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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 6,520 △5.2 565 △15.5 610 △11.9 267 △35.7

20年3月期 6,876 △3.3 669 10.9 693 5.2 416 15.6

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 66.96 ― 4.7 9.0 8.7
20年3月期 104.10 ― 7.5 9.8 9.7

（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 6,675 5,713 85.6 1,428.78
20年3月期 6,891 5,700 82.7 1,425.44

（参考） 自己資本   21年3月期  5,713百万円 20年3月期  5,700百万円

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 1,142 △429 △89 2,114
20年3月期 1,055 △436 △52 1,482

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 ― ― ― 24.00 24.00 95 23.1 1.7
21年3月期 ― ― ― 14.00 14.00 55 20.9 1.0

22年3月期 
（予想）

― ― ― 5.00 5.00 133.3

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

1,800 △52.3 △30 ― △14 ― △17 ― △4.25

通期 3,950 △39.4 10 △98.2 50 △91.8 15 △94.4 3.75



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17ページの「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」をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、28ページ「１株当たり情報」をご覧下さい。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 4,000,000株 20年3月期 4,000,000株

② 期末自己株式数 21年3月期  835株 20年3月期  835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 6,412 △5.7 617 △9.3 665 △5.2 322 △24.2

20年3月期 6,798 △3.3 680 8.3 701 3.2 424 11.7

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 80.56 ―

20年3月期 106.26 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期 6,924 6,010 86.8 1,503.01
20年3月期 6,992 5,830 83.4 1,458.01

（参考） 自己資本 21年3月期  6,010百万円 20年3月期  5,830百万円

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、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に与える不確実な要因
に係る本資料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。なお、上
記業績予想に関する事項は、３ページ「１.経営成績（1）経営成績に関する分析」をご覧下さい。 

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

1,734 △53.2 △5 ― 12 △97.4 7 △97.5 1.75

通期 3,800 △40.7 50 △91.9 90 △86.5 56 △82.6 14.00



(1）経営成績に関する分析 

（当期の経営成績） 

  当連結会計年度におけるわが国経済は、米国におけるサブプライム問題に端を発する世界的不況の渦中にあり、

 特に自動車産業においては、販売不振により、全完成車メーカーが過去に例を見ない急激で大幅な減産を余儀なく

 されました。 

  このような事業環境のなかで、当社グループは顧客に、コストメリットのある商品を提供することを 重要項目

 とし、会社経営をしてまいりました。 

  その結果、当連結会計年度の売上高は6,520百万円（前年同期比5.2％減）、経常利益610百万円（前年同期比 

 11.9％減）、当期純利益267百万円（前年同期比35.7％減）となりました。 

  

 事業の種類別セグメントの状況は、次のとおりであります。  

  （自動車部品製造事業） 

  世界的な自動車の販売不振による完成車メーカーの生産調整により、自動車部品加工市場は急激な生産数量の減

 少となりました。 

  同様に二輪業界においても、生産の規模は縮小しております。 

  このような状況のもと、新規取引先の開拓等、努力をしてまいりましたが、売上高は3,882百万円（前年同期比 

 25.2％減）となりました。 

  （工作機械製造事業） 

  自動車販売台数の大幅な減少により、2008年夏以降、製造業全般における設備投資意欲は極めて低調でありま 

 すが、新規取引先の開拓、改造機械物件の受注増により、売上高は2,638百万円（前年同期比56.3％増）となりま 

 した。 

  （次期の見通し） 

  自動車産業における生産の過剰、設備の過剰の解消は、今だ出口が見えず非常に不透明な状況が継続するもの 

 と考えられます。 

  このような状況のもとで当社グループは、技術力の強化、生産の効率化をいっそう進め、「他社が出来ない独自

 の物造り」を目指します。この難局を乗り越えるため、さらなる経営の合理化に努め業容の発展に全力を傾注する

 所存であります。  

  以上をふまえ、現時点における次期の通期業績予想につきましては、それぞれ次のとおりであります。 

  （連結業績予想） 

     売上高         3,950百万円      （前年同期比39％減） 

     経常利益          50百万円            （前年同期比92％減） 

         当期利益              15百万円            （前年同期比94％減）  

  

(2）財政状態に関する分析 

①資産・負債及び純資産の状況 

  当連結会計年度末の総資産は前連結会計年度末に比べ215百万円減少し、6,675百万円となりました。 

  流動資産は、前連結会計年度末に比べ51百万円増加し、2,971百万円となりました。これは、主に有価証券の増 

 加等によるものであります。 

  固定資産は、前連結会計年度末に比べ266百万円減少し、3,703百万円となりました。これは、主に減価償却の減

 少等によるものであります。 

  流動負債は、前連結会計年度末に比べ184百万円減少し、534百万円となりました。これは、主に前受金の減少等

 によるものであります。 

  純資産は、前連結会計年度末に比べ13百万円増加し、5,713百万円となりました。これは、主に利益剰余金の増 

 加と配当金の支払による減少等によるものであります。   

②キャッシュ・フローの状況に関する分析 

  当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物は税金等調整前当期純利益が493百万円（前年同期比 

 28.7％減）と前連結会計年度を下回ったが、退職給付引当金の増加等の要因により、前連結会計年度末に比べ632 

 百万円増加し、当連結会計年度末には2,114百万円となりました。 

  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1,142百万円（同8.2％増）となりました。これは、主に税金等調整前当期純利 

 益が493百万円（前年同期比28.7％減）と前連結会計年度を下回った事に加え、退職給付引当金の増加等によるも 

 のであります。 

１．経営成績



 （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429百万円（同1.5％減）となりました。これは、主に当社の有形固定資産の取得

 による支出等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89百万円（同71.4％増）となりました。これは配当金の支払によるものでありま

 す。  

キャッシュ・フロー指標 

  

（注）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：キャッシュ・フロー／利払い 

  

※いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。 

※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・フローを利用しています。

※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全ての負債を対象にしています。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

  当社は株主の皆様に対して収益状況に対応した安定的な配当を継続することが重要であると認識しています。 

  将来の事業展開を視野に入れ、経営基礎の強化のため株主資本の充実を図りつつ、長期的に安定した利益還元に

 努めることを基本方針としております。 

  当期につきましては、１株当たり14円の配当とさせて頂く予定であります。 

  なお次期につきましては非常に厳しい状況ではありますが１株当たり５円の計画としております。 

  また内部留保金につきましては、事業拡大および合理化のため設備投資や研究開発活動、海外事業の強化等、将

 来の事業展開のために有効活用いたします。  

  

