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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 7,120 △13.5 △66 ― △201 ― △173 ―

20年3月期 8,227 0.7 395 △17.8 261 △36.7 123 △50.3

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 △17.41 ― △10.0 △2.3 △0.9

20年3月期 12.42 ― 6.6 2.9 4.8

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  27百万円 20年3月期  46百万円

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 8,526 1,596 18.7 159.77
20年3月期 9,028 1,872 20.7 187.41

（参考） 自己資本   21年3月期  1,595百万円 20年3月期  1,871百万円

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 4 △137 139 1,335
20年3月期 291 △366 307 1,182

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 ― 5.00 5.00 49 40.3 2.7
21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

22年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

2,930 △24.8 30 △40.8 20 34.2 10 △12.6 1.00

通期 6,040 △15.2 150 ― 80 ― 35 ― 3.51
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4.  その他 

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

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

 詳細は、16ページ「（6）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４ 会計処理基準に関する事項」および20ページ（7）連結財務諸表作成
のための基本となる重要な事項の変更」をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純損失（連結）の算定の基礎となる株式数については、31ページ「1株あたり情報」をご覧下さい。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 10,000,000株 20年3月期 10,000,000株

② 期末自己株式数 21年3月期  16,815株 20年3月期  16,316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 6,535 △15.6 △76 ― △214 ― △185 ―

20年3月期 7,739 2.3 336 △21.0 167 △47.3 84 △51.3

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 △18.55 ―

20年3月期 8.43 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期 7,797 1,173 15.0 117.50
20年3月期 8,297 1,417 17.1 141.99

（参考） 自己資本 21年3月期  1,173百万円 20年3月期  1,417百万円

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 

 上記の予想は本資料の発表日現在における入手可能な情報および将来の業績に影響を与える不確定な要因に係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。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
累計期間

2,700 △25.6 27 △6.9 14 ― 9 ― 0.90

通期 5,580 △14.6 150 ― 70 ― 30 ― 3.01
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当連結会計年度におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した金融不安の波及

により景気が減速するなか、９月には米国の一部大手金融機関の経営破綻を契機に、全世界的に未曾有

の金融危機に見舞われ、日本経済も秋ごろから外需の急激な悪化により輸出が急減、雇用不安や個人消

費の低迷などから、実質ＧＤＰ成長率もマイナスとなり大幅な落ち込みのなかで推移いたしました。  

 当社グループに関連する工業用機械刃物業界におきましても、急激な円高による輸出環境の悪化で海

外向け製品を中心に、特に年度後半には需要が急減し、全体としても前年を下回る実績で経過いたしま

した。  

 こうしたなかで、当社グループは販売部門と製造・技術部門が一体となって、積極的・効率的な営業

活動を展開し、主力品種の受注量確保による操業の維持に努める一方で、役員報酬のカットや時間外労

働の削減、一時休業の実施などによる固定費をはじめとする諸経費削減を図り、総力をあげて収益の確

保に努力してまいりました。  

 当社グループの事業セグメント別業績は、次のとおりとなっております。 

 工業用機械刃物においては、主力の鉄鋼・合板・情報通信関連分野をはじめ輸出を含めた需要は大き

く減少いたしました。産業用機械及び部品においては、設備投資の減退や工作機械受注の減少などの影

響を受け需要は大きく減少いたしました。緑化造園においては、土木・建築工事などの新たな分野への

業務拡大や官公庁工事の受注さらには官民の管理業務の受注拡大に努め、完工高は前年に比べ大きく増

加いたしました。  

 その結果、当連結会計年度における連結業績は、主力であります工業用機械刃物での売上高の減少が

大きく影響し連結売上高は71億20百万円と前連結会計年度に比し13.5%の減少となりました。 

 収益面におきましては、販売価格の改定や経費削減効果などもありましたが、売上高の大幅・急激な

減少に加え鋼材などの原材料をはじめ諸資材の値上がりなど原価高の要因により、経常損失は２億１百

万円（前連結会計年度は２億61百万円の経常利益）、当期純損失は１億73百万円（前連結会計年度は１

億23百万円の当期純利益）となりました。  

  

また、事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。  

製本関連業界向け需要は堅調に推移いたしましたが、情報通信関連分野の需要は年度後半になり急

激に減少いたしました。比較的堅調に推移してきた鉄鋼関連業界向け需要も後半にかけ翳りが見られ

減少いたしました。また、東南アジアや中国などへの輸出を中心にした合板関連刃物も関連業界向け

需要の停滞により在庫調整の影響を受け大幅に減少いたしました。年度後半の景気の急激な変動の影

響を受け、工業用機械刃物における需要は前連結会計年度に比べ減少いたしました。  

 その結果、売上高は53億65百万円（前連結会計年度比13.1％減）となり、鋼材等の原材料費高騰に

よる影響などにより営業利益（配賦不能営業費用控除前）は４億90百万円となりました。  

設備投資の減退などの影響を受け、工作機械に関連する精密機械部品の需要は減少し、海外向けを

中心とした研磨機等機械についても海外景況を反映し大幅に売上が減少した結果、産業用機械及び部

品における売上高は12億18百万円（前連結会計年度比25.3％減）となり、営業損失（配賦不能営業費

用控除前）は1億４百万円となりました。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

ア）工業用機械刃物 

イ）産業用機械及び部品
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建設・造園業界におきましては公共事業の抑制の影響により官公庁関連の需要は依然として低迷し

ており、土木・建築工事や管理業務等の新たな分野の需要や民間需要の掘り起こしにより売上の確保

に努めた結果、売上高は大きく増加し５億36百万円（前連結会計年度比28.3％増）となりましたが、

工事原価率の上昇などにより営業利益（配賦不能営業費用控除前）は14百万円にとどまりました。 

  

今後の見通しにつきましては、世界的な景気後退が続くなかで、輸出の低迷や企業収益の悪化に伴う

設備投資の抑制、雇用・所得環境の悪化による個人消費の低迷などから景気の後退局面は長期化するこ

とが予想されるなど、企業経営にとっては厳しい環境が続くものと思われます。   

 このような情勢のもと、当社グループといたしましては、市場の変化に対応した品質・コスト・納期

などの競争力強化を図り顧客満足度の向上に努めるとともに、徹底した諸経費の削減に努め、収益重視

の企業体質構築に向け全力を傾注し、将来に向け更なる経営基盤の強化に努める所存でございます。 

 通期の業績見通しにつきまして、連結売上高60億40百万円、連結経常利益80百万円、連結当期純利益

35百万円を見込んでおります。  

なお、当社内における対ドル円為替レートは、平成２1年4月より従来の１米ドル＝100円から、１米ド

ル＝95円に変更しております。  

流動資産は、前連結会計年度末に比べて10.0％減少し、56億56百万円となりました。これは、主

として売上高の減少により受取手形及び売掛金が７億45百万円減少したことなどによるものです。

 固定資産は、前連結会計年度末に比べて4.6％増加し、28億70百万円となりました。これは主に

コンピュータシステム導入に伴うソフトウエア取得などによるものです。  

 この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて5.6％減少し、85億26百万円となりました。  

流動負債は、前連結会計年度末に比べて10.4％減少し、38億23百万円となりました。これは、主

として支払手形及び買掛金や賞与引当金の減少などによるものです。 

 固定負債は、前連結会計年度末に比べて7.5％増加し、31億６百万円となりました。  

 この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて3.2％減少し、69億30百万円となりました。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ14.7％減少し15億96百万円となりました。 

ウ）緑化造園

(2) 財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

（イ）資産

（ロ）負債

（ハ）純資産
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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（以下「資金」という）は、前連結会計年

度末に比べ１億53百万円増加し、13億35百万円となりました。 

 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）  

 当連結会計年度の営業活動による資金の増加は、４百万円（前連結会計年度は２億91百万円の増加）

となりました。これは税金等調整前当期純損失２億68百万円、仕入債務の減少２億43百万円、賞与引当

金の減少１億53百万円、預り金の減少１億５百万円などがあったものの、売上債権の減少７億22百万

円、減価償却費２億57百万円などがあったこと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） 

 当連結会計年度における投資活動による資金の減少は、１億37百万円（前連結会計年度は３億66百万

円の減少）となりました。これは主に既存設備の保守・保全を中心とした有形固定資産の取得による支

出が１億34百万円であったことを反映したものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度における財務活動による資金の増加は、１億39百万円（前連結会計年度は３億７百万

円の増加）となりました。これは、主に長・短借入金の借入と返済の差額として借入金が１億94百万円

増加したことおよび配当金の支払額49百万円によるものであります。  

  

当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

(注１) いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。 

(注２) 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。 

(注３) キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用しています。 

(注４) 有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を払っている全ての負債を対象としています。

  

