今後、普通自転車とみなされることも考えられますが、法規制に従った販売方法や付帯

　　　　　　装置等が必要となります。

 

　　　　また、福祉用具貸与事業者向けの車いすは介護保険法の影響を、身体障害者向けの車いすは障害者自立支援法・

　　　労働者災害補償保険法等の影響を受けており、以下のような法律が定められております。

　　　　Ⅰ. 介護保険法により、エンドユーザーが車いす・電動車いす・歩行器の貸与を受ける場合、９割の資金補助が

　　　　　　支給されます。

　　　　Ⅱ. その他、障害者自立支援法により車いす等の補装具費の９割が、また、労働者災害補償保険法等により車い

　　　　　　す等の補装具費の全額が支給されます。

 

　　　　さらに、車いす等の福祉用具は、海外では多くの国で、薬事法規の規制を受ける医療機器に分類されておりま

　　　す。しかし、日本では車いす等の福祉用具は、補聴器など一部を除き、薬事法上の規制のない製品として、開発・

　　　製造・販売が行われております。エンドユーザーの多くが高齢者及び身体障害者であることから、車いす等の福祉

　　　用具について、品質の確保、安全性の確保、適合性の確保及びエンドユーザーに十分な説明を行うためサービス提

　　　供者の一定の技術と品質の確保並びに不定期・定期的なメンテナンス等が必要不可欠と想像されます。

　　　　当社は、車いすの生産の大半を海外に委託していること、及び当社の販売先には介護保険法による福祉用具の貸

　　　与事業者数がおよそ半数であること、当社の仕入れは課税品が相当程度ある一方、販売は非課税品が多くあること

　　　等から、これらの法令が変更された場合、当社グループの業績と財政状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
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　　②デリバティブ取引について

　　　　当社グループが生産を行う地域の通貨価値の上昇は、それらの地域における製造と調達のコストを押し上げる可

　　　能性があります。コストの増加は、当社グループの利益率と価格競争力を低下させ、業績に悪影響を及ぼす可能性

　　　があります。そこで当社グループは、通貨ヘッジ取引を行い、米ドルの為替レートの変動による悪影響を最小限に

　　　止め、計画された調達、製造、流通及び販売活動を確実に実行できるように努めております。

　　　　当該デリバティブ取引のヘッジ対象は、外貨建仕入取引であり、ヘッジ手段として為替予約及び通貨オプション

　　　を用いて外貨建仕入債務の固定化を進め、円安による仕入コスト上昇リスクをヘッジする目的で取り組んでおりま

　　　す。ただし、為替変動により通貨オプションの時価評価による損失が発生することがあります。その場合、当社グ

　　　ループの業績と財政状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
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２．企業集団の状況

　当社グループは、当社（株式会社カワムラサイクル）及び連結子会社３社（漳州立泰医療康復器材有限公司、厦門愛

泰康復器材有限公司、ランドウォーカー株式会社）で構成されております。

　当社グループの事業は、車いす中心の福祉用具の製造販売であり、市場ニーズを的確に捉えた製品開発や営業活動を

行うよう努めております。当社が製品の企画・開発・設計及び小ロット生産と出荷検査、販売とアフターサービスを行っ

ております。子会社ランドウォーカー株式会社は、企画・開発と販売を行っております。量産設計・量産は生産子会社

である漳州立泰医療康復器材有限公司ならびに厦門愛泰康復器材有限公司が行っております。

　①対象製品（対象ユーザー）について

   　高齢者用

　　　標準車いす、ティルト・リクライニング車いすなどの特殊車いす、入浴用車いすなどの入浴補助用品、電動スク

　　　ーター、歩行器、杖、スロー・サイクル、特殊自転車など

　　身体障害者用

　　　オーダーメイド車いす、モジュール車いす、姿勢保持車いす、電動車いす、スロー・サイクル、特殊自転車など

　　病院・高齢者介護施設向け

　　　各種車いす、スロー・サイクル、ストレッチャーなど

　　輸出用

　　　海外福祉機器メーカーＯＥＭ（車いす、歩行器など）、スロー・サイクル、特殊自転車など

　　その他福祉用具

　②品質について

　　　 当社グループは、創業以来、製品の安全性・耐久性・快適性の向上に資する開発を続けてまいりました。

　　   平成10年、車いすに財団法人製品安全協会によるＳＧマーク制度が導入されると当社はＳＧマーク認定工場

     となり、全ての規格適合製品にＳＧマークを貼付し、安心という品質も付加いたしました。これまでにＳＧマー

　　 クを貼付した車いすを77万台以上出荷しております。当社は、平成15年12月にＩＳＯ９００１（品質マネジメン

　　 トシステム）及びＩＳＯ１４００１（環境マネジメントシステム）の統合認証を取得いたしました。加えて、平

　　 成18年９月にＩＳＯ１３４８５（医療機器における品質マネジメントシステム）の認証を取得し、また、漳州立

　　 泰医療康復器材有限公司においても平成18年６月に同認証を取得いたしました。当社グループは、更なる品質の

　　 維持・向上に努めるとともに、地球環境にやさしい製品づくりを設計理念に加え、安全性と高品質を厳守してま

     いります。

　　　 