  
第57期 

平成17年３月期
第58期

平成18年３月期
第59期

平成19年３月期
第60期 

平成20年３月期 
第61期

 平成21年３月期

自己資本比率 70.0％ 76.9％ 75.4％ 82.7％ 85.6％ 

 時価ベースの自己資本比率 76.4％ 70.8％ 59.2％ 49.5％ 32.4％ 

債務償還年数 0.4年 0.9年 0.2年 0.1年 0.0年 

インタレスト・カバレッジ・

レシオ 
79.1 30.8 103.5 199.0 167.1 



(4）事業等のリスク 

 （１）事業内容について 

  ① 自動車部品製造について 

    当事業では自動車部品のトランスミッションを中心に、クルマの中核を担う部品加工でこれまでに多くの実

   績を残し技術レベルの高さを背景に、自動車メーカー数社に高精度機能部品を提供しています。 

    また、四輪車以外にも中型、大型二輪車のエンジン関連部品、船外機、農業機械に使用される汎用機のエン

   ジン関連部品等も供給しております。 

    すべての部品について競合会社とのコスト競争が一層厳しくなり、当社の経営に影響を与える可能性が大で

   あります。 

  ② 工作機械製造事業について 

    当事業では基幹産業である自動車業界を中心に工作機械のなかでも独自の発想のもとに開発された、専用工

   作機械分野にて国内、海外に多くの機械を供給しています。 

    市場での新技術の開発、新システムの採用、新製品販売等の低下による経営成績に与える可能性のなきよ 

   う、競合会社との技術の差をつけるため当社自動車部品製造事業での実績のある製造ノウハウを活かして新製

   品開発力をつけ顧客密着型営業活動を行っています。 

    しかし当社の専用工作機械関連は競合するメーカーも多く、仕事量の確保等から価格競争により販売価格 

   が低下する傾向もあり、業績に影響を与える可能性があります。 

    また、納入先も国内はもとより海外向が増加し製品の欠陥等によるクレームによる製造物責任により当社 

   の経営成績に重大な影響を与える可能性があります。 

 （２）為替相場の変動による影響について 

    当社の自動車部品製造事業では海外子会社のSAKURAI VIETNAM LTD.への技術支援費、売掛債権、また、工作

   機械製造事業においては海外向取引先との米国ドル建取引等がございます。 

    これらの為替レートの変動により、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。  

      



 当社グループは、株式会社桜井製作所（本社）、子会社２社及びその他の関係会社１社により構成されており、自動

車部品及び工作機械の製造販売を主な事業内容としております。 

 当社グループの事業内容及び当社と関係会社の事業系統図は次のとおりであります。  

  

  

 【事業系統図】 

  

 
  

２．企業集団の状況

 会社名   事業内容 

 株式会社桜井製作所  

自動車部品、オートバイ部品、汎用機部品の製造販売 

ターレックス（多軸ヘッド交換型専用機）、ロータリーフライス盤、 

各種専用機械等工作機械の製造販売  

 SAKURAI VIETNAM LTD.  
自動車部品、オートバイ部品の製造販売 

工作機械及び精密機械部品の製造  

 SAKURAI U.S.A.,Co. 工作機械の販売、メンテナンス、アフターケア  

 桜井興産株式会社 不動産の賃貸  



(1）会社の経営の基本方針 

 ①社会への奉仕 

 ②顧客への奉仕 

 ③個人能力の向上 

 ④技術開発への取組 

  当社では、モノ作りで社会に貢献することを使命と考え、事業活動を行っております。  

  

(2）中長期的な会社の経営戦略と会社の対処すべき課題  

 今後とも当社グループを取り巻く環境はますます激化していくものと思われます。当社グループは、自動車部品加

工と工作機械の結合企業として存続してまいりました。その特色をより一層高め、お客様のあらゆるニーズにより速

く的確に対応し、自動車部品および工作機械分野において顧客ニーズを超越した製品づくりに励んで、それに耐えう

る技術力を磨き、納期、品質、コスト面でのさらなる向上に努め、新規顧客の開拓を積極的に展開してまいります。

また、技術の継承も会社の重要な課題として対処してまいります。  

  

(3）目標とする経営指標  

 当社は株主価値重視のＲＯＥ（自己資本当期純利益率）の向上を基本的な目標としております。 

 また、経営効率の面では原価の低減を重視し、売上高経常利益率も重要な経営指標としております。 

  

(4）内部管理体制の整備・運用状況 

 当該事項につきましては、2008年６月27日付で株式会社ジャスダック証券取引所に提出しました「コーポレート・

ガバナンスに関する報告書」において開示しています。  

  