当社は、将来に向けた事業展開のため財務体質と経営基盤の強化を図り株主資本の充実に努めるとと

もに、収益動向などを総合的に勘案し業績に相応した配当を実施することを利益配分の基本に考えてお

ります。 

 当期の配当につきましては、前期に比較し大幅な減益となり当期純損失を計上する厳しい経営環境な

どを考慮いたしまして、誠に遺憾ながら無配とさせていただく予定であります。次期の配当につきまし

ても、現時点での業績予想は極めて厳しい見通しであることから当期同様見送りとさせていただく予定

であります。  

②キャッシュフローの状況

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

自己資本比率 15.5 19.0 20.6 20.7 18.7

時価ベースの自己資本比率 29.4 31.8 22.8 17.7 10.9

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

9.2 10.1 ─ 15.4 979.6

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

4.1 3.8 ─ 2.5 0.0

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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当社グループの主要製品である工業用機械刃物は、各分野における生産拠点で広く使用されてお

り、また各種工作機械等に附属して出荷されております。このため、当社グループの受注量は設備

投資の動向をはじめ景気動向全般に大きく影響を受け易い傾向にあります。 

 近における当社グループの製品の売上構成は、鉄鋼・合板関連製品のウェイトが低下し、情報

産業関連刃物および精密機械部品の構成が増加しており、こうした分野においては景気の変動や技

術革新とも関連し仕様の変更や量の変動も激しく、当社グループの業績もこうした業界の動向に左

右される可能性があります。 

当社グループの平成21年３月期における海外売上高比率は17.8％であり、このうち外貨建てによ

る売上高は約35％となっているため、全売上高に占める割合は比較的少ないものの、為替レートの

変動による影響を受けております。将来の為替レートの変動リスクを回避する目的で、通常の外貨

建て営業取引に係わる輸出実績を踏まえ、包括的な為替予約取引を行うこともあります。今後も為

替動向によっては当社グループの業績は影響を受ける可能性があります。 

当社グループは運転資金及び設備投資資金を借入金に依存してきたため、総資産に対する借入金

残高の割合が55.0％と高くなっております。長期借入金の将来の金利変動によるリスク回避を目的

として、支払金利に係わるスワップ取引を一部行なっておりますが、今後の金利の変動を含む経営

環境の変化等によっては当社グループの業績に影響を受ける可能性があります。 

当社グループの主要なセグメントである工業用機械刃物、産業用機械及び部品の主原材料として

使用する普通鋼および特殊鋼については、鉄鉱石・スクラップならびに合金要素などの原料価格上

昇に伴い、鋼製品の購入価格は上昇の傾向にあります。 

 対象となる鋼製品の購入価格の値上がりが、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があ

ります。 

  

本項におきましては、将来に関する事項が含まれていますが、当該事項は当連結会計年度末現在にお

いて判断したものであります。 

  

(4) 事業等のリスク

１．景気変動のリスク

２.為替変動の影響について

３.金利の変動について

４.材料価格の変動について
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 事業の系統図は次のとおりであります。 

  

 

※１ 関連会社で持分法適用会社である。 

  

2. 企業集団の状況
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当社は、工業用機械刃物・産業用機械の製造・販売会社として、法令等遵守のもとにお客様の信頼と

満足を得られる製品の提供により社会に貢献するとともに、企業内においては参画と協調により活力あ

る職場を築くことを基本理念とし、流動化する経済状況のなかで「顧客志向のモノづくりを心掛け、技

術力・競争力を強化し、経営基盤の安定を図る」ことを中期経営計画の基本方針と位置づけて経営に取

り組んでおります。 

当社は、平成20年4月を始期とする第八次中期3カ年経営計画を策定し、 終年度売上高85億円、営業

利益率８％以上、高精度・精密製品売上高構成比率50％以上などの目標を掲げて経営に取り組んでおり

ます。 

 平成21年3月に終了した中期経営計画初年度は、急激な景気減速の影響を受け売上高が大幅に減少し

たことなどにより期間売上高は計画比約82％の実績でした。期間経常利益は売上高の減少に加え原材料

価格の値上がりなどによる売上原価の上昇もあり大幅な経常損失を計上し、計画を大きく下回る結果と

なり、株主配当については遺憾ながら無配とせざるを得ない状況となりました。  

当社は、主力製品としての工業用機械刃物の製造・販売を基本にしながら、刃物製造技術を応用した

高精度・精密加工製品の構成比を拡大すべく、この分野への経営資源の重点的投資を図り産業構造の変

化に対応していく所存であります。新中期３カ年経営計画の 終年度においては、その売上高に占める

割合を50％以上とする目標を掲げて取り組んでおります。 

会社の対処すべき課題の 重点は、企業体質の強化をめざし安定した収益を確保することと認識し、

積極的・効率的な営業活動を推進し重点品種の拡販を図るとともに、国内生産体制と雇用を維持するな

かで、徹底したコストダウンを進め更なる諸経費の削減に努める所存でございます。 

  

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題
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4.【連結財務諸表】

(1)【連結貸借対照表】 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 1,413 1,531 

受取手形及び売掛金 2,558 1,813 

たな卸資産 2,050 － 

製品 － 761 

仕掛品 － 719 

原材料及び貯蔵品 － 670 

繰延税金資産 259 129 

その他 49 71 

貸倒引当金 △46 △41 

流動資産合計 6,284 5,656 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 2,173 2,212 

減価償却累計額 △1,706 △1,726 

建物及び構築物（純額） 466 485 

機械装置及び運搬具 6,389 6,361 

減価償却累計額 △5,735 △5,817 

機械装置及び運搬具（純額） 653 543 

土地 455 455 

リース資産 － 125 

減価償却累計額 － △5 

リース資産（純額） － 120 

建設仮勘定 145 － 

その他 340 334 

減価償却累計額 △302 △292 

その他（純額） 37 42 

有形固定資産合計 ※2 1,759 ※2 1,647 

無形固定資産 8 146 

投資その他の資産 

投資有価証券 ※1 461 ※1 282 

繰延税金資産 274 520 

その他 274 298 

貸倒引当金 △34 △26 

投資その他の資産合計 975 1,076 

固定資産合計 2,744 2,870 

資産合計 9,028 8,526 
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(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 1,175 936 

短期借入金 ※2 2,347 ※2 2,396 

リース債務 － 26 

未払法人税等 26 15 

賞与引当金 172 18 

その他 544 429 

流動負債合計 4,265 3,823 

固定負債 

長期借入金 ※2 2,147 ※2 2,293 

リース債務 － 99 

退職給付引当金 135 66 

役員退職慰労引当金 108 119 

長期預り金 498 526 

固定負債合計 2,891 3,106 

負債合計 7,156 6,930 

純資産の部 

株主資本 

資本金 500 500 

資本剰余金 194 194 

利益剰余金 1,134 911 

自己株式 △3 △3 

株主資本合計 1,826 1,602 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 50 40 

為替換算調整勘定 △5 △48 

評価・換算差額等合計 44 △7 

少数株主持分 1 1 

純資産合計 1,872 1,596 

負債純資産合計 9,028 8,526 
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(2)【連結損益計算書】 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

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

売上高 8,227 7,120 

売上原価 6,027 5,532 

売上総利益 2,199 1,587 

販売費及び一般管理費 ※1 1,804 ※1 1,653 

営業利益又は営業損失（△） 395 △66 

営業外収益 

受取利息 4 3 

受取配当金 6 5 

為替差益 － 0 

持分法による投資利益 46 27 

固定資産賃貸料 － 15 

その他 32 10 

営業外収益合計 89 64 

営業外費用 

支払利息 122 129 

為替差損 51 － 

シンジケートローン手数料 － 19 

その他 49 50 

営業外費用合計 223 198 

経常利益又は経常損失（△） 261 △201 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 0 9 

その他 1 － 

特別利益合計 1 9 

特別損失 

固定資産除却損 － ※2 12 

役員退職慰労金 12 － 

過年度役員退職慰労引当金繰入額 24 － 

投資有価証券評価損 1 38 

過年度退職給付費用 － ※3 26 

特別損失合計 38 76 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失
（△） 

224 △268 

法人税、住民税及び事業税 26 15 

法人税等調整額 73 △110 

法人税等合計 100 △94 

少数株主利益又は少数株主損失（△） 0 △0 

当期純利益又は当期純損失（△） 123 △173 
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 500 500 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 500 500 

資本剰余金 

前期末残高 194 194 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 194 194 

利益剰余金 

前期末残高 1,060 1,134 

当期変動額 

剰余金の配当 △49 △49 

当期純利益又は当期純損失（△） 123 △173 

当期変動額合計 74 △223 

当期末残高 1,134 911 

自己株式 

前期末残高 △2 △3 

当期変動額 

自己株式の取得 △0 △0 

当期変動額合計 △0 △0 

当期末残高 △3 △3 

株主資本合計 

前期末残高 1,752 1,826 

当期変動額 

剰余金の配当 △49 △49 

当期純利益又は当期純損失（△） 123 △173 

自己株式の取得 △0 △0 

当期変動額合計 74 △223 

当期末残高 1,826 1,602 
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(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 112 50 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△62 △9 