　③サービスについて

　　　 当社グループは、多様な顧客ニーズに応え、短納期でオーダーメイド車いすを提供する「２週間オーダーシス

     テム」や、介護保険制度に対応するため、福祉用具貸与事業者向けに「レンタルサポートシステム」を提供し、

     顧客サービスに努めております。
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３．経営方針

(1）会社の経営の基本方針

      当社は、製品の安全性の確保を最優先課題として「お客様第一主義」のもと、業界トップレベルの品質へのこ

    だわりとサービス体制の構築を行ってまいりました。当社は、当社製品のエンドユーザーである高齢者や身体障

    害者に明るく豊かな日常生活を送っていただくために、安全で使い勝手のよい様々な福祉用具を開発することに

    より、自立支援やリハビリの道具であり日用生活用品である福祉用具の普及を広く進めてまいりたいと考えてお

    ります。

(2）目標とする経営指標

 　　 当社グループは、株主資本を効率的に運用し、長期的に収益力の向上を図っていくことを目指しており、Ｒ

　　ＯＥ（株主資本利益率）10％以上、売上高経常利益率15％を目標としております。

(3）中長期的な会社の経営戦略

 　　 当社グループは、市場ニーズや事業環境の変化を的確に捉え迅速に製品化を行うとともに安全で品質の高い製

    品の開発体制を一層強化し、生産能力・開発能力を高め品質と効率の向上を図り、国際競争力の強化に努めてま

　　いります。

　　　特に当社の戦略製品である、平成18年４月から施行された改正介護保険制度に対応した新ブランド「あい＆ゆ

　　うき（愛と勇気）」シリーズは、法改正を機敏に捉えた新しい利用方法や安全な活用方法の提案を行っており、

　　同時に、法改正による一般販売市場、すなわち自費購入層の拡大に対応し、そのニーズにあった斬新なデザイン

    かつ手頃な価格の製品として開発を行い、加えて、海外展開にも活用できる魅力あるブランド、製品群となって

    おります。

      さらに、平成19年12月、ランドウォーカー株式会社に資本参加したことにより「スロー・サイクルシリーズ」

　　や「特殊自転車」等の開発を推進し、高齢者市場や身体障害者市場を対象としたリハビリや介護予防のための商

　　品から健常者を対象とした健康維持や生活支援のための道具まで幅広く開発・販売を推進してまいります。

　　　当社は、ＩＳＯ９００１（品質マネジメントシステム）・ＩＳＯ１４００１（環境マネジメントシステム）の

　　統合認証をすでに取得しております。また、生産子会社である漳州立泰医療康復器材有限公司においては、平成

　　17年８月に「医療器械生産企業許可証」を取得し、平成17年11月にＩＳＯ９００１の認証を取得いたしました。

　　今後は、漳州立泰医療康復器材有限公司でもＩＳＯ１４００１の認証を目指し、当社グループ全体で有害物質を

　　全面的に排除し、環境にやさしい製品づくりを基本方針としてまいります。

　　　さらに、当社は、平成18年９月にＩＳＯ１３４８５（医療機器における品質マネジメントシステム）の認証を

　　取得し、漳州立泰医療康復器材有限公司においても、平成18年６月に同認証を取得いたしました。今後も、国際

　　市場での販売に向けて、必要な品質の確保と認証の取得を目指してまいります。

　　　加えて、平成20年５月、経済産業省は「福祉用具分野に係るＪＩＳマーク表示制度」を発表いたしました。当

　　社グループは安心で安全な製品を確保するべく徹底した品質管理体制を敷く方針であります。製品及び部品の安

　　全性試験を充実させ、毎月の試験結果に関する状況報告ならびに「安全性試験報告書」の定期的（月次）な更新

　　等を行い、複数の第三者機関に定期報告等を行うことにより市場の信頼を獲得することに努めます。

　　　また、丁寧で迅速なアフターサービスのネットワークを構築すること及び製品の安全性・品質に関する情報を

　　常に顧客やエンドユーザーに向けて発信すること、具体的には顧客向け「車いす保守整備講習会」を平成17年度

　　よりスタートしたのをはじめ、製品ごとの「取扱説明書」及び「サービスマニュアル」を適宜見直し、当社ホー

　　ムページで無料公開し、サービスの充実に努めます。

(4）会社の対処すべき課題

①教育研修・人材の確保

　　当社グループが今後の成長を実現していくためには、各分野において、優秀な人材を確保していくことが重要な

　課題であります。当社は、新卒採用と中途採用と合わせてバランスの取れた組織を構築することを人事方針とし、

　優秀な人材を獲得するための努力を行っている所存であります。また、職場ごとに定期的な力量調査を実施し、各

  人の能力向上を目指した教育研修を行い、幅広い視野を持った人材の育成を目的に海外研修も積極的に実施いたし

　ます。

　　②生産体制の強化

　　　　技術力の向上と開発力の拡充を図り生産力を高めて新製品、新規事業に備えるなどの経営努力を続けておりま

　　　す。

　　③「スロー・サイクルシリーズ」と「特殊自転車」等販売の展開

　　　　当社グループは、「スロー・サイクルシリーズ」と「特殊自転車」等の開発を行っております。今後、高齢者や

　　　身体障害者の移動を安全に行うとともに、健常者の健康維持や介護とリハビリにも役立ち、誰もが安全で乗りやす

　　　い「スロー・サイクルシリーズ」や「特殊自転車」等を提案することで新たな市場へ販売を展開する方針でありま

　　　す。
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　　④海外向け販売の展開と拡充

　　　　当社グループは、米国、欧州及びアジアの福祉用具メーカーへの販売を積極的に推進する方針であります。世界

　　　的な高齢化時代に対応して、海外市場への展開と拡充を推進してまいります。海外販売の拡大に向けては、事業提

　　　携を積極的に行う方針であります。

 

(5）その他、会社の経営上重要な事項

該当事項はありません。
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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 1,142,060 1,262,604

受取手形及び売掛金 779,620 641,307

有価証券 10,117 10,152

たな卸資産 888,575 －

商品及び製品 － 359,704

仕掛品 － 177,985

原材料及び貯蔵品 － 416,112

未収還付法人税等 58,785 －

繰延税金資産 73,372 50,309

デリバティブ資産 5,140 1,641

その他 122,556 191,589

貸倒引当金 △1,424 △4,035

流動資産合計 3,078,802 3,107,372

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 ※1  1,219,112 ※1  1,185,785

減価償却累計額 △280,408 △329,766

建物及び構築物（純額） 938,703 856,018

機械装置及び運搬具 357,302 318,006

減価償却累計額 △126,084 △140,069

機械装置及び運搬具（純額） 231,218 177,936

土地 ※1  1,028,166 ※1  1,028,166

建設仮勘定 8,663 1,209

その他 137,466 142,325

減価償却累計額 △102,263 △110,565

その他（純額） 35,203 31,760

有形固定資産合計 2,241,954 2,095,091

無形固定資産   

のれん 58,560 68,379

その他 69,683 14,337

無形固定資産合計 128,244 82,717

投資その他の資産   

投資有価証券 ※2  128,881 14,833

繰延税金資産 14,837 13,523

その他 116,976 130,252

貸倒引当金 △4,591 △1,402

投資その他の資産合計 256,102 157,207

固定資産合計 2,626,301 2,335,016

資産合計 5,705,103 5,442,388
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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 193,682 153,461

短期借入金 ※1  666,000 ※1  714,000

1年内返済予定の長期借入金 ※1  100,922 ※1  149,533

リース債務 － 16,673

未払法人税等 8,735 140,337

賞与引当金 48,583 44,079

デリバティブ負債 92,826 65,161

その他 131,612 122,526

流動負債合計 1,242,362 1,405,774

固定負債   

長期借入金 ※1  349,716 ※1  146,687

リース債務 － 79,730

退職給付引当金 30,020 30,793

デリバティブ負債 177,505 88,086

長期未払金 59,636 58,136

負ののれん － 36,838

固定負債合計 616,878 440,272

負債合計 1,859,241 1,846,047

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,484,550 1,484,550

資本剰余金 1,516,900 1,516,900

利益剰余金 778,222 745,073

自己株式 △60,427 △118,000

株主資本合計 3,719,245 3,628,523

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,237 △1,033

為替換算調整勘定 35,519 △38,463

評価・換算差額等合計 34,282 △39,497

少数株主持分 92,334 7,316

純資産合計 3,845,862 3,596,341

負債純資産合計 5,705,103 5,442,388
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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 3,763,980 3,670,000