３．経営方針



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 508,732 540,767

受取手形及び売掛金 934,697 499,624

有価証券 987,000 1,587,000

たな卸資産 452,159 －

製品 － 15,279

仕掛品 － 279,336

原材料 － 31,653

繰延税金資産 12,107 10,067

その他 27,371 8,872

貸倒引当金 △1,399 △842

流動資産合計 2,920,669 2,971,760

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 910,581 804,843

機械装置及び運搬具（純額） 1,172,710 1,164,480

土地 643,812 643,812

その他（純額） 67,126 51,383

有形固定資産合計 2,794,231 2,664,520

無形固定資産 20,956 13,421

投資その他の資産   

投資有価証券 330,558 258,447

組合預け金 478,657 456,867

その他 346,223 310,553

投資その他の資産合計 1,155,439 1,025,867

固定資産合計 3,970,627 3,703,809

資産合計 6,891,296 6,675,570



（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   

買掛金 301,723 238,165

未払金 133,818 133,485

１年以内返済土地建物等未払金 67,866 13,448

未払法人税等 120,716 101,342

未払消費税等 13,250 2,683

前受金 43,790 11,154

役員賞与引当金 15,000 11,000

その他 22,423 22,937

流動負債合計 718,588 534,217

固定負債   

退職給付引当金 177,220 201,583

役員退職慰労引当金 35,515 18,180

建物等未払金 53,790 40,342

繰延税金負債 133,901 98,897

その他 71,717 68,419

固定負債合計 472,145 427,423

負債合計 1,190,733 961,640

純資産の部   

株主資本   

資本金 200,700 200,700

資本剰余金 25,563 25,563

利益剰余金 5,331,074 5,502,885

自己株式 △717 △717

株主資本合計 5,556,621 5,728,432

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 131,524 85,300

為替換算調整勘定 12,417 △99,803

評価・換算差額等合計 143,941 △14,502

純資産合計 5,700,562 5,713,929

負債純資産合計 6,891,296 6,675,570



（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 6,876,252 6,520,984

売上原価 5,501,183 5,279,784

売上総利益 1,375,068 1,241,200

販売費及び一般管理費 705,397 675,313

営業利益 669,671 565,886

営業外収益   

受取利息 4,421 4,678

受取配当金 9,147 8,698

受取賃貸料 52,102 54,197

雑収入 6,557 6,374

営業外収益合計 72,228 73,949

営業外費用   

支払利息 5,306 6,836

賃貸収入原価 18,793 18,425

為替差損 23,637 379

雑損失 822 3,441

営業外費用合計 48,559 29,082

経常利益 693,340 610,752

特別利益   

貸倒引当金戻入額 700 400

固定資産売却益 － 11

特別利益合計 700 411

特別損失   

固定資産売却損 1,778 4,702

固定資産廃棄損 316 20,419

投資有価証券評価損 － 4,737

特別退職金 － 84,515

役員退職慰労金 － 3,465

特別損失合計 2,094 117,840

税金等調整前当期純利益 691,946 493,323

法人税、住民税及び事業税 251,575 228,000

法人税等調整額 24,037 △2,466

法人税等合計 275,612 225,533

当期純利益 416,333 267,790



（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 200,700 200,700

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 200,700 200,700

資本剰余金   

前期末残高 25,563 25,563

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 25,563 25,563

利益剰余金   

前期末残高 4,970,730 5,331,074

当期変動額   

剰余金の配当 △55,989 △95,979

当期純利益 416,333 267,790

当期変動額合計 360,344 171,810

当期末残高 5,331,074 5,502,885

自己株式   

前期末残高 △644 △717

当期変動額   

自己株式の取得 △72 －

当期変動額合計 △72 －

当期末残高 △717 △717

株主資本合計   

前期末残高 5,196,349 5,556,621

当期変動額   

剰余金の配当 △55,989 △95,979

自己株式の取得 △72 －

当期純利益 416,333 267,790

当期変動額合計 360,272 171,810

当期末残高 5,556,621 5,728,432



（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 230,102 131,524

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △98,578 △46,224

当期変動額合計 △98,578 △46,224

当期末残高 131,524 85,300

為替換算調整勘定   

前期末残高 19,463 12,417

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △7,046 △112,220

当期変動額合計 △7,046 △112,220

当期末残高 12,417 △99,803

評価・換算差額等合計   

前期末残高 249,566 143,941

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △105,624 △158,444

当期変動額合計 △105,624 △158,444

当期末残高 143,941 △14,502

純資産合計   

前期末残高 5,445,916 5,700,562

当期変動額   

剰余金の配当 △55,989 △95,979

自己株式の取得 △72 －

当期純利益 416,333 267,790

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △105,624 △158,444

当期変動額合計 254,646 13,366

当期末残高 5,700,562 5,713,929



（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 691,946 493,323

減価償却費 392,931 436,513

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,553 24,362

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △68,951 △17,335

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 1,000 △4,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） △745 △556

受取利息及び受取配当金 △13,569 △13,376

支払利息 5,306 6,836

有形固定資産廃棄損 316 20,419

有形固定資産売却損益（△は益） 1,778 4,691

投資有価証券評価損益（△は益） － 4,737

特別退職金 － 84,515

売上債権の増減額（△は増加） 699,830 398,018

たな卸資産の増減額（△は増加） 34,116 124,688

仕入債務の増減額（△は減少） △288,527 △63,190

未払消費税等の増減額（△は減少） △4,776 △10,566

その他 △103,223 △17,601

小計 1,343,877 1,471,480

利息及び配当金の受取額 13,569 13,376

利息の支払額 △5,306 △6,836

法人税等の納付額 △296,422 △251,422

特別退職金の支払額 － △84,515

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,055,717 1,142,083

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 △13,000 △13,000

定期預金の払戻による収入 13,000 13,000

貸付金の回収による収入 530 370

有形固定資産の取得による支出 △461,813 △489,504

有形固定資産の売却による収入 4,444 2,630

投資有価証券の取得による支出 △9,660 △9,347

その他 30,083 65,883

投資活動によるキャッシュ・フロー △436,416 △429,966

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △52,023 △89,306

自己株式の取得による支出 △72 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △52,096 △89,306

現金及び現金同等物に係る換算差額 △10,093 9,225

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 557,110 632,035

現金及び現金同等物の期首残高 925,621 1,482,732

現金及び現金同等物の期末残高 1,482,732 2,114,767



 該当事項はありません。 

  

   

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

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 

(1）連結子会社の数    ２社 

主要な連結子会社の名称 

SAKURAI VIETNAM LTD. 

SAKURAI U.S.A., Co 

１ 連結の範囲に関する事項 

(1）連結子会社の数    ２社 

主要な連結子会社の名称 

同左 

(2）主要な非連結子会社 

────── 

(2）主要な非連結子会社 

────── 

２ 持分法の適用に関する事項 

───── 

２ 持分法の適用に関する事項 

───── 

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、12月31日であります。連結

財務諸表を作成するに当たっては同日現在の財務諸表

を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引につ

いては、連結上必要な調整を行っております。 

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 

① 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により処理

し、売却原価は移動平均法により算定） 

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 

① 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 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

② たな卸資産 

製品、仕掛品…総平均法による原価法を採用し 

              ております。 

② たな卸資産 

製品、仕掛品…総平均法による原価法（収益性 

       の低下による簿価引き下げの方 

       法）を採用しております。 

原材料………… 終仕入原価法による原価法を 

       採用しております。 

原材料………… 終仕入原価法による原価法収 

       益性の低下による簿価引き下げ 

       の方法）を採用しております。 

         ───── （会計方針の変更） 

当連結会計年度より「棚卸資産に関する会計基

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引き下げの方

法）に変更しております。 

 なお、この変更に伴う損益への影響は軽微であ

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） 

(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 

 当社では以下の方法によっております。 

(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 

        同左 

建物（建物附属設備は除く）   

ａ 平成10年３月31日以前に取得したもの 

旧定率法によっております。 

  

ｂ 平成10年４月１日から平成19年３月31日まで

に取得したもの 

旧定額法によっております。 

  

ｃ 平成19年４月１日以後に取得したもの 

    定額法によっております。 

  

建物以外 

ａ 平成19年３月31日以前に取得したもの 

旧定率法によっております。 

  

ｂ 平成19年４月１日以降に取得したもの 

定率法によっております。 

 在外連結子会社については、主として定額法を

採用しております。 

 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建物及び構築物  ３～50年 

機械装置その他  ２～15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。 

 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7,870千円減少しており

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。 

        ─────        

（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17,604千円減少してお

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。 

（追加情報） 

 当連結会計年度より、機械及び装置の耐用年数

については法人税法の改正を契機として見直しを

行い、一部の資産について耐用年数を変更して減

価償却費を算定する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と比べて、

売上総利益及び営業利益、経常利益、税金等調整

前当期純利益が6,640千円それぞれ減少していま

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。 



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 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 