当期変動額合計 △62 △9 

当期末残高 50 40 

為替換算調整勘定 

前期末残高 28 △5 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△34 △42 

当期変動額合計 △34 △42 

当期末残高 △5 △48 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 141 44 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△96 △52 

当期変動額合計 △96 △52 

当期末残高 44 △7 

少数株主持分 

前期末残高 2 1 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △0 △0 

当期変動額合計 △0 △0 

当期末残高 1 1 

純資産合計 

前期末残高 1,896 1,872 

当期変動額 

剰余金の配当 △49 △49 

当期純利益又は当期純損失（△） 123 △173 

自己株式の取得 △0 △0 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △97 △52 

当期変動額合計 △23 △276 

当期末残高 1,872 1,596 
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期
純損失（△） 

224 △268 

減価償却費 232 257 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 12 △12 

賞与引当金の増減額（△は減少） △10 △153 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △298 △68 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △5 10 

受取利息及び受取配当金 △10 △9 

支払利息 122 129 

固定資産除却損 0 8 

為替差損益（△は益） 28 △4 

持分法による投資損益（△は益） △32 △15 

売上債権の増減額（△は増加） 180 722 

たな卸資産の増減額（△は増加） 21 △76 

未収入金の増減額（△は増加） △1 △2 

破産更生債権等の増減額（△は増加） △20 8 

仕入債務の増減額（△は減少） 0 △243 

未払金の増減額（△は減少） △6 2 

未払消費税等の増減額（△は減少） 0 △15 

預り金の増減額（△は減少） 240 △105 

長期預り金の増減額（△は減少） △163 28 

投資有価証券評価損益（△は益） － 38 

その他 △10 △63 

小計 504 166 

利息及び配当金の受取額 10 9 

利息の支払額 △118 △147 

法人税等の支払額 △104 △22 

営業活動によるキャッシュ・フロー 291 4 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

有形固定資産の取得による支出 △352 △134 

無形固定資産の取得による支出 △0 △44 

定期預金の預入による支出 △299 △234 

定期預金の払戻による収入 279 269 

貸付けによる支出 △14 △9 

貸付金の回収による収入 20 15 

その他 － △0 

投資活動によるキャッシュ・フロー △366 △137 
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(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

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

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） △246 8 

長期借入れによる収入 1,600 1,300 

長期借入金の返済による支出 △996 △1,113 

リース債務の返済による支出 － △5 

自己株式の取得による支出 △0 △0 

配当金の支払額 △49 △49 

財務活動によるキャッシュ・フロー 307 139 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △28 4 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 203 11 

現金及び現金同等物の期首残高 978 1,182 

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） 

－ 142 

現金及び現金同等物の期末残高 ※ 1,182 ※ 1,335 
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該当事項はありません。 

  

  

(5)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ 連結の範囲に関

する事項

(1) 連結子会社数        7社 

 ㈱トオハ、㈱トミックス、熱研工業㈱、

東洋緑化㈱、㈱東刃機工、㈲杏友精器、㈲

工研

(1)連結子会社数        8社    

 ㈱トオハ、㈱トミックス、熱研工業㈱、

東洋緑化㈱、㈱東刃機工、㈲杏友精器、㈲

工研、上海東優刃物国際貿易有限公司 

 なお、前連結会計年度において非連結子

会社であった上海東優刃物国際貿易有限公

司は、重要性が増したことにより当連結会

計年度より連結の範囲に含めております。

(2) 非連結子会社の名称等

   上海東優刃物国際貿易有限公司

  （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）および利益剰余金（持分に見合う

額）等は、いずれも連結財務諸表に重要

な影響を及ぼしていないためである。

(2)      ───          

２ 持分法の適用に

関する事項

(1) 持分法適用の非連結子会社数 

               1社 

 会社名 上海東優刃物国際貿易有限公司

(1)      ───

(2) 持分法適用の関連会社数  １社 

 会社名 東洋鋼業㈱

(2)      同左           

 

(3) 上海東優刃物国際貿易有限公司および

東洋鋼業株式会社の決算日は連結決算日

と異なるが、当該会社の事業年度に係る

財務諸表を使用している。

(3) 東洋鋼業株式会社の決算日（12月31

日）は連結決算日と異なるが、当該会社

の事業年度に係る財務諸表を使用してい

る。

３ 連結子会社の事

業年度等に関する

事項

 連結子会社の事業年度の末日は、連結決

算日と一致している。

 上海東優刃物国際貿易有限公司の決算日

は連結決算日と異なるが、当該会社の事業

年度に係る財務諸表を使用している。 

 その他の連結子会社の事業年度の末日

は、連結決算日と一致している。

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

 連結会計年度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

定している。)

(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

  主として先入先出法に基づく原価法

 原材料・貯蔵品

  移動平均法に基づく原価法

 ②たな卸資産

  製品・仕掛品

    主として先入先出法に基づく原価

法（貸借対照表額は収益性の低下に

基づく帳簿切下げの方法）

  原材料・貯蔵品

    移動平均法に基づく原価法（貸借

対照表額は収益性の低下に基づく帳

簿切下げの方法）
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前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

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)

（会計方針の変更） 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産に

ついては、当連結会計年度より「棚卸資産

の評価に関する会計基準」（企業会計基準

第9号 平成18年7月5日）が適用されたこ

とに伴い、総平均法による原価法（貸借対

照表額は収益性の低下に基づく帳簿切下げ

の方法）により算定しております。 

 これによる当連結会計年度の営業損失、

経常損失及び税金等調整前当期純損失に与

える影響はありません。

(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

 定率法を採用している。但し、平成10年

４月１日以降に取得した建物（建物附属

設備は除く）については定額法を採用し

ている。

 なお、耐用年数及び残存価額について

は、法人税法に規定する方法と同一の基

準によっている。

(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（リース資産を除く）

 定率法を採用している。但し、平成10年

４月１日以降に取得した建物（建物附属

設備は除く）については定額法を採用し

ている。

 なお、耐用年数及び残存価額について

は、法人税法に規定する方法と同一の基

準によっている。

 （会計方針の変更）

 法人税法の改正（(所得税法等の一部を

改正する法律 平成19年３月30日 法律第

６号)および(法人税法施行令の一部を改正

する政令 平成19年３月30日 政令第83

号)）に伴い、当連結会計年度から、平成

19年４月１日以降に取得したものについて

は、改正後の法人税法に基づく方法に変更

している。  

 この結果、前連結会計年度と同一の方法

によった場合と比べ、売上総利益が１百万

円、営業利益、経常利益、税金等調整前当

期純利益および当期純利益がそれぞれ３百

万円減少している。  

 なお、セグメント情報に与える影響につ

いては、軽微なため記載を省略している。

 また、平成19年3月31日以前に取得した

ものについては、償却可能限度額まで償

却が終了した翌年から５年間で均等償却

する方法によっております。

 

 （追加情報）

 当連結会計年度から、平成19年３月31日

以前に取得したものについては、償却可能

限度額まで償却が終了した翌年から５年間

で均等償却する方法によっている。  

 この結果、前連結会計年度と同一の方法

によった場合と比べ、売上総利益が48百万

円、営業利益、経常利益、税金等調整前当

期純利益および当期純利益がそれぞれ50百

万円減少している。  

 なお、セグメント情報に与える影響につ

いては、当該箇所に記載している。

 

 ②無形固定資産

  定額法を採用している。 

  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)

に基づいている。

 ②無形固定資産（リース資産を除く）

同左
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前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

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リース資産

  所有権移転外ファイナンス・リース取

引に係るリース資産  

 リース期間を耐用年数とし、残存価格

をゼロとして算定する方法によっており

ます

(3) 重要な引当金の計上基準

 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

見込額を計上している。

(3) 重要な引当金の計上基準

 ①貸倒引当金

同左

 ②賞与引当金

  従業員に対する賞与の支払いに備える

ため設定しているもので、支給見込額に

基づき計上している。

 ②賞与引当金

同左

 ③退職給付引当金

  従業員に対する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いる。

  会計基準変更時差異(1,752百万円)につ

いては、15年による按分額を費用処理し

ている。

  数理計算上の差異については、各連結

会計年度の発生時における従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数(10年)に

よる定額法により按分した額をそれぞれ

発生の翌連結会計年度から費用処理する

こととしている。

 ③退職給付引当金

同左

 ④役員退職慰労引当金

  役員の退職慰労金の支給に備えるた

め、内規に基づく連結会計年度末要支給

額を計上している。

 ④役員退職慰労引当金

   役員の退職慰労金の支給に備えるた

め、内規に基づく連結会計年度末要支給

額を計上している。

 （会計方針の変更）

 連結子会社の役員退職慰労金は、従来、

支出時の費用として処理していたが、「租

税特別措置法上の準備金及び特別法上の引

当金又は準備金に関する監査上の取扱い」

(監査第一委員会報告第42号平成19年4月13

日)が公表されたことに伴い、役員に対す

る退職慰労金の支給見積額を当該役員の在

任期間にわたり費用配分することで期間損

益の適正化を図るために、当連結会計年度

より内規に基づく連結会計年度末要支給額

を役員退職慰労引当金として計上する方法

に変更している。 

 この変更に伴い当連結会計年度発生額５

百万円は販売費及び一般管理費に計上し、

過年度相当額24百万円は特別損失に計上し

ている。

 