売上原価 2,390,132 2,167,454

売上総利益 1,373,847 1,502,546

販売費及び一般管理費   

運賃 157,257 173,295

報酬・給料及び諸手当 447,481 430,918

賞与引当金繰入額 35,208 23,703

退職給付引当金繰入額 8,685 5,219

貸倒引当金繰入額 5,689 136

その他 ※1  618,230 ※1  678,333

販売費及び一般管理費合計 1,272,551 1,311,606

営業利益 101,296 190,939

営業外収益   

受取利息 3,504 3,289

受取配当金 821 847

受取家賃 4,700 2,895

デリバティブ評価益 － 113,583

負ののれん償却額 － 9,209

その他 4,055 9,635

営業外収益合計 13,081 139,460

営業外費用   

支払利息 15,850 14,186

為替差損 14,133 113,005

デリバティブ評価損 253,978 －

その他 3,304 8,244

営業外費用合計 287,266 135,436

経常利益又は経常損失（△） △172,889 194,963

特別利益   

貸倒引当金戻入額 42 409

固定資産売却益 － 2,262

投資有価証券売却益 － 11,981

特別利益合計 42 14,652

特別損失   

固定資産除却損 ※2  172 ※2  2,618

投資有価証券評価損 － 13,939

減損損失 － 12,093

特別損失合計 172 28,651

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△173,020 180,964

法人税、住民税及び事業税 11,794 136,335

法人税等調整額 △2,790 24,243

法人税等合計 9,004 160,578

少数株主損失（△） △17,325 △13,077

当期純利益又は当期純損失（△） △164,699 33,463
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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 1,484,550 1,484,550

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,484,550 1,484,550

資本剰余金   

前期末残高 1,516,900 1,516,900

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,516,900 1,516,900

利益剰余金   

前期末残高 1,010,921 778,222

当期変動額   

剰余金の配当 △68,000 △66,612

当期純利益又は当期純損失（△） △164,699 33,463

当期変動額合計 △232,699 △33,148

当期末残高 778,222 745,073

自己株式   

前期末残高 － △60,427

当期変動額   

自己株式の取得 △60,427 △57,573

当期変動額合計 △60,427 △57,573

当期末残高 △60,427 △118,000

株主資本合計   

前期末残高 4,012,371 3,719,245

当期変動額   

剰余金の配当 △68,000 △66,612

当期純利益又は当期純損失（△） △164,699 33,463

自己株式の取得 △60,427 △57,573

当期変動額合計 △293,126 △90,722

当期末残高 3,719,245 3,628,523
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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 5,100 △1,237

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6,337 203

当期変動額合計 △6,337 203

当期末残高 △1,237 △1,033

為替換算調整勘定   

前期末残高 24,278 35,519

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 11,241 △73,983

当期変動額合計 11,241 △73,983

当期末残高 35,519 △38,463

評価・換算差額等合計   

前期末残高 29,378 34,282

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4,904 △73,780

当期変動額合計 4,904 △73,780

当期末残高 34,282 △39,497

少数株主持分   

前期末残高 107,196 92,334

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △14,861 △85,018

当期変動額合計 △14,861 △85,018

当期末残高 92,334 7,316

純資産合計   

前期末残高 4,148,946 3,845,862

当期変動額   

剰余金の配当 △68,000 △66,612

当期純利益又は当期純損失（△） △164,699 33,463

自己株式の取得 △60,427 △57,573

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △9,957 △158,798

当期変動額合計 △303,083 △249,521

当期末残高 3,845,862 3,596,341
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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又は税金等調整前当期純
損失（△）

△173,020 180,964

減価償却費 101,555 100,341

のれん償却額 26,149 32,363

負ののれん償却額 － △9,209

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5,647 △262

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,958 △4,503

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △11,000 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,420 773

受取利息及び受取配当金 △4,326 △4,136

支払利息 15,850 14,186

為替差損益（△は益） 22,399 △4,297

デリバティブ評価損益（△は益） 253,978 △113,583

固定資産売却損益（△は益） － △2,262

固定資産除却損 172 2,618

投資有価証券売却損益（△は益） － △11,981

投資有価証券評価損益（△は益） － 13,939

減損損失 － 12,093

売上債権の増減額（△は増加） △1,075 150,029

たな卸資産の増減額（△は増加） △136,429 △99,157

仕入債務の増減額（△は減少） △24,679 △7,085

その他 27,177 △638

小計 111,777 250,192

利息及び配当金の受取額 4,326 4,136

利息の支払額 △12,199 △17,433

法人税等の還付額 － 58,785

法人税等の支払額 △118,549 △6,291

営業活動によるキャッシュ・フロー △14,645 289,389

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △160,562 △95,531

定期預金の解約による収入 82,776 87,590

有形固定資産の取得による支出 △210,710 △33,563

有形固定資産の売却による収入 20,262 86

無形固定資産の取得による支出 △15,568 △740

非連結子会社株式取得による支出 △89,600 －

投資有価証券の取得による支出 △603 △2,755

投資有価証券の売却による収入 － 25,581

出資金の回収による収入 100 －

関係会社出資金の取得による支出 － △35,889

その他投資の売却による収入 － 23,760

投資活動によるキャッシュ・フロー △373,906 △31,461
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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   

短期借入金の純増減額（△は減少） △15,000 31,500

長期借入金の返済による支出 △154,924 △109,022

自己株式の取得による支出 △60,427 △57,573

配当金の支払額 △66,695 △65,970

財務活動によるキャッシュ・フロー △297,046 △201,067

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,644 △4,797

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △683,952 52,063

現金及び現金同等物の期首残高 1,800,736 1,116,783

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）

－ 60,576

現金及び現金同等物の期末残高 1,116,783 1,229,423
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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。
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

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．連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数　　２社

　　連結子会社名

　　　漳州立泰医療康復器材有限公司

　　　厦門愛泰康復器材有限公司

　　　（厦門愛泰康復器材有限公司は、

　　　平成19年７月31日付けで、河村

　　　（厦門）貿易有限公司から社名変

　　　更したものであります。)

(2) 非連結子会社の名称等

 　　非連結子会社名　

 　　　ランドウォーカー株式会社

 　　（連結の範囲から除いた理由）

 　　　非連結子会社は、小規模であり、

　　 総資産、売上高、当期純損益（持分

　　 に見合う額）及び利益剰余金等（持

 　　分に見合う額）は、いずれも当期連

　　 結財務諸表に重要な影響を及ぼして

 　　いないためであります。

　　連結子会社の数　　３社

　　連結子会社名

　　　漳州立泰医療康復器材有限公司

　　　厦門愛泰康復器材有限公司

　　　ランドウォーカー株式会社

　　上記のうち、ランドウォーカー株式

　会社については、当連結会計年度にお

　いて重要性が増したため、連結の範囲

　に含めております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　

 

２．持分法の適用に関する事

項

(1) 持分法の適用対象となる関連会社等 

    はありません。

(2) 持分法を適用していない非連結子会

    社の名称等

    非連結子会社名

　　　ランドウォーカー株式会社

　  （持分法を適用していない理由）

　　　非連結子会社は、当期純損益（持

　　分に見合う額）及び利益剰余金等　

　　（持分に見合う額）からみて、持分

　　法の適用対象から除いても当期連結

　　財務諸表に及ぼす影響が軽微であり

　　、かつ、全体としても重要性がない

　　ため持分法の適用範囲から除外して

　　おります。

　　持分法の適用対象となる関連会社等

　はありません。

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

連結子会社の漳州立泰医療康復器材有

限公司及び厦門愛泰康復器材有限公司の

決算日は、12月31日であります。

 

　連結財務諸表の作成に当たっては、同

決算日現在の財務諸表を使用しておりま

す。ただし、１月１日から連結決算日３

月31日までの期間に発生した重要な取引

については、連結上必要な調整を行って

おります。

連結子会社の漳州立泰医療康復器材有

限公司、厦門愛泰康復器材有限公司及び

ランドウォーカー株式会社の決算日は、

12月31日であります。

同左
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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）