同左 

③ 長期前払費用 

 均等償却によっております。 

③ 長期前払費用 

同左 

(3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

 当社では債権の貸倒損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上しております。 

(3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

② 役員賞与引当金 

 当社では役員に支給する賞与に備え、当連結会

計年度における支給見込額に基づき、当連結会計

年度末において発生していると認められる額を計

上しております。 

② 役員賞与引当金 

         同左 

③ 退職給付引当金 

 当社では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、当連結会計年度末において発

生していると認められる額を計上しております。 

③ 退職給付引当金 

同左 

④ 役員退職慰労引当金 

 当社では役員の退職慰労金の支出に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額を計上しておりま

したが、平成19年６月をもって役員退職金制度を

廃止したため、平成19年７月以降新たな引当計上

は行っておりません。当連結会計年度末における

役員退職引当金残高は、当制度の廃止以前から在

職している役員に対する支給見込額であります。 

④ 役員退職慰労引当金 

         同左 

(4）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

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。 

(4）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

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方法は、全面時価

評価法を採用しております。 

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 

 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。 

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 



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） 

────── （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、この変更に伴う損益への影響は軽微であります。 

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） 

 従来「流動資産」の「現金及び預金」に含めて表示し

ておりました譲渡性預金（当連結会計年度末残高987,000

千円）は、「金融商品会計に関する実務指針」（日本公

認会計士協会 会計制度委員会報告第14号 終改正平

成19年７月４日）及び「金融商品会計に関するＱ＆Ａ」

（日本公認会計士協会 会計制度委員会 終改正平成19

年11月６日）が改正されたことに伴い、当連結会計年度

末から「有価証券」として表示しております。 

 なお、前連結会計年度末において「流動資産」の「現

金預金」に含めて表示しておりました譲渡性預金の残高

は380,000千円であります。 

（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「製品」「仕掛品」「原材料」

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」含まれる「製品」「仕掛品」「原材料」は、

それぞれ792千円、398,631千円、52,736千円でありま

す。  

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 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

  5,616,481千円   5,786,324千円

※２ 所有権留保等資産 

 有形固定資産のうちには所有権留保の土地535,242

千円、売買予約・使用貸借による建物194,249千円、

構築物9,802千円が含まれており、対応債務は１年以

内返済土地未払金23,680千円及び建物等未払金

97,976千円（１年以内返済建物等未払金44,186千円

を含む）であります。 

※２ 所有権留保等資産 

 有形固定資産のうちには所有権留保の土地535,242

千円、売買予約・使用貸借による建物179,462千円、

構築物8,806千円が含まれており、対応債務は建物等

未払金53,790千円（１年以内返済建物等未払金

13,448千円を含む）であります。 



（連結損益計算書関係）

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 販売費及び一般管理費

の内訳 

 販売費に属する費用のおおよその割合

は63.2％、一般管理費に属する費用のお

およその割合は36.8％であり、主要な費

目および金額は次のとおりであります。 

 販売費に属する費用のおおよその割合

は66.2％、一般管理費に属する費用のお

およその割合は33.8％であり、主要な費

目および金額は次のとおりであります。 

  荷造運搬費 143,349千円

役員報酬 73,290千円

給料及び手当 151,904千円

退職給付費用 351千円

役員退職慰労引当金繰入

額 

2,703千円

役員賞与引当金繰入額 14,300千円

荷造運搬費 139,274千円

役員報酬 60,000千円

給料及び手当 171,507千円

退職給付費用 11,754千円

役員賞与引当金繰入額 11,000千円

※２ 研究開発費 一般管理費及び当期製造費用に含まれる

研究開発費 

  8,665千円

一般管理費及び当期製造費用に含まれる

研究開発費 

  9,871千円

※３ 固定資産売却益 ────── 機械装置及び運搬具 11千円

※４ 固定資産売却損 機械装置及び運搬具 1,778千円 機械装置及び運搬具 4,702千円

※５ 固定資産廃棄損 

  

機械装置及び運搬具 206千円

その他 110千円

合計 316千円

建物及び構築物 849千円

機械装置及び運搬具 

その他 

19,381千円

 189千円

合計  20,419千円



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） 

１ 発行済株式に関する事項 

２ 自己株式に関する事項 

 （注） 普通株式の自己株式の株式数の増加76株は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

３ 新株予約権等に関する事項 

 該当事項はありません。 

４ 配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(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 

（連結株主資本等変動計算書関係）

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）  4,000,000  －  －  4,000,000

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）  759  76  －  835

  
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15日 

定時株主総会 
普通株式  55,989  14 平成19年３月31日 平成19年６月18日 

  
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13日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金  95,979  24 平成20年３月31日 平成20年６月16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 発行済株式に関する事項 

２ 自己株式に関する事項 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

 該当事項はありません。 

４ 配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(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 

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）  4,000,000  －  －  4,000,000

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）  835  －  －  835

  
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13日 

定時株主総会 
普通株式  95,979  24 平成20年３月31日 平成20年６月16日 

  
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17日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金  55,988  14 平成21年３月31日 平成20年６月18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 

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 

  

現金預金勘定 508,732千円

有価証券 987,000千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △13,000千円

現金及び現金同等物 1,482,732千円

現金預金勘定 540,769千円

有価証券 1,587,000千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △13,000千円

現金及び現金同等物 2,114,767千円



前連結会計年度（平成20年３月31日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

３ その他有価証券のうち満期があるもの 

（有価証券関係）

  

  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 
                 

株式  109,860  328,158  218,297

小計  109,860  328,158  218,297

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えないもの 
                 

株式  －  －  －

小計  －  －  －

合計  109,860  328,158  218,297

  連結貸借対照表計上額（千円） 

(1）その他有価証券      

譲渡性預金  987,000

非上場株式  2,400

  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）

その他有価証券                        

譲渡性預金  987,000  －  －  －

合計  987,000  －  －  －



当連結会計年度（平成21年３月31日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

（注） 表中の「取得原価」は減損処理後の「帳簿価額」であります。減損処理に当たっては、年度末における時価が取

   得価額に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性を考慮

   して必要と認められる額について減損処理を行っております。 

    なお、当連結会計年度において減損処理を行い、投資有価証券評価損4,737千円を計上しております。 

   

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

３ その他有価証券のうち満期があるもの 

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） 

 当社グループはデリバティブ取引を全く利用しておりませんので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） 

 当社グループはデリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はありません。 

  

  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 
                 

株式  107,386  249,658  142,272

小計  107,386  249,658  142,272

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えないもの 
                 

株式  7,084  6,388  △695

小計  7,084  6,388  △695

合計  114,470  256,047  141,576

  連結貸借対照表計上額（千円） 

(1）その他有価証券      

譲渡性預金  1,587,000

非上場株式  2,400

  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）

その他有価証券                        

譲渡性預金  1,587,000  －  －  －

合計  1,587,000  －  －  －

（デリバティブ取引関係）



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厚生年金基金制度及び適格退職年金制度を設けております。 

 なお、昭和42年より適格退職年金制度への移行を段階的に行い、昭和60年に100％移行を完了しておりま

す。 

２ 退職給付債務に関する事項 

 （注） 当社は退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。 

３ 退職給付費用に関する事項 

４ 要拠出額を退職給付費用として処理している複数事業主制度に関する事項 

(1）制度全体の積立状況に関する事項（平成21年３月31日現在） 

(2）制度全体に占める当社グループの掛け金拠出割合（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

(3）補足説明 

 上記(1)の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高6,923,814千円であります。本制度にお