―18―

東洋刄物㈱（5964）平成21年３月期決算短信



 

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)

 この結果、前連結会計年度と同一の方法

によった場合と比べ、営業利益および経常

利益はそれぞれ５百万円、税金等調整前当

期純利益および当期純利益はそれぞれ29百

万円減少している。  

 なお、セグメント情報に与える影響につ

いては、当該箇所に記載している。 

(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通

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いる。

(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通

貨への換算の基準

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

いる。

(6) 重要なヘッジ会計の方法

 ①ヘッジ会計の方法

  支払金利に係るスワップ取引であり、

特例処理の要件を満たしているため、特

例処理を採用している。

(5) 重要なヘッジ会計の方法

 ①ヘッジ会計の方法

同左

 ②ヘッジ手段とヘッジ対象

  ヘッジ手段…金利スワップ

  ヘッジ対象…長期借入金利息

 ②ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 ③ヘッジ方針

  支払金利に係るスワップ取引について

は、長期借入金の金利変動リスクを回避

する目的で行っている。

 ③ヘッジ方針

同左

 ④ヘッジ有効性評価の方法

  特例処理の要件を満たしているため、

有効性の評価を省略している。

 ④ヘッジ有効性評価の方法

同左

(7) 消費税等の会計処理

  税抜方式を採用している。

(6) 消費税等の会計処理

同左

(7）在外連結子会社の会計処理基準

 在外連結子会社が採用している会計処理

基準は、当該国において一般に公正妥当と

認められている基準によっております。 

 なお、当社は「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。

５ 連結子会社の資

産及び負債の評価

に関する事項

 連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用している。

同左

６ 連結キャッシ

ュ・フロー計算書

における資金の範

囲

 連結キャッシュ・フロー計算書における

資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、

随時引出し可能な預金および容易に換金可

能であり、かつ、価値変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から３ヶ月以内

に償還期限の到来する短期投資からなって

いる。

同左
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(7)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

【会計方針の変更】

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等)

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

ております。

これによる営業損失、経常損失、税金等調整前純損失

への影響はありません。

―――――――― (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、連結上必要な修

正を行っております。

これによる営業損失、経常損失、税金等調整前純損失

への影響はありません。

【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」として掲記されたものは、当連結会

計年度から「製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」に

区分掲記しております。なお、前連結会計年度の「たな

卸資産」に含まれる「製品」「仕掛品」「原材料及び貯

蔵品」は、それぞれ607百万円、911百万円、531百万円

であります。

(連結キャッシュ・フロー計算書)

 前連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・

フローの「その他」に含めておりました「退職給付引当

金の増減額(△は減少)」(前連結会計年度481百万円)は、

重要性が増したため、当連結会計年度においては区分掲

記することに変更しました。

(連結キャッシュ・フロー計算書)

 前連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・

フローの「その他」に含めておりました「投資有価証券

評価損」(前連結会計年度１百万円)は、重要性が増した

ため、当連結会計年度においては区分掲記することに変

更しました。
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(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(平成21年３月31日)

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次

のとおりである。

投資有価証券(株式) 201百万円

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次の

とおりである。

投資有価証券(株式) 75百万円

※２ 担保資産

(1) このうち運転資金借入金(長期借入金259百万円、

１年以内返済予定の長期借入金550百万円、短期借

入金1,080百万円)の担保として財団抵当に供してい

るものは、次のとおりである。

建物及び構築物 397百万円

機械装置及び運搬具 563百万円

土地 274百万円

計 1,235百万円

※２ 担保資産

(1) このうち運転資金借入金(長期借入金2,293 百万

円、１年以内返済予定の長期借入金1,152百万円、

短期借入金1,080百万円)の担保として財団抵当に供

しているものは、次のとおりである。

建物及び構築物 423百万円

機械装置及び運搬具 445百万円

土地 334百万円

計 1,203百万円

(2) このうち運転資金借入金(長期借入金24百万円、

１年以内返済予定の長期借入金10百万円)の担保に

供しているものは、次のとおりである。

建物 4百万円

土地 60百万円

計 65百万円

(2) このうち運転資金借入金(長期借入金15百万円、

１年以内返済予定の長期借入金８百万円)の担保に

供しているものは、次のとおりである。

建物 ４百万円

土地 60百万円

計 64百万円

 

３ 受取手形割引高 308百万円

  受取手形裏書譲渡高 59百万円

３ 受取手形割引高 336百万円

 受取手形裏書譲渡高 20百万円

(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 販売費及び一般管理費のうち主要な費目と金額は

下記のとおりである。

荷造運送費 227百万円

貸倒引当金繰入額 19百万円

給料手当 483百万円

賞与引当金繰入額 47百万円

退職給付費用 71百万円

役員退職慰労引当金繰入額 26百万円

減価償却費 13百万円
 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目と金額は

下記のとおりである。

荷造運送費 180百万円

給料手当 479百万円

賞与引当金繰入額 4百万円

退職給付費用 79百万円

役員退職慰労引当金繰入額 17百万円

減価償却費 26百万円

  なお、一般管理費に含まれる研究開発費は32百万円

であり、売上原価に含まれる研究開発費はない。

  なお、一般管理費に含まれる研究開発費は32百万円

であり、売上原価に含まれる研究開発費はない。

       ――――――― ※２ 固定資産除却損の内容は次のとおりである。

建設仮勘定 8 百万円

雑損 3

  計 12 百万円

※３ 退職給付債務の計算過程において誤りがあり、過

年度の退職給付債務の金額に不足額が発生しまし

た。
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前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりである。 

 単元未満株式の買取りによる増加   250株 

  

３ 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 

 
  

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 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりである。 

 単元未満株式の買取りによる増加   499株 

  

３ 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 

該当事項なし 

(連結株主資本等変動計算書関係)

(単位:株)

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 10,000,000 ─ ─ 10,000,000

(単位:株)

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 16,066 250 ─ 16,316

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年6月28日 
定時株主総会

普通株式 49 5.00 平成19年3月31日 平成19年6月29日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年6月27日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 49 5.00 平成20年3月31日 平成20年6月30日

(単位:株)

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 10,000,000 ─ ─ 10,000,000

(単位:株)

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 16,316 499 ─ 16,815

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成20年6月27日 
定時株主総会

普通株式 49 5.00 平成20年3月31日 平成20年6月30日
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前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

 

(注) １ 事業区分の方法は製品の系列および市場の類似性を考慮して区分している。 

２ 各区分に属する主要な製品・工事 

 
３ 前連結会計年度および当連結会計年度における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業

費用の金額はそれぞれ４億73万円および４億97万円であり、その主なものは、提出会社本社の総務等管理部門

に係る費用である。 

４ 前連結会計年度および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全社資産の金額は

それぞれ17億66百万円および18億34百万円であり、その主なものは、提出会社での余資運用資金(現金及び預

金)、繰延税金資産および管理部門に係る資産等である。 

５ 追加情報（減価償却の方法）  

 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の４．(2)①(追加情報)に記載のとおり、法人税法の

改正に伴い、当連結会計年度から、平成19年３月31日以前に取得した有形固定資産について、償却可能限度額

まで償却が終了した翌年から５年間で均等償却する方法に変更している。  

 これに伴い、従来の方法によった場合に比べ営業利益は、工業用機械刃物で41百万円、産業用機械及び部品

で８百万円、緑化造園で０百万円それぞれ減少している。 

６ 会計方針の変更（連結子会社の役員に対する退職慰労金）  

 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の４．(3)④(会計方針の変更)に記載のとおり、監査

第一委員会報告第42号の公表に伴い、連結子会社の役員に対する退職慰労金の支給見積額を当該役員の在任期

間にわたり費用配分することで期間損益の適正化を図るために、連結子会社の役員退職慰労金について、当連

結会計年度から内規に基づく連結会計年度末要支給額を役員退職慰労引当金として計上する方法に変更してい

る。  

 これに伴い、従来の方法によった場合に比べ営業利益は、工業用機械刃物で２百万円、産業用機械及び部品

で０百万円、緑化造園で２百万円それぞれ減少している。 

(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

現金及び預金勘定 1,413百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △230百万円

現金及び現金同等物 1,182百万円

 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

現金及び預金勘定 1,531百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △195百万円

現金及び現金同等物 1,335百万円

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

工業用 
機械刃物 
(百万円)

産業用機械
及び部品 
(百万円)

緑化造園

(百万円)