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

イ　有価証券

（イ）その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平均法

により算定）を採用しております。

イ　有価証券

（イ）その他有価証券

時価のあるもの

同左

時価のないもの

　移動平均法による原価法を採用し

ております。

時価のないもの

　　　　同左

（ロ）デリバティブ

　　時価法を採用しております。

（ロ）デリバティブ

　　　　同左

（ハ）たな卸資産

ａ　製品、商品、原材料、仕掛品

　当社及び在外連結子会社は主として

総平均法による原価法を採用しており

ます。ただし、受注生産の製品・仕掛

品は個別法による原価法によっており

ます。

（ハ）たな卸資産

ａ　製品、商品、原材料、仕掛品

　当社及び連結子会社は主として総平

均法による原価法（貸借対照表価額は

収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法により算定）を採用しております。

ただし、受注生産の製品・仕掛品は個

別法による原価法によっております。

ｂ　貯蔵品

　最終仕入原価法を採用しております。

ｂ　貯蔵品

　　　　同左

 

 

（会計方針の変更）

　　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20,514千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。　
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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）

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

イ　有形固定資産

　当社は定率法を、また在外連結子会社

は当該国の会計基準の規定に基づく定額

法を採用しております。

　ただし、当社は平成10年４月１日以降

に取得した建物（附属設備を除く）は定

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　　　 ８～47年

機械装置及び運搬具　 ４～15年

 

（会計方針の変更）

 　　当社は、法人税法の改正に伴い、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の

   方法に変更しております。

　   なお、これに伴う損益への影響は軽

　 微であります。

 　（追加情報）

 　　当社は、法人税法の改正に伴い、平

　 成19年３月31日以前に取得した資産に

   ついては、改正前の法人税法に基づく

　 減価償却の方法の適用により取得価額

　 の５％に到達した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。

     これに伴う損益への影響は軽微であり

   ます。

イ　有形固定資産（リース資産を除く）

　当社及び国内連結子会社は定率法を、

また在外連結子会社は当該国の会計基準

の規定に基づく定額法によっておりま

す。

　ただし、当社及び国内子会社は平成10

年４月１日以降に取得した建物（建物附

属設備を除く）は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　　　 ８～47年

機械装置及び運搬具　 ４～12年

 

 　　　　　　 ──────
 
 
 
 

  
 

 　（追加情報）

 　　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10～15年と

   しておりましたが、当連結会計年度より

　 ９～12年に変更しております。

　 　これは、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。

     これに伴う損益への影響は軽微であり

   ます。

ロ　無形固定資産

　定額法を採用しております。

　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）に基づいております。

ロ　無形固定資産（リース資産を除く）

　　　　同左

 

 

ハ　リース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法を採用しておりま

す。

　なお、リース資産102,859千円は機械

装置及び運搬具に含めて表示しておりま

す。
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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）

(3）重要な引当金の計上基

準

イ　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

別に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。

イ　貸倒引当金

　　　　同左

ロ　賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるため、当

社は支給見込額のうち当期負担額を計上

しております。

ロ　賞与引当金

　　　　同左

ハ　退職給付引当金

　従業員の退職金の支給に備えるため、

当社は当連結会計年度末における退職給

付債務を計上しております。

　なお、退職給付引当金の対象従業員

が 300名未満であるため、簡便法によっ

ており、退職給付債務の金額は当連結会

計年度末自己都合要支給額としておりま

す。

ハ　退職給付引当金

　　　　同左

(4) 重要な外貨建の資産及

び負債の本邦通貨への

換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、換算差

額は損益として処理しております。なお、

在外子会社の資産及び負債は、決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、収益及び

費用は期中平均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

おります。

　　　　同左

(5）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おります。

──────

(6）その他連結財務諸表作

成のための基本となる

重要な事項

　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜

方式によっております。また、控除対象外

消費税等については、当連結会計年度の負

担すべき期間費用として処理しております。

ただし、固定資産に係る控除対象外消費税

等については、投資その他の資産の「その

他」に計上し、法人税法に規定する期間

（５年間）にわたり償却しております。

　　　　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おります。

　　　　同左

６．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

　のれんの償却については、５年間の均等

償却を行っております。

　　　　同左

７．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。

　　　　同左
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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

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）

──────  （リース取引に関する会計基準）　

　　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、当連結会計年度より「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

（企業会計審議会第一部会）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、通常の売買取引に係る方法に準じた会

計処理によっておます。

　なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権

移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用し

ております。

　これによる損益に与える影響はありません。

──────  （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、これによる損益へ与える影響はありません。

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」として掲記しております。なお、前連結

会計年度に含まれる「商品及び製品」「仕掛品」「原材

料及び貯蔵品」は、それぞれ315,264千円、173,849千円、

399,460千円であります。　　　　
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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　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりであります。

※１　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりであります。

建物       620,223千円

土地 913,594

計 1,533,817

建物       593,063千円

土地 913,594

計 1,506,658

　担保付債務は次のとおりであります。 　担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金      50,000千円

一年以内返済予定の長期借入金 82,922

長期借入金 222,539

計 355,461

短期借入金      50,000千円

一年以内返済予定の長期借入金 75,852

長期借入金 146,687

計 272,539

※２　非連結子会社及び関連会社に対するものは次の

　　とおりであります。

　　　　投資有価証券（株式） 　　　　　　89,600千円

　　　 　　　　　　 ──────

（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　一般管理費に含まれる研究開発費は71,874千円で

あります。

※１　一般管理費に含まれる研究開発費は79,095千円で

あります。

※２　固定資産除却損は工具器具備品172千円であります。 ※２　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

建物及び構築物   691千円

機械装置及び運搬具 1,892

工具器具備品 34

計 2,618
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（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．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末
株式数
（株）

当連結会計年度
増加株式数
（株）

当連結会計年度
減少株式数
（株）

当連結会計年度末
株式数
（株）

発行済株式

普通株式 27,200 ― ― 27,200

合計 27,200 ― ― 27,200

自己株式     

普通株式　（注） ― 555 ― 555

合計 ― 555 ― 555

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加555株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加でありま

　　　 す。

 

２．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５月18日

取締役会
普通株式 68,000 2,500 平成19年３月31日 平成19年６月11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

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年５月23日

取締役会
普通株式 66,612 利益剰余金 2,500 平成20年３月31日 平成20年６月11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．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末
株式数
（株）

当連結会計年度
増加株式数
（株）

当連結会計年度
減少株式数
（株）

当連結会計年度末
株式数
（株）

発行済株式

普通株式 27,200 ― ― 27,200

合計 27,200 ― ― 27,200

自己株式     

普通株式　（注） 555 806 ― 1,361

合計 555 806 ― 1,361

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加806株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加でありま

　　　 す。
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２．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５月23日

取締役会
普通株式 66,612 2,500 平成20年３月31日 平成20年６月11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

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成21年５月15日

取締役会
普通株式 64,597 利益剰余金 2,500 平成21年３月31日 平成21年６月11日
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（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日現在）