ける過去勤務債務の償却方法は期間20年元利均等償却であり、当社グループは、当期の連結財務諸表上、特別

掛金13,593千円を費用処理しております。 

 なお、上記(2)の割合は当社グループの実際の負担割合とは一致いたしません。 

（退職給付関係）

  
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） 

（適格退職年金）            

① 退職給付債務 863,655千円 853,502千円 

② 年金資産  686,435  651,919

③ 退職給付引当金  177,220  201,583

  
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 100,241千円 122,812千円 

年金資産の額 48,315,006千円

年金財政計算上の給付債務の額 61,898,100千円

差引額 13,583,094千円

  2.18％



 該当事項はありません。 

（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 千円

退職給付引当金  70,445

役員退職慰労引当金  14,117

未払事業税  9,946

海外子会社の繰越欠損金  13,603

その他  9,075

繰延税金資産小計  117,188

評価性引当額  △13,603

繰延税金資産合計  103,585

繰延税金負債 千円

固定資産圧縮積立金  △138,605

その他有価証券評価差額金  △86,773

繰延税金負債合計  △225,378

繰延税金負債の純額  △121,793

繰延税金資産 千円

退職給付引当金  80,129

役員退職慰労引当金  7,226

未払事業税  8,294

海外子会社の繰越欠損金  72,003

その他  10,401

繰延税金資産小計  178,055

評価性引当額  △72,003

繰延税金資産合計  106,051

繰延税金負債     千円

固定資産圧縮積立金  △138,605

その他有価証券評価差額金  △56,276

繰延税金負債合計  △194,881

繰延税金負債の純額  △88,830

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異が法定実効税率の百分の五以下である

ため注記を省略しております。 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

  

 法定実効税率    39.7％ 

 （調整）   

 交際費等永久に損金に算入されない項目      0.3

 受取配当金等永久に益金に算入されない項目      △0.3

 住民税均等割等        0.2

 役員賞与引当金         0.9

 海外子会社の繰越欠損金増減額         3.7

 修正申告        1.1

 その他       0.1

    税効果会計適用後の法人税等の負担率       45.7

（ストック・オプション等関係）



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） 

 （注）１ 事業の区分は、製品の種類・性質によっております。 

２ 各区分の主な製品 

(1）自動車部品製造事業…自動車部品、オートバイ部品、汎用機部品 

(2）工作機械製造事業……ターレックス（多軸ヘッド交換型専用機）、ロータリーフライス盤、マシニングセ

ンター、各種専用機 

３ 営業費用はすべて各セグメントに賦課しており、配賦不能営業費用はありません。 

４ 当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた資産の金額は1,479,149千円であり、そ

の主なものは当社における現金預金、有価証券および管理部門に係る資産等であります。 

５ 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり法人税法の改正に伴い当連結会計期間

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

変更しています。 

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益は自動車部品製造事業で4,722千円、工作機

械製造事業で3,148千円、それぞれ減少しています。 

６ 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、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います。 

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益は自動車部品製造事業で14,083千円、工作機

械製造事業で3,521千円、それぞれ減少しています。 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
自動車部品製
造事業 

（千円） 

工作機械製造
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                              

売上高                              

１ 外部顧客に対する売上高  5,188,417  1,687,835  6,876,252  －  6,876,252

２ セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  11,364  11,364 (11,364)  －

計  5,188,417  1,699,199  6,887,616 (11,364)  6,876,252

営業費用  4,704,518  1,513,426  6,217,945 (11,364)  6,206,581

営業利益  483,898  185,772  669,671  －  669,671

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的

支出 
                             

資産  4,072,255  1,339,890  5,412,146  1,479,149  6,891,296

減価償却費  321,063  71,868  392,931  －  392,931

資本的支出  318,961  71,223  390,185  －  390,185



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、製品の種類・性質によっております。 

２ 各区分の主な製品 

(1）自動車部品製造事業…自動車部品、オートバイ部品、汎用機部品 

(2）工作機械製造事業……ターレックス（多軸ヘッド交換型専用機）、ロータリーフライス盤、マシニングセ

ンター、各種専用機 

３ 営業費用はすべて各セグメントに賦課しており、配賦不能営業費用はありません。 

４ 当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた資産の金額は1,966,015千円であり、そ

の主なものは当社における現金預金、有価証券および管理部門に係る資産等であります。 

５ 当連結会計年度より、機械装置の耐用年数については法人税法の改正を契機として見直しを行い、一部の資

産について耐用年数を変更して減価償却費を算定する方法に変更しています。 

  この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益は自動車部品製造事業で4,767千円、工作機

械製造事業で1,873千円、それぞれ減少しています。 

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） 

 全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の合計に占める「本邦」の割合が90％を超えているた

め所在地別セグメント情報の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） 

 全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の合計に占める「本邦」の割合が90％を超えているた

め所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

  
自動車部品製
造事業 

（千円） 

工作機械製造
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                              

売上高                              

１ 外部顧客に対する売上高  3,882,194  2,638,790  6,520,984  －  6,520,984

２ セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  51,050  51,050 (51,050)  －

計  3,882,194  2,689,840  6,572,035 (51,050)  6,520,984

営業費用  3,747,400  2,258,748  6,006,149 (51,050)  5,955,098

営業利益  134,794  431,092  565,886  －  565,886

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的

支出 
                             

資産  3,770,707  938,847  4,709,554  1,966,015  6,675,570

減価償却費  369,722  66,790  436,513  －  436,513

資本的支出  410,760  10,877  421,638  －  421,638

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） 

 （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 当連結会計年度における本邦以外の国または地域は各売上がいずれも少額であるため「海外売上高」として

一括して記載しており、属する主な国又は地域はブラジル、米国であります。 

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 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

      （1）南米・・・ブラジル 

      （2）その他・・ベトナム、米国、その他  

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。 

  

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 役員及び個人主要株主等 

（取引条件及び取引条件の決定方針当）  

（注）１ 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含んでおりません。 

（注）２ 賃借料は、３年ごとに周辺の価格を基礎に決定しております。 

  

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） 

 該当事項はありません。 

（追加情報） 

 当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年10月17日）及

び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号 平成18年10月17日）を適

用しております。  

  