計

(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結

(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

6,177 1,632 418 8,227 ― 8,227

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

0 0 8 9 (9) ―

計 6,177 1,632 426 8,236 (9) 8,227

営業費用 5,315 1,604 414 7,335 497 7,832

営業利益 861 28 11 901 (506) 395

Ⅱ 資産、減価償却費及び
資本的支出

資産 5,614 1,363 216 7,194 1,834 9,028

減価償却費 195 29 2 228 4 232

資本的支出 90 1 5 98 11 109

事業区分 主要製品・工事

工業用機械刃物 鉄鋼用刃物・合板用刃物・製紙パルプ用刃物・製本用刃物

産業用機械及び部品 研削盤・切断機械・スライドウェイ・各種カッターおよびユニット

緑化造園 造園工事・管理受託業務・法面工事・外構工事・建築工事
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当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

 
(注) １ 事業区分の方法は製品の系列および市場の類似性を考慮して区分している。 

２ 各区分に属する主要な製品・工事 

 
３ 前連結会計年度および当連結会計年度における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業

費用の金額はそれぞれ４億97百万円および４億１百万円であり、その主なものは、提出会社本社の総務等管理

部門に係る費用である。 

４ 前連結会計年度および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全社資産の金額は

それぞれ18億34百万円および22億27百万円であり、その主なものは、提出会社での余資運用資金(現金及び預

金)、繰延税金資産および管理部門に係る資産等である。 

５ 当連結会計年度より上海東優刄物国際貿易有限公司を連結の範囲に含めたことにより、資産額にその円ベー

スの金額が含まれております。 

  

工業用 
機械刃物 
(百万円)

産業用機械
及び部品 
(百万円)

緑化造園

(百万円)

計

(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結

(百万円)

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

5,365 1,218 536 7,120 ─ 7,120

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

─ 0 63 64 (64) ─

計 5,365 1,219 600 7,185 (64) 7,120

営業費用 4,875 1,324 585 6,784 401 7,186

営業利益又は営業損失(△) 490 △104 14 400 (466) △66

Ⅱ 資産、減価償却費及び
資本的支出

資産 4,918 1,182 191 6,291 2,235 8,526

減価償却費 185 27 3 216 33 249

資本的支出 121 0 2 123 186 309

事業区分 主要製品・工事

工業用機械刃物 鉄鋼用刃物・合板用刃物・製紙パルプ用刃物・製本用刃物

産業用機械及び部品 研削盤・切断機械・スライドウェイ・各種カッターおよびユニット

緑化造園 造園工事・管理受託業務・法面工事・外構工事・建築工事
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前連結会計年度および当連結会計年度において、全セグメントの売上高の合計および全セグメント資

産の金額の合計額に占める日本の割合が、いずれも90％を超えるため、所在地別セグメント情報の記載

は省略している。 

  

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) 

 
  

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

 
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る。 

  

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高

東南アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 1,481 232 1,713

Ⅱ 連結売上高(百万円) 8,227

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

18.0 2.8 20.8

東南アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 1,052 215 1,267

Ⅱ 連結売上高(百万円) 7,120

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

14.8 3.0 17.8

(1) 東南アジア………マレーシア、インドネシア、中国

(2) その他の地域……米国
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(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

 

機械装置 

及び 

運搬具 

(百万円)

その他 

(有形固 

定資産) 

(百万円)

無形 

固定 

資産 

(百万円)

合計 

(百万円)

取得価額 
相当額 544 46 18 609

減価償却 
累計額 
相当額

217 17 8 243

期末残高 
相当額

327 28 10 366
 

機械装置 

及び 

運搬具 

(百万円)

その他 

(有形固 

定資産) 

(百万円)

無形 

固定 

資産 

(百万円)

合計 

(百万円)

取得価額
相当額 473 45 17 537

減価償却
累計額 
相当額

215 18 10 245

期末残高
相当額

258 27 6 292

 

②未経過リース料期末残高相当額

１年以内 78百万円

１年超 302百万円

合計 381百万円
 

②未経過リース料期末残高相当額

１年以内 67百万円

１年超 234百万円

合計 302百万円

 

③支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 90百万円

減価償却費相当額 78百万円

支払利息相当額 14百万円
 

③支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 90百万円

減価償却費相当額 77百万円

支払利息相当額 14百万円

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

額法によっている。

④減価償却費相当額の算定方法

同左

⑤利息相当額の算定方法

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利

息法によっている。

⑤利息相当額の算定方法

同左

 ファイナンス・リース取引

(借主側)

(1) リース資産の内容

・有形固定資産

主として、工業用機械刃物事業における研削盤

(機械及び装置)であります。

(2) リース資産の減価償却の方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリ

ース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとし

て算定する方法によっております。
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(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

繰延税金資産(流動)

賞与引当金 69 百万円

たな卸資産評価損 10

従業員預り金 96

その他 85

小計 263

評価性引当額 △3

小計 259

繰延税金負債(流動) ―

繰延税金資産(流動)純額 259

繰延税金資産(固定)

税務上の繰越欠損金 5

退職給付引当金 53

役員退職慰労引当金 42

貸倒引当金 12

固定資産未実現利益 16

従業員長期預り金 199

その他 7

小計 336

評価性引当額 △15

小計 321

繰延税金負債(固定)

その他有価証券評価差額金 △46

その他 △0

繰延税金資産(固定)純額 274

(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)

税務上の繰越欠損金 24 百万円

賞与引当金 8

たな卸資産評価損 15

従業員預り金 54

その他 30

小計 131

評価性引当額 △2

小計 129

繰延税金負債(流動)

繰延税金資産(流動)純額 129

繰延税金資産(固定)

税務上の繰越欠損金 258

退職給付引当金 7

役員退職慰労引当金 48

貸倒引当金 10

固定資産未実現利益 16

従業員長期預り金 214

その他 14

小計 568

評価性引当額 △16

小計 551

繰延税金負債(固定)

その他有価証券評価差額金 △30

その他 △0

繰延税金資産(固定)純額 520

 

(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 40.6 ％

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目 3.7

住民税均等割 2.0

持分法投資利益 △5.4

受取配当金等永久に益金に算入 
されない項目

△0.5

その他 2.8

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.2 ％
 

(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

  当期は税引前当期純損失を計上したため、記載を省

略している。 

 なお、法定実効税率は40.6％である。

 
(3) 当連結会計年度における税率変更

  みやぎ発展税実施により（実施期間は平成20年３月

1日から平成25年２月28日）、法人事業税率が変更と

なった。これに伴い、繰延税金資産の計算に使用した

法定実効税率は、40.4％から40.6％に変更している。

なお、当該税率変更による影響は、軽微である。
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(1) 売買目的有価証券(平成20年３月31日) 

該当事項なし。 

  

(2) 満期保有目的の債券で時価のあるもの(平成20年３月31日) 

該当事項なし。 

  

(3) その他有価証券で時価のあるもの(平成20年３月31日) 

  

 
 (注) 減損処理にあたっては、連結会計年度における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処

理を行っている。また、下落率が30～50％の株式の減損にあっては、個別銘柄毎に、当連結会計年度における

高値・ 安値と帳簿価格との乖離状況等保有有価証券の時価水準を把握するとともに発行体の外部信用格付

や公表財務諸表ベースでの各種財務比率の検討等により信用リスクの定量評価を行い、総合的に判断してい

る。 

  

(4) 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

該当事項なし。 

  

(5) 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額(平成20年３月31日) 

その他有価証券 

 
  

(6) 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(平成20年３月31日) 

該当事項なし。 

  

(有価証券関係)

前連結会計年度

種類
取得原価
(百万円)

連結貸借対照表 
計上額(百万円)

差額 
(百万円)

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの

① 株式 43 151 108

② 債券 ― ― ―

③ その他 ― ― ―

小計 43 151 108

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 84 60 △24

② 債券 ― ― ―

③ その他 ― ― ―

小計 84 60 △24

合計 127 211 84

内容
連結貸借対照表計上額

(百万円)

  非上場株式 49
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(1) 売買目的有価証券(平成21年３月31日) 

該当事項なし。 

  

(2) 満期保有目的の債券で時価のあるもの(平成21年３月31日) 

該当事項なし。 

  

(3) その他有価証券で時価のあるもの(平成21年３月31日) 

  

 
 (注) 減損処理にあたっては、連結会計年度における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処

理を行っている。また、下落率が30～50％の株式の減損にあっては、個別銘柄毎に、当連結会計年度における

高値・ 安値と帳簿価格との乖離状況等保有有価証券の時価水準を把握するとともに発行体の外部信用格付

や公表財務諸表ベースでの各種財務比率の検討等により信用リスクの定量評価を行い、総合的に判断してい

る。 

  

(4) 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

売却金額が少額であり、重要性が低いため記載を省略している。 

  

(5) 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額(平成21年３月31日) 

その他有価証券 

 
  

(6) 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(平成21年３月31日) 

該当事項なし。 

  

当連結会計年度

種類
取得原価
(百万円)