※　現金及び現金同等物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日現在）

現金及び預金勘定      1,142,060千円

有価証券勘定 10,117

預金期間が３か月

を超える定期預金
△35,393

現金及び現金同等物 1,116,783

現金及び預金勘定      1,262,604千円

有価証券勘定 10,152

預金期間が３か月

を超える定期預金
△43,333

現金及び現金同等物 1,229,423

（リース取引関係）

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）

　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

　リース取引に関する会計基準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

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

機械装置及び
運搬具

6,366 5,729 636

合計 6,366 5,729 636

取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

機械装置及び
運搬具

6,366 6,366 ―

合計 6,366 6,366 ―

（注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み法により算定して

おります。

（注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み法により算定して

おります。

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 636 千円

１年超 －

合計 636

１年内 －千円

１年超 －

合計 －

　なお、未経過リース料期末残高相当額は、有形固定資

産の期末残高等に占める未経過リース料期末残高の割合

が低いため、支払利子込み法により、算定しております。

　なお、未経過リース料期末残高相当額は、有形固定資

産の期末残高等に占める未経過リース料期末残高の割合

が低いため、支払利子込み法により、算定しております。

３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料         1,273千円

減価償却費相当額           1,273千円

支払リース料              636千円

減価償却費相当額                636千円

４．減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。

　

４．減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。
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（有価証券関係）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類

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）

取得原価
（千円）

連結貸借対照
表計上額

（千円）
差額（千円）

取得原価
（千円）

連結貸借対照
表計上額

（千円）
差額（千円）

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えるもの

(1）株式 1,443 2,488 1,045 1,443 1,507 64

(2）その他 1,747 3,477 1,730 1,747 2,112 365

小計 3,190 5,966 2,775 3,190 3,620 429

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの

(1)株式 19,567 14,715 △4,852 13,384 11,212 △2,171

(2)その他 － － － － － －

小計 19,567 14,715 △4,852 13,384 11,212 △2,171

合計 22,758 20,681 △2,077 16,574 14,833 △1,741

２．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券

　該当事項はありません。

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

種類

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）

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円）

(1)その他有価証券

①　非上場株式 18,600 －

②　中期国債ファンド 10,117 10,152

４．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額

種類

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年以内
（千円）

１年超５年
以内
（千円）

５年超10年
以内
（千円）

10年超
（千円）

１年以内
（千円）

１年超５年
以内
（千円）

５年超10年
以内
（千円）

10年超
（千円）

その他 － 2,221 － － － 1,336 － －

合計 － 2,221 － － － 1,336 － －
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（デリバティブ取引関係）

１．取引の状況に関する事項

前連結会計年度
（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）取引の内容

　当社の利用しているデリバティブ取引は為替予約取

引及び通貨オプション取引であります。

(1）取引の内容

同左

(2）取引に対する取組方針

　当社のデリバティブ取引は、将来の為替の変動によ

るリスク回避を目的としており、外貨建仕入実績等を

踏まえ、必要な範囲内でデリバティブ取引を取組むこ

ととしております。従って、投機的な取引は行わない

方針であります。

(2）取引に対する取組方針

同左

(3）取引の利用目的

　当社のデリバティブ取引は、通常の営業過程におけ

る外貨建仕入取引の為替変動によるリスクを回避し、

安定的な利益の確保を図る目的で利用しております。

(3）取引の利用目的

同左

(4）取引に係るリスクの内容

　当社が利用している為替予約取引及び通貨オプショ

ン取引は為替変動によるリスクを有しております。な

お、当社のデリバティブ取引の契約先はいずれも信用

度の高い金融機関であるため、相手方の契約不履行に

よるリスクはほとんどないと判断しております。

(4）取引に係るリスクの内容

同左

(5）取引に係るリスク管理体制

　デリバティブ取引の執行・管理については、取引権

限及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、資金

担当部門が決裁担当者の承認を得て行っております。

(5）取引に係るリスク管理体制

同左
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２．取引の時価等に関する事項

前連結会計年度（平成20年３月31日）

通貨関連

区
分

種類 契約額等（千円）
契約額等のうち
１年超（千円）

時価（千円） 評価損益（千円）

市

場

取

引

以

外

の

取

引

通貨オプション取引

売建

プット

米ドル
4,819,620

       (―)

3,507,000

       (―)
△379,003 △379,003

買建

コール

米ドル
3,396,780

       (―)

2,264,520

       (―)
113,812 113,812

合計 ― ― ― △265,191

（注）１．時価の算定方法

　　　　期末時価は、当該契約を締結している取引金融機関から提示された価格によっております。

　　　２．通貨オプション取引は、売建・買建オプション料を相殺するゼロコストオプション取引であり、オプション料

は発生しておりません。

当連結会計年度（平成21年３月31日）

通貨関連

区
分

種類 契約額等（千円）
契約額等のうち
１年超（千円）

時価（千円） 評価損益（千円）

市

場

取

引

以

外

の

取

引

通貨オプション取引

売建

プット

米ドル
3,557,012

 (―)

2,377,892

 (―)
△250,191 △250,191

買建

コール

米ドル
2,220,676

 (―)

1,277,380

 (―)
98,584 98,584

合計 ― ― ― △151,607

（注）１．時価の算定方法

　　　　期末時価は、当該契約を締結している取引金融機関から提示された価格によっております。

　　　２．通貨オプション取引は、売建・買建オプション料を相殺するゼロコストオプション取引であり、オプション料

は発生しておりません。
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（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社は確定給付型の制度として退職一時金制度を採用しております。

２．退職給付債務及びその内訳

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）退職給付債務 （千円） △30,020 △30,793

(2）退職給付引当金 （千円） △30,020 △30,793

（注）退職給付債務の算定に

あたり、期末自己都合

要支給額を退職給付債

務とする簡便法を採用

しております。

同左

３．退職給付費用の内訳

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）

退職給付費用

(1）勤務費用 （千円） 11,715 6,541

(2) 退職給付費用 （千円） 11,715 6,541

（注）当社は簡便法を採用し

ているため、退職給付

費用はすべて勤務費用

としております。

同左

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

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）

　当社は簡便法の退職給付に係る期末自己都合要支給額

を退職給付債務とする方法を採用しているため、基礎率

等について記載しておりません。

同左

－ 14 －



（税効果会計関係）

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．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産（流動）

賞与引当金 19,647 千円

たな卸資産評価減 8,433

繰越欠損金 21,762

　その他 23,529

繰延税金資産（流動） 73,372

 

繰延税金資産（固定）

貸倒引当金繰入限度超過額 1,856

退職給付引当金 12,140

長期未払金 24,117

有価証券評価差額 840

繰越欠損金 19,586

その他 473

小計 59,014

評価性引当額 △44,177

繰延税金資産（固定） 14,837

繰延税金資産（流動）

賞与引当金 17,914 千円

たな卸資産評価減 14,329

　その他 18,065

繰延税金資産（流動） 50,309

  

 

繰延税金資産（固定）

貸倒引当金繰入限度超過額 301

退職給付引当金 12,514

長期未払金 23,626

有価証券評価差額 707

繰越欠損金 69,454

小計 106,604

評価性引当額 △93,081

繰延税金資産（固定） 13,523

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の

原因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率 40.4％

(調整)

交際費等永久に損金に算入さ

れない項目 △1.0％

住民税均等割額 △5.2％

連結子会社の税率差異 △6.9％

評価性引当額 △25.5％

その他 △6.8％

税効果会計適用後の法人税等

の負担率 △5.2％

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の

原因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率 40.6％

(調整)