 該当事項はありません。 

ｃ．海外売上高

  金額（千円） 

Ⅰ 海外売上高  642,849

Ⅱ 連結売上高  6,876,252

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める割合（％）  9.3

  南米 （千円） その他 （千円） 計（千円）

Ⅰ 海外売上高  946,664  595,947  1,542,612

Ⅱ 連結売上高 －     －  6,520,984

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める割合（％）  14.5  9.2  23.7

（関連当事者情報）

属性 氏名 住所 資本金 事業内容 

議決権等
の被所有
割合 
（％） 

関係内容

取引の内容
取引金額 
（千円） 科目 期末残高

（千円） 役員の
兼任等

事業上
の関係

役員 桜井美枝子 
静岡県 

浜松市 
 － 不動産の賃貸 

直接 

 4.8 
 －

 － 土地の賃借  4,140  －  －

 － 建物の賃貸  5,280  －  －

（企業結合等関係）



 該当事項はありません。 

  

（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 1,425.44円

１株当たり当期純利益 104.10円

１株当たり純資産額 1,428.78円

１株当たり当期純利益 66.96円

なお、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について

は、潜在株式がないため記載しておりません。 

１株当たり当期純利益の算定上の基礎 １株当たり当期純利益の算定上の基礎 

連結損益計算書上の当期純利益 416,333千円

普通株式に係る当期純利益 416,333千円

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 

 該当事項はありません     

連結損益計算書上の当期純利益 267,790千円

普通株式に係る当期純利益 267,790千円

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 

 該当事項はありません     

普通株式の期中平均株式数 3,999,215株 普通株式の期中平均株式数 3,999,165株

（重要な後発事象）



 （生産、受注及び販売の状況）  

（１）生産実績         

       

  前連結会計年度 当連結会計年度 

     自 平成19年４月１日    自 平成20年４月１日 

     至 平成20年３月31日    至 平成21年３月31日 

事業区分 金 額(千円) 構成比（％） 金 額(千円) 構成比（％） 

自動車部品製造事業 5,155,443 75.3 3,899,978 59.6

工作機械製造事業 1,687,835 24.7 2,638,790 40.4

合   計 6,843,278 100.0 6,538,768 100.0

（注）金額は販売価格によっており、消費税等は含んでおりません。 

  

（２）受注状況         

  前連結会計年度 当連結会計年度 

     自 平成19年４月１日 自 平成20年４月１日 

     至 平成20年３月31日    至 平成21年３月31日 

事業区分 受注高(千円) 受注残高(千円) 受注高(千円) 受注残高(千円)

自動車部品製造事業 4,872,238 679,624 3,454,955 252,385

工作機械製造事業 2,515,691 1,782,558 1,588,214 731,983

合   計 7,387,930 2,462,183 5,043,170 984,368

（注）金額は販売価格によっており、消費税等は含んでおりません。 

  

（３）販売実績         

  前連結会計年度 当連結会計年度 

  自 平成19年４月１日 自 平成20年４月１日 

  至 平成20年３月31日 至 平成21年３月31日 

事業区分 金 額（千円) 構成比（％） 金 額 (千円) 構成比（％） 

自動車部品製造事業 5,188,417 75.5 3,882,194 58.5

工作機械製造事業 1,687,835 24.5 2,638,790 41.2

合   計 6,876,252 100.0 6,520,984 100.0

（注）金額は販売価格によっており、消費税等は含んでおりません。 

          



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 461,316 480,370

受取手形 159,332 159,757

売掛金 779,093 401,809

有価証券 987,000 1,587,000

製品 178 14,518

仕掛品 397,229 277,781

原材料 47,448 30,288

繰延税金資産 12,132 10,105

関係会社短期貸付金 － 19,646

従業員に対する短期貸付金 370 290

未収入金 33,377 20,863

材料支給未収入金 2,536 －

その他 887 87

貸倒引当金 △1,000 △600

流動資産合計 2,879,904 3,001,916

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 700,485 650,290

構築物（純額） 92,571 78,746

機械及び装置（純額） 961,181 951,693

車両運搬具（純額） 14,291 16,151

工具、器具及び備品（純額） 61,639 50,298

土地 643,812 643,812

有形固定資産合計 2,473,980 2,390,993

無形固定資産   

借地権 399 399

ソフトウエア 20,307 12,772

電話加入権 250 250

無形固定資産合計 20,956 13,421

投資その他の資産   

投資有価証券 330,558 258,447

関係会社株式 566,472 566,472

出資金 2,990 2,990

組合預け金 478,657 456,867

投資不動産（純額） 235,333 230,396

長期貸付金 610 320

その他 2,710 3,010

投資その他の資産合計 1,617,331 1,518,502

固定資産合計 4,112,267 3,922,918

資産合計 6,992,172 6,924,835



（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   

買掛金 295,954 215,950

未払金 139,820 117,846

一年以内返済土地建物等未払金 67,866 13,448

未払法人税等 120,716 101,342

未払消費税等 13,250 2,683

前受金 27,351 11,154

預り金 21,368 22,017

役員賞与引当金 15,000 11,000

流動負債合計 701,327 495,443

固定負債   

退職給付引当金 177,220 201,583

役員退職慰労引当金 35,515 18,180

建物等未払金 53,790 40,342

繰延税金負債 133,901 98,897

預り保証金 59,600 59,600

固定負債合計 460,027 418,603

負債合計 1,161,354 914,047

純資産の部   

株主資本   

資本金 200,700 200,700

資本剰余金   

資本準備金 25,563 25,563

資本剰余金合計 25,563 25,563

利益剰余金   

利益準備金 50,175 50,175

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 210,087 210,087

別途積立金 4,750,000 5,080,000

繰越利益剰余金 463,484 359,679

利益剰余金合計 5,473,746 5,699,941

自己株式 △717 △717

株主資本合計 5,699,292 5,925,487

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 131,524 85,300

評価・換算差額等合計 131,524 85,300

純資産合計 5,830,817 6,010,787

負債純資産合計 6,992,172 6,924,835



（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 6,798,029 6,412,921

売上原価 5,466,394 5,182,015

売上総利益 1,331,635 1,230,906

販売費及び一般管理費 651,406 613,615

営業利益 680,229 617,290

営業外収益   

受取利息 5,036 3,837

受取配当金 9,147 8,698

受取賃貸料 52,102 54,197

雑収入 3,333 6,662

営業外収益合計 69,619 73,395

営業外費用   

支払利息 5,390 3,375

賃貸収入原価 18,793 18,425

為替差損 23,637 3,382

雑損失 636 379

営業外費用合計 48,457 25,562

経常利益 701,390 665,124

特別利益   

貸倒引当金戻入額 700 400

固定資産売却益 － 11

特別利益合計 700 411

特別損失   

固定資産売却損 1,778 4,702

固定資産廃棄損 316 20,419

投資有価証券評価損 － 4,737

特別退職金 － 84,515

役員退職慰労金 － 3,465

特別損失合計 2,094 117,840

税引前当期純利益 699,996 547,695

法人税、住民税及び事業税 251,000 228,000

法人税等調整額 24,051 △2,479

法人税等合計 275,051 225,520

当期純利益 424,944 322,174



 （脚注） 

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    3,072,032  55.5  2,650,144  51.3