連結貸借対照表 
計上額(百万円)

差額 
(百万円)

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの

① 株式 65 134 68

② 債券 ─ ─ ─

③ その他 ─ ─ ─

小計 65 134 68

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 62 24 △37

② 債券 ─ ─ ─

③ その他 ─ ─ ─

小計 62 24 △37

合計 128 159 31

内容
連結貸借対照表計上額

(百万円)

  非上場株式 47
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(1) 取引の状況に関する事項 

  

 
  

(2) 取引の時価等に関する事項 

①通貨関連 

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)及び当連結会計年度(自 平成20年

４月1日 至 平成21年３月31日) 

該当事項なし。 

②金利関連 

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)及び当連結会計年度(自 平成20年

４月1日 至 平成21年３月31日) 

ヘッジ会計を適用しているため注記を省略している。 

  

(デリバティブ取引関係)

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)

 為替予約取引及び金利スワップ取引を行っている。

為替予約取引は、通常の外貨建営業取引に係る輸出実

績を踏まえ、将来の為替レートの変動リスクを回避す

る目的で利用している。また、金利スワップ取引は、

今後の借入金支払利息の金利上昇リスクをヘッジする

目的で利用している。 

 利用しているデリバティブ取引には投機目的はな

い。当社のデリバティブ取引の契約先はいずれも信用

度の高い国内の銀行であるため、相手方の契約不履行

によるリスクはほとんどないと認識している。通常の

営業取引に係る為替予約取引は貿易部門で行ってお

り、全体のポジションは管理部門で管理している。 

 なお、上記目的以外のデリバティブ取引は行ってい

ないため、特に管理規定は設けていない。

 金利スワップ取引を行っている。金利スワップ取引

は、今後の借入金支払利息の金利上昇リスクをヘッジす

る目的で利用している。 

 利用しているデリバティブ取引には投機目的はない。

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

い国内の銀行であるため、相手方の契約不履行によるリ

スクはほとんどないと認識している。 

 なお、上記目的以外のデリバティブ取引は行っていな

いため、特に管理規定は設けていない。
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(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
  

２ １株当たり当期純利益金額 

 
  

  

該当事項はありません。 

  

  

関連当事者情報、金融商品関係、退職給付関係、ストック・オプション等関係、企業結合等関係に

関する注記事項につきましては、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため、開

示を省略いたします。 

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 187円41銭 １株当たり純資産額 159円77銭

１株当たり当期純利益金額 12円42銭 １株当たり当期純損失（△）金額 △17円41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、潜在株式がないため記載をしていない。

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純損失金額につ

いては、潜在株式がないため記載をしていない。

前連結会計年度
（平成20年３月31日)

当連結会計年度
（平成21年３月31日）

連結貸借対照表の純資産の部の合計額(百万円) 1,872 1,596

普通株式に係る純資産額(百万円) 1,871 1,596

差額の内訳(百万円)

少数株主持分 1 1

普通株式の発行済株式数(千株) 10,000 10,000

普通株式の自己株式数(千株) 16 16

1株当たり純資産額の算定に用いられた
普通株式の数(千株)

9,983 9,983

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（△）(百万円) 123 △173

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ─

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失（△）
(百万円)

123 △173

普通株式の期中平均株式数(千株) 9,983 9,983

(重要な後発事象)

(開示の省略)
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5.【個別財務諸表】

(1)【貸借対照表】 

(単位：百万円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 1,103 1,114 

受取手形 324 187 

売掛金 2,149 1,567 

製品 607 737 

仕掛品 863 694 

原材料及び貯蔵品 522 662 

前払費用 25 50 

繰延税金資産 247 119 

短期貸付金 ※5 55 ※5 30 

その他 11 10 

貸倒引当金 △46 △41 

流動資産合計 5,863 5,132 

固定資産 

有形固定資産 

建物 1,768 1,806 

減価償却累計額 △1,393 △1,403 

建物（純額） 374 402 

構築物 233 233 

減価償却累計額 △192 △199 

構築物（純額） 41 34 

機械及び装置 5,867 5,802 

減価償却累計額 △5,275 △5,335 

機械及び装置（純額） 592 467 

車両運搬具 49 49 

減価償却累計額 △45 △45 

車両運搬具（純額） 4 3 

工具、器具及び備品 288 282 

減価償却累計額 △257 △245 

工具、器具及び備品（純額） 31 37 

土地 368 368 

建設仮勘定 145 1 

リース資産 － 125 

減価償却累計額 － △5 

リース資産（純額） － 120 

有形固定資産合計 ※1 1,557 ※1 1,436 

無形固定資産 

ソフトウエア 1 139 

電話加入権 5 5 

無形固定資産合計 6 145 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

投資その他の資産 

投資有価証券 260 207 

関係会社株式 110 110 

出資金 4 4 

関係会社出資金 21 21 

長期貸付金 7 13 

破産更生債権等 32 24 

長期前払費用 11 12 

前払年金費用 － 21 

繰延税金資産 252 486 

長期預金 150 150 

その他 53 56 

貸倒引当金 △34 △26 

投資その他の資産合計 869 1,083 

固定資産合計 2,434 2,665 

資産合計 8,297 7,797 

負債の部 

流動負債 

支払手形 839 627 

買掛金 329 286 

短期借入金 ※1 1,167 ※1 1,167 

1年内返済予定の長期借入金 ※1 1,100 ※1 1,143 

リース債務 － 26 

未払金 34 3 

未払費用 128 101 

未払法人税等 10 6 

前受金 16 37 

預り金 250 143 

賞与引当金 144 － 

設備関係支払手形 30 52 

その他 36 14 

流動負債合計 4,087 3,609 

固定負債 

長期借入金 ※1 2,121 ※1 2,278 

リース債務 － 99 

退職給付引当金 92 25 

役員退職慰労引当金 79 84 

長期預り金 498 526 

固定負債合計 2,792 3,014 

負債合計 6,880 6,624 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

純資産の部 

株主資本 

資本金 500 500 

資本剰余金 

資本準備金 194 194 

資本剰余金合計 194 194 

利益剰余金 

利益準備金 85 85 

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 590 355 

利益剰余金合計 676 440 

自己株式 △3 △3 

株主資本合計 1,367 1,132 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 50 40 

評価・換算差額等合計 50 40 

純資産合計 1,417 1,173 

負債純資産合計 8,297 7,797 
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(2)【損益計算書】 

(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

売上高 7,739 6,535 

売上原価 

製品期首たな卸高 636 607 

当期製品製造原価 5,782 5,302 

合計 6,419 5,909 

他勘定振替高 ※1 1 － 

製品期末たな卸高 607 737 

売上原価合計 5,810 5,172 

売上総利益 1,929 1,363 

販売費及び一般管理費 

荷造運搬費 222 175 

貸倒損失 4 － 

貸倒引当金繰入額 13 － 

役員報酬 86 78 

給料及び手当 424 404 

従業員賞与 70 67 

賞与引当金繰入額 42 － 

退職給付費用 68 73 

役員退職慰労引当金繰入額 21 12 

法定福利費 83 76 

旅費及び交通費 106 97 

減価償却費 12 26 

賃借料 150 151 

研究開発費 ※3 32 ※3 34 

その他 253 239 

販売費及び一般管理費合計 1,592 1,439 

営業利益又は営業損失（△） 336 △76 

営業外収益 

受取利息 5 4 

受取配当金 21 ※2 30 

固定資産賃貸料 ※2 12 ※2 14 

為替差益 － 0 

その他 15 14 

営業外収益合計 55 64 

営業外費用 

支払利息 119 126 

貸与資産減価償却費 5 4 

為替差損 51 － 

シンジケートローン手数料 － 19 

その他 48 51 

営業外費用合計 224 201 

経常利益又は経常損失（△） 167 △214 

―35―

東洋刄物㈱（5964）平成21年３月期決算短信



(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 － 9 

特別利益合計 2 9 

特別損失 

減損損失 ※5 1 － 

固定資産除却損 － ※4 12 

投資有価証券評価損 1 38 

過年度退職給付費用 － ※6 26 

特別損失合計 2 76 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 164 △281 

法人税、住民税及び事業税 4 4 

法人税等調整額 76 △100 

法人税等合計 80 △96 

当期純利益又は当期純損失（△） 84 △185 
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 500 500 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 500 500 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 194 194 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 194 194 

資本剰余金合計 

前期末残高 194 194 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 194 194 

利益剰余金 

利益準備金 

前期末残高 85 85 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 85 85 

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 

前期末残高 556 590 

当期変動額 

剰余金の配当 △49 △49 

当期純利益又は当期純損失（△） 84 △185 

当期変動額合計 34 △235 

当期末残高 590 355 

利益剰余金合計 

前期末残高 641 676 

当期変動額 

剰余金の配当 △49 △49 

当期純利益又は当期純損失（△） 84 △185 

当期変動額合計 34 △235 

当期末残高 676 440 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

自己株式 

前期末残高 △2 △3 

当期変動額 

自己株式の取得 △0 △0 

当期変動額合計 △0 △0 

当期末残高 △3 △3 

株主資本合計 

前期末残高 1,333 1,367 

当期変動額 

剰余金の配当 △49 △49 

当期純利益又は当期純損失（△） 84 △185 

自己株式の取得 △0 △0 

当期変動額合計 34 △235 

当期末残高 1,367 1,132 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 112 50 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△62 △9 