交際費等永久に損金に算入さ

れない項目 0.8％

住民税均等割額 4.6％

評価性引当額 26.8％

のれん償却額 5.2％

連結修正 6.9％

その他 3.5％

税効果会計適用後の法人税等

の負担率 88.7％
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（セグメント情報）

ａ．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）

　当企業グループの主たる事業は、車いす製造、販売であり、製品の種類、性格、販売市場等の類似性から判

断して、事業の種類別セグメント情報を記載しておりません。

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）

　当企業グループの主たる事業は、車いす製造、販売であり、製品の種類、性格、販売市場等の類似性から判

断して、事業の種類別セグメント情報を記載しておりません。

ｂ．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）

 
日本

（千円）
中国

（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 3,678,897 85,082 3,763,980 ― 3,763,980

　(2）セグメント間の内部売上

　　　高又は振替額
― 732,179 732,179 （732,179） ―

計 3,678,897 817,262 4,496,159 （732,179） 3,763,980

　　営業費用 3,449,029 926,788 4,375,818 （713,134） 3,662,683

    営業利益又は営業損失（△） 229,867 △109,526 120,341 （19,045） 101,296

 Ⅱ　資産 5,226,863 1,003,895 6,230,759 （525,655） 5,705,103

  （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

　　　　２．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、139,281千円であり、その主なものは当社で

　　　　　　の余資運用資金（長期預金及び投資有価証券）勘定であります。

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）

 
日本

（千円）
中国

（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 3,642,494 27,506 3,670,000 ― 3,670,000

　(2）セグメント間の内部売上

　　　高又は振替額
― 974,790 974,790 (974,790)　 ―

計 3,642,494 1,002,296 4,644,791 (974,790)　 3,670,000

　　営業費用 3,345,134 1,070,300 4,415,434 (936,373)　 3,479,061

    営業利益又は営業損失（△） 297,359 △68,003 229,356 (38,417)　 190,939

 Ⅱ　資産 5,263,817 922,102 6,185,920 (743,531)　 5,442,388

  （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

　　　　２．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、114,833千円であり、その主なものは当社で

　　　　　　の余資運用資金（長期預金及び投資有価証券）勘定であります。

　　　　３．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、日本の営業利益及び資産が20,514千円減少しております。
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ｃ．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）

　海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。

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）

　海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。

（関連当事者との取引）

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）

　役員及び個人主要株主等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

種類
会社等の名称又
は氏名

事業の内容
又は職業

議決権等の所有
（被所有）割合

関連当事者と
の関係

取引の内容
取引金額
（注２）

科目 期末残高

役員及び個人

主要株主の近

親者

 石岡寛士 当社従業員
 被所有

　直接　0.1％

当社取締役

村山民生の

義弟

土地・建物（社

宅）の譲渡
20,262 ― ―

（注１）

　取引条件及び取引条件の決定方針等

　（注１）売却価額は、近隣の取引価格を勘案して決定しております。

　（注２）取引金額には消費税等を含めておりません。

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。　
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（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       140,871円76銭

１株当たり当期純損失金額       6,084円64銭

１株当たり純資産額        138,899円55銭

１株当たり当期純利益金額          1,269円78銭

　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、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　（注）１株当たり当期純利益金額又は純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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)

当期純利益又は当期純損失（△）（千円） △164,699 33,463

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又は当期純損失

（△）（千円）
△164,699 33,463

期中平均株式数（株） 27,067 26,354

（重要な後発事象）

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）

　当社は平成20年４月４日開催の取締役会において、林慶旭氏から当社の子会社である漳州立泰医療康復器材有

限公司の持分25％分を35,889千円（35万ＵＳドル）で譲り受け、100％子会社化することを決議し、同日同社の持

分を取得いたしました。

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。
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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 1,048,746 1,177,665

受取手形 210,011 214,555

売掛金 475,974 416,212

有価証券 10,117 10,152

商品 7,743 －

製品 280,092 －

原材料 251,691 －

商品及び製品 － 306,903

仕掛品 22,679 17,616

貯蔵品 5,449 －

原材料及び貯蔵品 － 282,305

前渡金 ※2  118,870 ※2  93,968

前払費用 10,395 11,599

未収還付法人税等 58,785 －

繰延税金資産 73,372 50,309

デリバティブ資産 5,140 1,641

その他 31,472 61,829

貸倒引当金 △1,424 △1,305

流動資産合計 2,609,116 2,643,455

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※1  843,867 ※1  847,038

減価償却累計額 △223,644 △253,975

建物（純額） 620,223 593,063

構築物 34,862 34,862

減価償却累計額 △26,111 △27,828

構築物（純額） 8,750 7,033

機械及び装置 62,052 62,932

減価償却累計額 △39,835 △44,664

機械及び装置（純額） 22,216 18,267

車輌及び運搬具 7,947 7,947

減価償却累計額 △6,285 △7,004

車輌及び運搬具（純額） 1,661 942

工具、器具及び備品 114,842 119,947

減価償却累計額 △92,701 △99,362

工具、器具及び備品（純額） 22,141 20,584

土地 ※1  1,028,166 ※1  1,028,166

有形固定資産合計 1,703,160 1,668,059
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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) 

無形固定資産   

ソフトウエア 4,332 2,510

その他 4,700 3,992

無形固定資産合計 9,033 6,502

投資その他の資産   

投資有価証券 39,281 14,833

関係会社株式 89,600 89,600

出資金 535 535

関係会社出資金 600,275 656,890

関係会社長期貸付金 193,987 190,231

長期預金 100,000 100,000

破産更生債権等 4,591 1,402

長期前払費用 64 19

繰延税金資産 14,837 13,523

その他 6,255 2,394

貸倒引当金 △4,591 △1,402

投資その他の資産合計 1,044,834 1,068,027

固定資産合計 2,757,028 2,742,590

資産合計 5,366,144 5,386,045

負債の部   

流動負債   

支払手形 11,478 22,385

買掛金 35,144 32,443

短期借入金 ※1  666,000 ※1  654,000

1年内返済予定の長期借入金 ※1  100,922 ※1  80,852

未払金 43,767 84,084

未払費用 29,912 28,975

未払法人税等 8,735 138,269

預り金 5,064 3,238

賞与引当金 48,583 44,079

デリバティブ負債 92,826 65,161

その他 9,270 9,637

流動負債合計 1,051,703 1,163,127

固定負債   

長期借入金 ※1  227,539 ※1  146,687

退職給付引当金 30,020 30,793

デリバティブ負債 177,505 88,086

長期未払金 59,636 58,136

固定負債合計 494,700 323,703

負債合計 1,546,404 1,486,831
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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 1,484,550 1,484,550

資本剰余金   

資本準備金 1,516,900 1,516,900

資本剰余金合計 1,516,900 1,516,900

利益剰余金   

利益準備金 1,300 1,300

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 878,654 1,015,498

利益剰余金合計 879,954 1,016,798

自己株式 △60,427 △118,000

株主資本合計 3,820,977 3,900,247

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,237 △1,033

評価・換算差額等合計 △1,237 △1,033

純資産合計 3,819,740 3,899,213

負債純資産合計 5,366,144 5,386,045
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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 3,610,123 3,551,345