Ⅱ 労務費    1,178,890  21.3  1,178,137  22.8

（うち退職給付費用）    (49,325)          （69,139）      

Ⅲ 経費    1,285,956  23.2  1,335,753  25.9

（うち外注費）    (556,288)          （518,729）      

（うち減価償却費）    (305,978)          （346,919）      

当期総製造費用    5,536,879  100.0  5,164,035  100.0

期首仕掛品棚卸高    399,225        397,229      

合計    5,936,104        5,561,264      

期末仕掛品棚卸高    397,229        277,781      

作業屑売却代    83,797        76,183      

他勘定振替高    15,286        10,944      

当期製品製造原価    5,439,791        5,196,354      

                           

項目 前事業年度 当事業年度 

１ 原価計算の方法 要素別部門別総合原価計算を採用してい

ます。 

同左 

２ 作業屑売却代 機械加工による切削屑の売却代金であり

ます。 

同左 

３ 他勘定振替高 機械及び装置 14,131千円

工具、器具及び備品 1,154千円

  15,286千円

機械及び装置 8,813千円

工具、器具及び備品 2,130千円

  10,944千円



（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 200,700 200,700

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 200,700 200,700

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 25,563 25,563

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 25,563 25,563

資本剰余金合計   

前期末残高 25,563 25,563

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 25,563 25,563

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 50,175 50,175

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 50,175 50,175

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 210,087 210,087

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 210,087 210,087

別途積立金   

前期末残高 4,430,000 4,750,000

当期変動額   

別途積立金の積立 320,000 330,000

当期変動額合計 320,000 330,000

当期末残高 4,750,000 5,080,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 414,528 463,484

当期変動額   

剰余金の配当 △55,989 △95,979

別途積立金の積立 △320,000 △330,000

当期純利益 424,944 322,174

当期変動額合計 48,955 △103,804

当期末残高 463,484 359,679



（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) 

利益剰余金合計   

前期末残高 5,104,790 5,473,746

当期変動額   

剰余金の配当 △55,989 △95,979

別途積立金の積立 － －

当期純利益 424,944 322,174

当期変動額合計 368,955 226,195

当期末残高 5,473,746 5,699,941

自己株式   

前期末残高 △644 △717

当期変動額   

自己株式の取得 △72 －

当期変動額合計 △72 －

当期末残高 △717 △717

株主資本合計   

前期末残高 5,330,410 5,699,292

当期変動額   

剰余金の配当 △55,989 △95,979

自己株式の取得 △72 －

当期純利益 424,944 322,174

当期変動額合計 368,882 226,195

当期末残高 5,699,292 5,925,487

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 230,102 131,524

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △98,578 △46,224

当期変動額合計 △98,578 △46,224

当期末残高 131,524 85,300

評価・換算差額等合計   

前期末残高 230,102 131,524

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △98,578 △46,224

当期変動額合計 △98,578 △46,224

当期末残高 131,524 85,300

純資産合計   

前期末残高 5,560,513 5,830,817

当期変動額   

剰余金の配当 △55,989 △95,979

自己株式の取得 △72 －

当期純利益 424,944 322,174

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △98,578 △46,224

当期変動額合計 270,303 179,970

当期末残高 5,830,817 6,010,787



 該当事項はありません。 

  

  

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

重要な会計方針

  
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 

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。 

同左 

  その他有価証券 

時価のあるもの 

期末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） 

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 

時価のないもの 

同左 

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

製品、仕掛品…総平均法による原価法 製品、仕掛品…総平均法による原価法

（収益性の低下による簿価引き下げの方

法） 

  原材料………… 終仕入原価法による原

価法 

原材料………… 終仕入原価法による原

価法（収益性の低下による簿価引き下げ

の方法） 

（会計方針の変更） 

 当事業年度より「棚卸資産に関する会

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

の低下による簿価引き下げの方法）に変

更しております。 

 なお、この変更に伴う損益への影響は

軽微であります。 

３ 固定資産の減価償却の方

法 

有形固定資産 定率法 

  建物（建物附属設備を除く） 

有形固定資産  定率法 

 同左 

  ａ  平成10年３月31日以前に取得し 

    たもの 

        旧定率法によっております。 

      ｂ 平成10年４月１日から平成19年 

        ３月31日までに取得したもの 

         旧定額法によっております。 

      ｃ 平成19年４月１日以後に取得し 

        たもの 

       定額法によっております。 

  



  
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） 

    建物以外 

      ａ 平成19年３月31日以前に取得し 

        たもの 

       旧定率法によっております。 

       ｂ 平成19年４月１日以降に取得し 

         たもの 

         定率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          ３～50年 

     機械装置その他          ２～15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。 

 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7,870千円減

少しております。 

（会計方針の変更） 

      ────── 

  （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。 

 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、17,604千

円減少しております。 

（追加情報） 

 当事業年度より、機械及び装置の耐用

年数については法人税法の改正を契機と

して見直しを行い、一部の資産について

耐用年数を変更して減価償却費を算定す

る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と

比べて、売上総利益及び営業利益、経常

利益、税引前当期純利益が6,640千円それ

ぞれ減少しています。 

  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）に基づく定額法を採用しておりま

す。 

無形固定資産  定額法 

同左 

４ 引当金の計上基準 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。 

貸倒引当金 

同左 

  役員賞与引当金 

 役員に支給する賞与に備え、当事業年

度における支給見込額に基づき、当事業

年度において発生していると認められる

額を計上しております。 

役員賞与引当金 

 同左 



  