当期変動額合計 △62 △9 

当期末残高 50 40 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 112 50 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△62 △9 

当期変動額合計 △62 △9 

当期末残高 50 40 

純資産合計 

前期末残高 1,445 1,417 

当期変動額 

剰余金の配当 △49 △49 

当期純利益又は当期純損失（△） 84 △185 

自己株式の取得 △0 △0 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △62 △9 

当期変動額合計 △28 △244 

当期末残高 1,417 1,173 
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該当事項はありません。 

  

(4)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

(5)【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

(1) 子会社株式及び関連会社株式

  移動平均法による原価法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

同左

(2) 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)

  時価のないもの

    移動平均法による原価法

(2) その他有価証券

  時価のあるもの

同左     
  
  
  
 

  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、原材料、仕掛品、貯蔵品の評価基

準は原価法 

 製品、仕掛品の評価方法は先入先出法 

 原材料、貯蔵品の評価方法は移動平均法

によっている。

 製品、原材料、仕掛品、貯蔵品の評価基

準は原価法（貸借対照表額は収益性の低下

に基づく帳簿切下げの方法） 

 製品、仕掛品の評価方法は先入先出法 

 原材料、貯蔵品の評価方法は移動平均法

によっている。

（会計方針の変更） 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産に

ついては、当事業年度より「棚卸資産の評

価に関する会計基準」（企業会計基準第9

号 平成18年7月5日）が適用されたことに

伴い、総平均法による原価法（貸借対照表

額は収益性の低下に基づく帳簿切下げの方

法）により算定しております。 

 これによる当事業年度の営業損失、経常

損失及び税金等調整前当期純損失に与える

影響はありません。

３ 固定資産の減価

償却の方法

(1) 有形固定資産

  定率法を採用している。

  但し、平成10年４月１日以降に取得し

た建物（建物附属設備は除く）について

は定額法を採用している。

  なお、耐用年数および残存価額につい

ては、法人税法に規定する方法と同一の

基準によっている。

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

  定率法を採用している。

  但し、平成10年４月１日以降に取得し

た建物（建物附属設備は除く）について

は定額法を採用している。

  なお、耐用年数および残存価額につい

ては、法人税法に規定する方法と同一の

基準によっている。

（会計方針の変更） 

 法人税法の改正（(所得税法等の一部を

改正する法律 平成19年3月30日 法律第6

号)および(法人税法施行令の一部を改正す

る政令 平成19年3月30日 政令第83号)）

に伴い、当事業年度から、平成19年4月1日

以降に取得したものについては、改正後の

法人税法に基づく方法に変更している。 

 この結果、前事業年度と同一の方法によ

った場合と比べ、売上総利益が１百万円、

営業利益、経常利益、税引前当期純利益お

よび当期純利益がそれぞれ３百万円減少し

ている。

 また、平成19年3月31日以前に取得した

ものについては、償却可能限度額まで償

却が終了した翌年から５年間で均等償却

する方法によっております。
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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)

（追加情報） 

 当事業年度から、平成19年3月31日以前

に取得したものについては、償却可能限度

額まで償却が終了した翌年から５年間で均

等する方法によっている。 

 この結果、前事業年度と同一の方法によ

った場合と比べ、売上総利益が45百万円、

営業利益、経常利益、税引前当期純利益お

よび当期純利益がそれぞれ47百万円減少し

ている。

(2) 無形固定資産

  定額法を採用している。

  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)

に基づいている。

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

同左

(3) リース資産

 所有権移転外ファイナンス・リース取

引に係るリース資産。 

 リース期間を耐用年数とし、残存価格

をゼロとして算定する方法によっており

ます。

４ 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

益として処理している。

同左

５ 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

見込額を計上している。

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 賞与引当金

  従業員に対する賞与の支払いに備える

ため設定しているもので、支給見込額に

基づき計上している。

(2) 賞与引当金

同左

(3) 退職給付引当金

  従業員に対する退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付債務および

年金資産の見込額に基づき、当期末にお

いて発生していると認められる額を計上

している。

  会計基準変更時差異(1,726百万円)に

ついては、15年による按分額を費用処理

している。

  数理計算上の差異については、各事業

年度の発生時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数(10年)による

定額法により按分した額をそれぞれ発生

の翌事業年度から費用処理することとし

ている。

(3) 退職給付引当金

同左

(4) 役員退職慰労引当金

  役員の退職慰労金の支給に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額を計上し

ている。

(4) 役員退職慰労引当金

同左
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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 リース取引の処

理方法 

  

 

 リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっている。

──── 

  

 

 

７ ヘッジ会計の方

法

(1) ヘッジ会計の方法

  支払金利に係るスワップ取引であり、

特例処理の要件を満たしているため、特

例処理を採用している。

(1) ヘッジ会計の方法

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段…金利スワップ 

  ヘッジ対象…長期借入金利息

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

 

(3) ヘッジ方針

  支払金利に係るスワップ取引について

は、長期借入金の金利変動リスクを回避

する目的で行っている。

(3) ヘッジ方針

(4) ヘッジ有効性評価の方法

  特例処理の要件を満たしているため、

有効性の評価を省略している。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

同左

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 

 税抜方式を採用している。

消費税等の会計処理

同左

(6)【重要な会計方針の変更】

【会計方針の変更】

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等)

当事業年度より「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））を適用して

おります。

これによる営業損失、経常損失、税金等調整前純損失

への影響はありません。

【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)

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の

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、前事業年度において、

「原材料」および「貯蔵品」として掲記されたものは、

当事業年度から「原材料及び貯蔵品」として掲記してお

ります。なお、前事業年度の「原材料及び貯蔵品」に含

まれる「原材料」および「貯蔵品」は、それぞれ452百

万円、70百万円であります。
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(7)【個別財務諸表に関する注記事項】

(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 担保提供資産の状況
  工場財団抵当
  (富谷工場)

建物 214 百万円

構築物 24

機械及び装置 251

土地 116

※１ 担保提供資産の状況
  工場財団抵当
  (富谷工場)

建物 195 百万円

構築物 20

機械及び装置 199

土地 116

  (大阪工場)

建物 29 百万円

構築物 1

機械及び装置 83

土地 1

  (大阪工場)

建物 81 百万円

構築物 1

機械及び装置 68

土地 1

  (多賀城工場)

建物 112 百万円

構築物 14

機械及び装置 228

土地 155

  (多賀城工場)

建物 107 百万円

構築物 12

機械及び装置 177

土地 155

  上記に対応する債務

短期借入金 1,080 百万円

長期借入金 809

(１年以内返済予定を含む)

  上記に対応する債務

短期借入金 1,080 百万円

長期借入金 3,421

(１年以内返済予定を含む)

 ２ 保証債務 下記の会社の銀行借入金に対して当社
が債務保証を次のとおり行っている。

東洋緑化㈱ 10 百万円

熱研工業㈱ 20

㈱トオハ 5

㈱トミックス 22

 ２ 保証債務 下記の会社の銀行借入金に対して当社
が債務保証を次のとおり行っている。

東洋緑化㈱ 10 百万円

熱研工業㈱ 42

㈱トオハ 1

㈱トミックス 22

 

 ３ 受取手形割引高 316 百万円

   (うち関係会社受取手形割引高 8 百万円)

３ 受取手形割引高 350 百万円

  (うち関係会社受取手形割引高 13 百万円)

 
 ４ 受取手形裏書譲渡高 63 百万円

 
４ 受取手形裏書譲渡高 45 百万円

※５ 関係会社に係る注記
   区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

関係会社に対する主なものは次のとおりである。

短期貸付金 41 百万円

※５ 関係会社に係る注記
   区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

関係会社に対する主なものは次のとおりである。

短期貸付金 29 百万円
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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 他勘定振替高

有形固定資産 1百万円

─────

 

※２ 関係会社に係る注記

   関係会社との取引にかかる主なものが次のとおり

含まれている。

固定資産賃貸収入 10百万円

※２ 関係会社に係る注記

   関係会社との取引にかかる主なものが次のとおり

含まれている。

固定資産賃貸収入 12百万円

受取配当金 22百万円

 
※３ 一般管理費に含まれる研究開発費 32百万円

  なお、当期製造費用に含まれる研究開発費はない。
 
※３ 一般管理費に含まれる研究開発費 32百万円

  なお、当期製造費用に含まれる研究開発費はない。

―――――― 

 