商品売上高 68,773 66,793

売上高合計 3,678,897 3,618,139

売上原価   

製品売上原価   

製品期首たな卸高 271,282 280,092

当期製品製造原価 381,405 325,826

当期製品仕入高 1,684,190 1,593,685

他勘定受入高 ※1  192,476 ※1  210,511

合計 2,529,355 2,410,115

製品期末たな卸高 280,092 297,905

製品売上原価 2,249,262 2,112,210

商品売上原価   

商品期首たな卸高 7,020 7,743

当期商品仕入高 47,953 53,041

合計 54,973 60,784

商品他勘定振替高 ※2  15,336 ※2  16,259

商品期末たな卸高 7,743 8,997

商品売上原価 31,893 35,528

売上原価合計 2,281,156 2,147,738

売上総利益 1,397,741 1,470,400

販売費及び一般管理費   

運賃 151,350 165,737

荷造費 15,692 17,423

広告宣伝費 36,294 28,224

支払手数料 48,069 96,458

報酬・給料及び諸手当 425,805 393,627

賞与引当金繰入額 35,208 23,703

法定福利及び厚生費 59,391 53,960

退職給付引当金繰入額 8,685 5,219

租税公課 79,056 75,817

研究開発費 ※3  70,871 ※3  55,755

減価償却費 38,813 33,568

貸倒引当金繰入額 5,689 136

その他 192,946 178,878

販売費及び一般管理費合計 1,167,873 1,128,511

営業利益 229,867 341,889
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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) 

営業外収益   

受取利息 ※4  9,632 ※4  8,778

受取配当金 821 847

受取家賃 4,700 3,615

デリバティブ評価益 － 113,583

その他 3,665 6,608

営業外収益合計 18,819 133,433

営業外費用   

支払利息 13,030 11,596

為替差損 55,519 80,735

デリバティブ評価損 253,978 －

子会社経費負担額 － 18,104

その他 2,457 3,195

営業外費用合計 324,986 113,633

経常利益又は経常損失（△） △76,300 361,689

特別利益   

投資有価証券売却益 － 11,981

貸倒引当金戻入額 42 409

特別利益合計 42 12,390

特別損失   

固定資産除却損 ※5  172 ※5  34

投資有価証券評価損 － 13,939

特別損失合計 172 13,973

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △76,430 360,106

法人税、住民税及び事業税 9,076 132,406

法人税等調整額 △2,790 24,243

法人税等合計 6,285 156,650

当期純利益又は当期純損失（△） △82,716 203,456
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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 1,484,550 1,484,550

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,484,550 1,484,550

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,516,900 1,516,900

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,516,900 1,516,900

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 1,300 1,300

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,300 1,300

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,029,370 878,654

当期変動額   

剰余金の配当 △68,000 △66,612

当期純利益又は当期純損失（△） △82,716 203,456

当期変動額合計 △150,716 136,843

当期末残高 878,654 1,015,498

自己株式   

前期末残高 － △60,427

当期変動額   

自己株式の取得 △60,427 △57,573

当期変動額合計 △60,427 △57,573

当期末残高 △60,427 △118,000

株主資本合計   

前期末残高 4,032,120 3,820,977

当期変動額   

剰余金の配当 △68,000 △66,612

当期純利益又は当期純損失（△） △82,716 203,456

自己株式の取得 △60,427 △57,573

当期変動額合計 △211,143 79,269

当期末残高 3,820,977 3,900,247
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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) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 5,100 △1,237

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6,337 203

当期変動額合計 △6,337 203

当期末残高 △1,237 △1,033

純資産合計   

前期末残高 4,037,220 3,819,740

当期変動額   

剰余金の配当 △68,000 △66,612

当期純利益又は当期純損失（△） △82,716 203,456

自己株式の取得 △60,427 △57,573

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6,337 203

当期変動額合計 △217,480 79,473

当期末残高 3,819,740 3,899,213
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製造原価明細書

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ　材料費 206,125 53.9 139,462 43.5

Ⅱ　労務費 109,865 28.7 113,744 35.4

Ⅲ　経費 66,471 17.4 67,557 21.1

（外注加工費） (20,779) (18,102)

（減価償却費） (21,307) (17,585)

当期総製造費用 382,462 100.0 320,764 100.0

期首仕掛品たな卸高 21,623 22,679

期末仕掛品たな卸高 22,679 17,616

当期製品製造原価 381,405 325,826

　（注）当社の原価計算の方法は、標準品については総合原価計算による実際原価計算であり、個別受注品については個

別原価計算であります。

 

 

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

　該当事項はありません。

－ 1 －



重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）子会社株式

　移動平均法による原価法を採用してお

ります。

(1）子会社株式

同左

(2）その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算

定）を採用しております。

(2）その他有価証券

時価のあるもの

　             同左

時価のないもの

　移動平均法による原価法を採用して

おります。

時価のないもの

同左

２．デリバティブの評価基準

及び評価方法

(1）デリバティブ

　時価法を採用しております。

(1）デリバティブ

同左

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1）製品、商品、原材料、仕掛品

　総平均法による原価法を採用しており

ます。ただし、受注生産の製品・仕掛品

は個別法による原価法によっております。

(1）製品、商品、原材料、仕掛品

　総平均法による原価法（貸借対照表価

額は収益性の低下に基づく簿価切下げの

方法により算定）を採用しております。

ただし、受注生産の製品・仕掛品は個別

法による原価法によっております。

(2) 貯蔵品

　最終仕入原価法を採用しておりま

す。

(2）貯蔵品

同左

 

 

 

（会計方針の変更）

　　当事業年度より「棚卸資産の評価に関

する会計基準」（企業会計基準９号平成

18年７月５日）を適用しております。こ

れにより営業利益、経常利益及び税引前

当期純利益はそれぞれ20,514千円減少し

ております。　

－ 2 －



項目
前事業年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

４．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法（ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（附属設備を除く）に

ついては定額法）を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

建物　　　　　８～47年

 

（会計方針の変更）

 　　法人税法の改正に伴い、当事業年度

   より平成19年４月１日以降に取得した

   有形固定資産について、改正後の法人

   税法に基づく減価償却の方法に変更し

   ております。

     なお、これに伴う損益への影響は軽

   微であります。

 　（追加情報）

 　　法人税法の改正に伴い、平成19年３

   月31日以前に取得した資産について

   は、改正前の法人税法に基づく減価償

   却の方法の適用により取得価額の５％

   に到達した事業年度の翌事業年度よ

   り、取得価額の５％相当額と備忘価額

   との差額を５年間にわたり均等償却

   し、減価償却費に含めて計上しており

   ます。

 　　なお、これに伴う損益への影響は軽

　 微であります。

(1）有形固定資産（リース資産を除く）

　定率法（ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（附属設備を除く）に

ついては定額法）を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

建物　　　　　８～47年

 

 　　　　　　──────　　　　　　 

 

 

 

 