  
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） 

  退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、期末

における退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当事業年度末において発

生していると認められる額を計上してお

ります。 

退職給付引当金 

同左 

  役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額を計上し

ておりましたが、平成19年６月をもって

役員退職金制度を廃止したため、平成19

年７月以降新たな引当計上は行っており

ません。当事業年度末における役員退職

引当金残高は、当制度の廃止以前から在

職している役員に対する支給見込額であ

ります。 

役員退職慰労引当金 

 同左  

５ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税及び地方消費税の処理方法 

 税抜方式によっております。 

消費税及び地方消費税の処理方法 

同左 

表示方法の変更

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

（貸借対照表） 

 従来「流動資産」の「現金及び預金」に含めて表示し

ておりました譲渡性預金（当事業年度末残高987,000千

円）は、「金融商品会計に関する実務指針」（日本公認

会計士協会 会計制度委員会報告14号 終改正平成19

年７月４日）及び「金融商品会計に関するＱ＆Ａ」（日

本公認会計士協会 会計制度委員会 終改正平成19年11

月６日）が改正されたことに伴い、当事業年度末から

「有価証券」として表示しております。 

 なお、前事業年度末において「流動資産」の「現金預

金」に含めて表示しておりました譲渡性預金の残高は

380,000千円であります。 

         ────── 

注記事項

（貸借対照表関係）

項目 
前事業年度

（平成20年３月31日） 
当事業年度 

（平成21年３月31日） 

※１ 有形固定資産 このうちには所有権留保の土地535,242千

円、売買予約・使用貸借による建物

194,249千円、構築物9,802千円が含まれ

ており、対応債務は１年以内返済土地未

払金23,680千円及び建物等未払金97,976

千円（１年以内返済建物等未払金44,186

千円を含む）であります。 

このうちには所有権留保の土地535,242千

円、売買予約・使用貸借による建物

179,462千円、構築物8,806千円が含まれ

ており、対応債務は建物等未払金53,790

千円（１年以内返済建物等未払金13,448

千円を含む）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） 

１ 自己株式に関する事項 

 （注） 普通株式の自己株式の株式数の増加76株は、単元未満株式の買取り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） 

１ 自己株式に関する事項 

（損益計算書関係）

項目 
前事業年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費

の内訳 

販売費に属する費用のおおよその割合は

66.2％、一般管理費に属する費用のおお

よその割合は33.8％であり、主要な費目

および金額は次のとおりであります。 

販売費に属する費用のおおよその割合は

68.6％、一般管理費に属する費用のおお

よその割合は31.4％であり、主要な費目

および金額は次のとおりであります。 

  荷造運搬費 142,198千円

広告宣伝費 1,954千円

役員報酬 73,290千円

給料及び手当 130,020千円

従業員賞与 67,787千円

福利厚生費 10,981千円

法定福利費 25,920千円

退職給付費用 351千円

役員退職慰労引当金繰入

額 

 2,703千円

役員賞与引当金繰入額 14,300千円

旅費交通費 23,528千円

減価償却費 36,331千円

雑費 40,583千円

荷造運搬費 135,397千円

広告宣伝費 1,409千円

役員報酬 60,000千円

給料及び手当 138,000千円

従業員賞与 51,221千円

福利厚生費 14,621千円

法定福利費 22,331千円

退職給付費用 11,754千円

役員賞与引当金繰入額 11,000千円

旅費交通費 22,034千円

減価償却費 31,883千円

雑費 50,622千円

※２ 研究開発費 一般管理費及び当期製造費用に含まれる

研究開発費 

  8,665千円

一般管理費及び当期製造費用に含まれる

研究開発費 

  9,871千円

※３ 固定資産売却益 ───── 車両運搬具 11千円

※４ 固定資産売却損 機械及び装置 

車両運搬具 

1,552千円

 225千円

合計  1,778千円

機械及び装置 4,336千円

車両運搬具  365千円

合計  4,702千円

※５ 固定資産廃棄損 

  

機械及び装置 59千円

工具、器具及び備品 257千円

合計 316千円

建物  849千円

機械及び装置 19,381千円

工具、器具及び備品 189千円

合計 20,419千円

（株主資本等変動計算書関係）

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株）  759  76  －  835

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株）  835  －  －  835



   

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の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のあるものはありません。 

 該当事項はありません。 

（有価証券関係）

（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 千円

退職給付引当金  70,445

役員退職慰労引当金  14,117

未払事業税  9,946

その他  9,100

繰延税金資産合計  103,610

       

繰延税金負債 千円

固定資産圧縮積立金  △138,605

その他有価証券評価差額金  △86,773

繰延税金負債合計  △225,378

繰延税金負債の純額  △121,769

繰延税金資産 千円

退職給付引当金  80,129

役員退職慰労引当金  7,226

未払事業税  8,294

その他  10,438

繰延税金資産合計  106,089

       

繰延税金負債 千円

固定資産圧縮積立金  △138,605

その他有価証券評価差額金  △56,276

繰延税金負債合計  △194,881

繰延税金負債の純額  △88,792

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間の差異が法定実効税率の百分の五以下で

あるため注記を省略しております。 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

 法定実効税率   39.7％ 

 （調整）   

 交際費等永久に損金に算入されない項目        0.3

 受取配当金等永久に益金に算入されない項目     △0.3

 住民税均等割等       0.2

 役員賞与引当金       0.8

 過年度法人税等     △0.6

 修正申告        1.0

 その他        0.1

    税効果会計適用後の法人税等の負担率       41.2

（企業結合等関係）



 該当事項はありません。 

(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。  

  

  

（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 1,458.01円

１株当たり当期純利益 106.26円

１株当たり純資産額 1,503.01円

１株当たり当期純利益 80.56円

 なお、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おりません。 

 なお、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おりません。 

１株当たり当期純利益の算定上の基礎 １株当たり当期純利益の算定上の基礎 

損益計算書上の当期純利益 424,944千円

普通株式に係る当期純利益 424,944千円

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 

 該当事項はありません     

損益計算書上の当期純利益 322,174千円

普通株式に係る当期純利益 322,174千円

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 

 該当事項はありません     

普通株式の期中平均株式数 3,999,215株 普通株式の期中平均株式数 3,999,165株

（重要な後発事象）

６．その他


	（株）桜井製作所（7255）平成21年３月期　決算短信: （株）桜井製作所（7255）平成21年３月期　決算短信
	- 1 -: - 1 -
	- 2 -: - 2 -
	- 3 -: - 3 -
	- 4 -: - 4 -
	- 5 -: - 5 -
	- 6 -: - 6 -
	- 7 -: - 7 -
	- 8 -: - 8 -
	- 9 -: - 9 -
	- 10 -: - 10 -
	- 11 -: - 11 -
	- 12 -: - 12 -
	- 13 -: - 13 -
	- 14 -: - 14 -
	- 15 -: - 15 -
	- 16 -: - 16 -
	- 17 -: - 17 -
	- 18 -: - 18 -
	- 19 -: - 19 -
	- 20 -: - 20 -
	- 21 -: - 21 -
	- 22 -: - 22 -
	- 23 -: - 23 -
	- 24 -: - 24 -
	- 25 -: - 25 -
	- 26 -: - 26 -
	- 27 -: - 27 -
	- 28 -: - 28 -
	- 29 -: - 29 -
	- 30 -: - 30 -
	- 31 -: - 31 -
	- 32 -: - 32 -
	- 33 -: - 33 -
	- 34 -: - 34 -
	- 35 -: - 35 -
	- 36 -: - 36 -
	- 37 -: - 37 -
	- 38 -: - 38 -
	- 39 -: - 39 -
	- 40 -: - 40 -
	- 41 -: - 41 -