※４ 固定資産除却損の内容は次のとおりである。

建設仮勘定 8 百万円

雑損 3

  計 12 百万円

※５ 減損損失

   当社は、以下の資産について減損損失を計上した。

用途 種類 場所

賃貸駐車場 土地 仙台市宮城野区中野

─────

  （グルーピングの方法）

   当社は、事業資産において管理会計毎にグルーピ

ングを行い、事業の用に直接供していない賃貸駐車

場については個々の資産単位として取り扱ってい

る。

  （経緯）

   市場価格が著しく下落した上記賃貸駐車場につい

て、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少

額を減損損失1百万円として特別損失に計上してい

る。

   なお、当資産の回収可能価額は正味売却価額によ

り測定しており、路線価に合理的な調整を行なった

価額により評価している。

  

───── 

 

※６ 退職給付債務の計算過程において誤りがあり、過

年度の退職給付債務の金額に不足額が発生しまし

た。
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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 

   
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次のとおりである。 

   単元未満株式の買取りによる増加   250株 

  

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 

   
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次のとおりである。 

   単元未満株式の買取りによる増加   499株 

  

(株主資本等変動計算書関係)

(単位:株)

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 16,066 250 ― 16,316

(単位:株)

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 16,316 499 ─ 16,815
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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

権移転外のファイナンス・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

 

機械及び 

装置 

(百万円)

工具器具 

及び備品 

(百万円)

ソフト 

ウェア 

(百万円)

合計 

(百万円)

取得価額 
相当額 490 35 8 534

減価償却 
累計額 
相当額

199 16 5 221

期末残高 
相当額

290 18 3 312
 

機械及び 

装置 

(百万円)

工具器具 

及び備品 

(百万円)

ソフト 

ウェア 

(百万円)

合計 

(百万円)

取得価額
相当額 419 34 8 463

減価償却
累計額 
相当額

190 15 6 212

期末残高
相当額

229 19 1 250

 

②未経過リース料期末残高相当額

１年以内 67百万円

１年超 259百万円

合計 326百万円
 

②未経過リース料期末残高相当額

１年以内 56百万円

１年超 203百万円

合計 259百万円

 

③支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 77百万円

減価償却費相当額 66百万円

支払利息相当額 13百万円
 

③支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 77百万円

減価償却費相当額 66百万円

支払利息相当額 12百万円

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

額法によっている。

④減価償却費相当額の算定方法

同左

⑤利息相当額の算定方法

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利

息法によっている。

⑤利息相当額の算定方法

同左

ファイナンス・リース取引

(借主側)

(1) リース資産の内容

・有形固定資産

主として、工業用機械刃物事業における研削盤

(機械及び装置)であります。

(2) リース資産の減価償却の方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリ

ース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとし

て算定する方法によっております。
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前事業年度及び当事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはな

い。 

  

 
  

(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

繰延税金資産(流動)

賞与引当金 58 百万円

たな卸資産評価損 10

従業員預り金 96

その他 81

合計 247

繰延税金資産(固定)

退職給付引当金 37

役員退職慰労引当金 32

貸倒引当金 12

従業員長期預り金 201

その他 60

小計 344

評価性引当額 △57

小計 287

繰延税金負債(固定)

その他有価証券評価差額金 △34

繰延税金資産(固定)純額 252

(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)

税務上の繰越欠損金 24 百万円

たな卸資産評価損 15

従業員預り金 54

その他 25

合計 119

繰延税金資産(固定)

税務上の繰越欠損金 252

退職給付引当金 △8

役員退職慰労引当金 34

貸倒引当金 10

従業員長期預り金 214

その他 71

小計 572

評価性引当額 △58

小計 514

繰延税金負債(固定)

その他有価証券評価差額金 △28

繰延税金資産(固定)純額 486

 

(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 40.6 ％

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目 4.3

住民税均等割 2.4

受取配当金等永久に益金に算入 
されない項目

△0.7

その他 2.3

税効果会計適用後の法人税等の負担率 49.0 ％
 
(3) 当事業年度における税率変更

  みやぎ発展税実施により（実施期間は平成20年３月

1日から平成25年２月28日）、法人事業税率が変更と

なった。これに伴い、繰延税金資産の計算に使用した

法定実効税率は、40.4％から40.6％に変更している。

なお、当該税率変更による影響は、軽微である。
 

(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

  当期は税引前当期純損失を計上したため、記載を省

略している。  

 なお、法定実効税率は40.6％である。
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(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
  

  

２ １株当たり当期純利益金額 

 
  

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 141円99銭 １株当たり純資産額 117円50銭

１株当たり当期純利益金額 8円43銭 １株当たり当期純損失金額（△） △18円55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、潜在株式がないため記載をしていない。

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純損失金額につ

いては、潜在株式がないため記載をしていない。

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）

貸借対照表の純資産の部の合計額(百万円) 1,417 1,173

普通株式に係る純資産額(百万円) 1,417 1,173

差額の内訳(百万円) ―

普通株式の発行済株式数(千株) 10,000 10,000

普通株式の自己株式数(千株) 16 16

1株当たり純資産額の算定に用いられた
普通株式の数(千株)

9,983 9,983

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（△）(百万円) 84 △185

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ─

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失（△）
(百万円)

84 △185

普通株式の期中平均株式数(千株) 9,983 9,983

(重要な後発事象)
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平成21年６月26日開催予定の定時株主総会ならびに取締役会で、次のとおり選任の予定であります。

（平成21年６月26日付予定） 

  

該当事項はありません。 

  

  

赤松 和幸 （現 製造部富谷工場次長）  取締役製造部富谷工場次長 就任予定 

  

清野 芳彰 （現 管理部長代理）     取締役管理部長 就任予定 

  

渡辺 秀機 （現 常務取締役技術部長・製造技術部門担当） 

  

  

  

高橋  允 （現 常務取締役管理部長・本社部門担当） 

               専務取締役 就任予定（本社部門担当） 

  

渡辺 修一 （現 取締役製造部長）  

               常務取締役 就任予定（製造技術部門担当 製造部長兼技術部長）

  

6. その他

(1) 役員の異動

①代表者の異動

②その他の役員の異動

１)新任取締役候補

２)退任予定取締役

③役員の昇任
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  １.生産実績 

 
(注)1 金額は販売価格であり、セグメント間の取引については相殺消去している。 
  2 上記の金額には、消費税等は含まれていない。 

  

  ２.受注状況 

 
(注)1 セグメント間の取引については相殺消去している。 
  2 上記の金額には、消費税等は含まれていない。 

  

  ３.販売実績 

 
(注)1 セグメント間の取引については相殺消去している。 
  2 上記の金額には、消費税等は含まれていない。 

  

  

(2) 生産,受注及び販売の状況

事業の種類別
セグメントの名称

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）
金額(百万円) 金額(百万円)

工業用機械刃物 6,086 5,227

産業用機械及び部品 1,662 1,257

緑化造園 417 532

合  計 8,165 7,017

事業の種類別
セグメントの名称

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）
金額(百万円) 金額(百万円)

工業用機械刃物 6,269 5,052

産業用機械及び部品 1,610 1,065

緑化造園 421 475

合  計 8,301 6,594

事業の種類別
セグメントの名称

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）
金額(百万円) 金額(百万円)

工業用機械刃物 6,177 5,365

産業用機械及び部品 1,632 1,218

緑化造園 418 536

合  計 8,227 7,120
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（注）売上高金額欄の（  ）は輸出分である。 

  

 
  

(3) 当事業年度製品別売上高及び前事業年度との比較

  前事業年度（第131期）
 (自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

 当事業年度 (第132期）
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

比較増減
（△印減）

区分 金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円)

鉄鋼用刃物
1,204 15 1,092 17 △112

(124) (149) (24)

合板用刃物
1,094 14 765 12 △328

(909) (615) (△294)

製紙パルプ用刃物
2,809 36 2,438 37 △371

(260) (217) (△43)

製本用刃物
281 4 278 4 △2

(97) (108) (11)

産業用機械
369 5 191 3 △177

(230) (109) (△120)

その他
1,980 26 1,768 27 △211

(91) (67) (△24)

合  計
7,739 100 6,535 100 △1,204

(1,715) (22) (1,267) (19) (△447)

(4) 当事業年度製品別受注高及び前事業年度との比較並びに当事業年度末受注残高

  前事業年度（第130期）
 (自 平成19年４月１日
  至 平成20年３月31日)

 当事業年度 (第131期）
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

比較増減
（△印減）

当事業年度末
受注残高

(平成21年3月
31日現在)

区分 金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 金額(百万円)

鉄鋼用刃物 1,180 15 1,046 17 △133 138

合板用刃物 1,040 14 791 13 △249 156

製紙パルプ用刃物 2,802 37 2,275 36 △527 193

製本用刃物 291 4 243 4 △48 21

産業用機械 286 4 213 3 △72 70

その他 1,988 26 1,726 27 △262 128

合     計 7,590 100 6,296 100 △1,294 709
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