 　（追加情報）

 　機械装置については、従来、耐用年数

を10～15年としておりましたが、当連結

会計年度より９～12年に変更しておりま

す。

　これは、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。

　なお、これに伴う損益への影響は軽微

であります。

(2）無形固定資産

　定額法を採用しております。

　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）に基づく定額法を採用しております。

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

同左

５．重要な外貨建の資産及び

負債の本邦通貨への換算

基準

　外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為

替相場により円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。

同左

－ 3 －



項目
前事業年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

６．引当金の計上基準 (1）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

別に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。

(1) 貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、支

給見込額のうち当期負担額を計上してお

ります。

(2) 賞与引当金

同左

(3) 退職給付引当金

従業員の退職金の支給に備えるため、

当事業年度末における退職給付債務を計

上しております。

なお、退職給付引当金の対象従業員

が 300名未満であるため、簡便法によっ

ており、退職給付債務の金額は事業年度

末自己都合要支給額としております。

(3) 退職給付引当金

同左

７．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。

 　　　　　　──────　　　　　　 

 

 

８．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

 消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は税

抜方式によっております。また、控除対

象外消費税等については、当期の負担す

べき期間費用として処理しております。

ただし、固定資産に係る控除対象外消費

税等については、投資その他の資産の「そ

の他」に計上し、法人税法に規定する期

間（５年間）にわたり償却しております。

 消費税等の会計処理

同左

－ 4 －



会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日）

　　　　       　　 ──────  （リース取引に関する会計基準）　

　　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、当連結会計年度より「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

（企業会計審議会第一部会）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、通常の売買取引に係る方法に準じた会

計処理によっておます。

　なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権

移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用し

ております。

　これによる損益に与える影響はありません。

 

注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成20年３月31日）

当事業年度
（平成21年３月31日）

※１　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は、次のとおりであります。

※１　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は、次のとおりであります。

建　物    620,223千円

土　地 913,594

　計 1,533,817

建　物    593,063千円

土　地 913,594

　計 1,506,658

担保付債務は次のとおりであります。 担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金     50,000千円

一年以内返済予定の

長期借入金
82,922

長期借入金 222,539

　計 355,461

短期借入金     50,000千円

一年以内返済予定の

長期借入金
75,852

長期借入金 146,687

　計 272,539

※２　関係会社に対する前渡金78,584千円が含まれて

　　　おります。

※２　関係会社に対する前渡金76,260千円が含まれて

　　　おります。
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

※１　他勘定よりの振替高の内訳は次のとおりであります。

　　　材料費　　　　　　　　　 192,476千円

※１　他勘定よりの振替高の内訳は次のとおりであります。

　　　材料費　　　　　　　　　210,511千円

※２　他勘定への振替高の内訳は次のとおりであります。

　　　材料費　　　　　　　　　  15,336千円

※２　他勘定への振替高の内訳は次のとおりであります。

　　　材料費　　　　　　　　　 16,259千円

※３　一般管理費に含まれる研究開発費は70,871千円であ

ります。

※３　一般管理費に含まれる研究開発費は55,755千円であ

ります。

※４　関係会社からの受取利息6,774千円が含まれており

ます。

※４　関係会社からの受取利息5,797千円が含まれており

ます。

※５　固定資産除却損は工具器具備品172千円であります。 ※５　固定資産除却損は工具器具備品34千円であります。

（株主資本等変動計算書関係）

　　　前事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

　　　　　　自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類
前事業年度末

株式数
（株）

当事業年度
増加株式数
（株）

当事業年度
減少株式数
（株）

当事業年度末
株式数
（株）

自己株式     

普通株式　（注） ― 555 ― 555

合計 ― 555 ― 555

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加555株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加であります。

　　　当事業年度（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）

　　　　　　自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類
前事業年度末

株式数
（株）

当事業年度
増加株式数
（株）

当事業年度
減少株式数
（株）

当事業年度末
株式数
（株）

自己株式     

普通株式　（注） 555 806 ― 1,361

合計 555 806 ― 1,361

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加806株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加であります。
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

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

　リース取引に関する会計基準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

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

車輌及び運搬
具

6,366 5,729 636

合計 6,366 5,729 636

（注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形

固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定しております。

取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

車輌及び運搬
具

6,366 6,366 －

合計 6,366 6,366 －

（注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形

固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定しております。

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 636千円

１年超 －

合計 636

１年内 －千円

１年超 －

合計 －

なお、未経過リース料期末残高相当額は、有形固定資

産の期末残高等に占める未経過リース料期末残高の割合

が低いため、支払利子込み法により算定しております。

なお、未経過リース料期末残高相当額は、有形固定資

産の期末残高等に占める未経過リース料期末残高の割合

が低いため、支払利子込み法により算定しております。

３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 　     1,273千円

減価償却費相当額      1,273千円

支払リース料 　       636千円

減価償却費相当額           636千円

４．減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。

 

４．減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。

（有価証券関係）

前事業年度（平成20年３月31日）　

　子会社株式及び関連会社株式で時価があるものはありません。

当事業年度（平成21年３月31日）　

　子会社株式及び関連会社株式で時価があるものはありません。

－ 7 －



（税効果会計関係）

前事業年度
（平成20年３月31日）

当事業年度
（平成21年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

別の内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

別の内訳

繰延税金資産（流動）

賞与引当金 19,647 千円

たな卸資産評価減 8,433

繰越欠損金 21,762

その他 23,528

繰延税金資産（流動） 73,372

 

繰延税金資産（固定）

貸倒引当金繰入限度超過額 1,856

退職給付引当金 12,140

長期未払金 24,117

有価証券評価差額金 840

その他 473

小計 39,427

評価性引当額 △24,590

繰延税金資産(固定) 14,837

繰延税金資産（流動）

賞与引当金 17,914 千円

たな卸資産評価減 14,329

その他 18,065

繰延税金資産（流動） 50,309

 

 

繰延税金資産（固定）

貸倒引当金繰入限度超過額 301

退職給付引当金 12,514

長期未払金 23,626

有価証券評価差額金 707

小計 37,150

評価性引当額 △23,626

繰延税金資産(固定) 13,523

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の

原因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率 40.4％

(調整)

交際費等永久に損金に算入さ

れない項目 △2.2％

住民税均等割額 △11.8％

評価性引当額 △32.1％

その他 △2.3％

税効果会計適用後の法人税等

の負担率 △8.2％

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の

原因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率 40.6％

(調整)

交際費等永久に損金に算入さ

れない項目 0.4％

住民税均等割額 2.2％

税額控除 △1.2％

その他 1.4％

税効果会計適用後の法人税等

の負担率 43.5％
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

１株当たり純資産額      143,356円75銭

１株当たり当期純損失金額     3,055円87銭

１株当たり純資産額      150,904円21銭

１株当たり当期純利益金額       7,720円12銭

　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、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　（注）１株当たり当期純利益金額又は純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

当期純利益又は当期純損失（△）（千円） △82,716 203,456

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又は当期純損失

（△）（千円）
△82,716 203,456

期中平均株式数（株） 27,067 26,354

（重要な後発事象）

前事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

　当社は平成20年４月４日開催の取締役会において、林慶旭氏から当社の子会社である漳州立泰医療康復器材有

限公司の持分25％分を35,889千円（35万ＵＳドル）で譲り受け、100％子会社化することを決議し、同日同社の持

分を取得いたしました。

当事業年度（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）

　該当事項はありません。
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６．その他

(1）役員の異動

  　該当事項はありません。

 

 

(2）その他

 　該当事項はありません。
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