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1.  21年3月期の業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 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 2,791 △23.3 △61 ― △78 ― △984 ―
20年3月期 3,640 △11.6 271 △20.3 233 △44.2 121 △50.7

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 △220.49 ― △12.6 △0.9 △2.2
20年3月期 25.48 ― 1.4 2.5 7.5
（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 7,938 7,142 90.0 1,636.63
20年3月期 9,437 8,424 89.3 1,809.37
（参考） 自己資本  21年3月期  7,142百万円 20年3月期  8,424百万円

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 535 786 △210 1,909
20年3月期 603 △256 △258 795

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

純資産配当
率（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 ― 14.00 14.00 65 54.9 0.8
21年3月期 ― 0.00 ― 7.00 7.00 30 △3.2 0.4
22年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 5.00 5.00 ―

3.  22年3月期の業績予想（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）

 

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

1,133 △23.5 △109 ― △95 ― △98 ― ―

通期 2,448 △12.3 △98 ― △71 ― △77 ― ―
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4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

（注） 詳細は、18ページ「重要な会計方針」をご覧ください。 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

（注） １株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、29ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 5,000,000株 20年3月期 5,000,000株
② 期末自己株式数 21年3月期 635,616株 20年3月期 344,228株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況
の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
なお、上記予想に関する事項は添付資料の３ページを参照してください。 
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(1）経営成績に関する分析 

 当事業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市場の混迷、原油価格およ

び原材料価格の高騰などの影響により景気が減速傾向推移し、世界各国の実体経済へと波及した結果、企業収益の

大幅な悪化に加え雇用不安が顕著となり、厳しい景気後退局面を迎えました。    

 スクリーン印刷業界におきましても、景気後退による市場の停滞と同業他社との価格競争の激化など、依然とし

て厳しい状況が続いております。 

 このような状況のもと、当社におきましては、積極的な受注活動および生産体制の効率化等を展開し、売上の拡

大、収益力の向上に取り組んでまいりましたが、当社主要顧客のＰＤＰ事業からの撤退、電子部品業界の低迷等の

影響により、製品売上については前事業年度比20.0％減の26億36百万円となりました。 商品売上については、印刷

機関連の売上が減少し、前事業年度比54.8％減の１億55百万円となりました。 

 当事業年度の売上高は前事業年度比23.3％減の27億91百万円となりました。 

 利益面におきましては、売上減少の影響と、投資有価証券評価損および繰延税金資産の取り崩し等の影響により

当事業年度の経常損失については、78百万円（前事業年度 経常利益２億33百万円）となりました。当期純損失につ

いては、９億84百万円（前事業年度 当期純利益１億21百万円）となりました。 

  

(2）次期見通し 

 今後の見通しにつきましては、世界的な景気悪化に加え、為替動向や雇用情勢の悪化等、わが国経済は深刻な経済

環境に直面しており、先行きに対する不透明感も一層強まっております。 

 このような状況のなか、当社といたしましては、販路拡大と受注促進を図り、さらなるコストダウンと経費削減で

業務の効率化を進め、業績の改善に努める所存であります。 

 業績につきましては、売上高24億48百万円、営業損失98百万円、経常損失71百万円、当期純損失77百万円を見込ん

でおります。 

  

(3）財政状態に関する分析 

 ①資産、負債及び純資産の状況 

当事業年度末の総資産は、前事業年度末と比較して、流動資産が８億63百万円増加し、固定資産が23億62百万円

減少した結果、14億98百万円減少して79億38百万円となりました。純資産は12億81百万円減少し71億42百万円とな

り、その結果自己資本比率は0.7％増加して90.0％となりました。 

 ②キャッシュ・フローの状況 

 当事業年度の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べて11億13百万円増加し、19

億９百万円となりました。 

  また当事業年度中における各キャッシュ・フロー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） 

 当事業年度において営業活動の結果得られた資金は、前事業年度末に比べ68百万円減少しました。この減少の主

な要因は、税引前当期純損益が前事業年度に比べ10億42百万円減少し、投資有価証券評価損が、当事業年度におい

て６億96百万円発生したためであります。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当事業年度において投資活動で使用した資金は、前事業年度末に比べ10億43百万円減少しました。この減少の主

な要因は、投資有価証券の取得による支出が、前事業年度に比べ３億54百万円減少したことや前事業年度にはあっ

た定期預金の預入による支出５億50百万円が無くなったためであります。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当事業年度において財務活動で使用した資金は、前事業年度末に比べ48百万円減少しました。この減少の主な要

因は、自己株式の取得による支出が、前事業年度末に比べ44百万円減少したためであります。 

(4）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は株主に対する利益還元を重要政策の一つと考えており、急速な技術革新に対応した設備投資や製造技術開

発を行い、会社の競争力の維持・強化・収益力の向上を図ることで、配当水準の安定と向上に努める所存でありま

す。 

平成21年３月期の配当は、前事業年度は、１株につき14円をお支払いしておりましたが、当事業年度の業績を勘

案し、平成21年６月26日開催予定の定時株主総会において１株につき７円を付議させていただく予定です。次期

（平成22年３月期）の配当は、１株につき５円を予定しております。 

１．経営成績
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また、内部留保については、研究開発、製品開発など将来の成長に向けた有効な投資活動に充当する考えです。

  

(5）事業等のリスク 

 当社の経営成績及び財政状態等に関する事項のうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のあると考えら

れる事項には、主として以下のようなものがあります。 

なお、当社の事業等においてはこれら以外にも様々な要因によりリスクとなる可能性があり、ここに記載されたも

のが全てのリスクではございません。当社はこれらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生し

た場合の対応につとめる所存であります。 

①製品の瑕疵発生について 

 当社の製品でありますスクリーンマスク、フォトマスク、メタルマスクは全て受注生産であり、顧客仕様に基づ

くマスクを1版ごとに製造しております。当社では、生産工程の見直しや各生産段階での品質のチェックの徹底に

より、製品における瑕疵をなくし高水準の品質を維持し向上することに努めておりますが、これらの製品について

は、短納期、高精度が求められているものもあることから、不良品の発生により顧客の信頼を失う可能性がありま

す。この場合、製品の補償にとどまらず、風評リスクが発生する可能性があり、当社の経営成績や財政状態に影響

を及ぼす可能性があります。 

②主要原材料の市場変動について 

 当社マスクに使用しております紗やメタル板の原材料はステンレスであります。また枠の原材料はアルミ部材で

あります。世界的な金属価格の大きな変動が当社の製造原価に影響を及ぼす可能性があります。よって金属価格が

急激に高騰し、速やかに販売価格への転嫁を実施する等の対応が困難な場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能

性があります。 

③株式市場の変動について 

  当社は、株価に影響を受ける金融商品を保有しております。株式市場が暴落し株価が下落しますと、その影響を

受けますので、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

④為替相場の変動について 

 当社は、資金の効率を考慮して一部外貨(米ドル）で運用をしているため、為替変動により業績に影響を及ぼす可

能性があります。  
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 該当事項はありません。 

   

(1）会社の経営の基本方針 

 当社は「ユーザーのニーズに高品質と短納期で応える技術のソノコム」をモットーに事業活動を行ってまいりまし

た。より高度化し、発展していく電機、電子産業を始め、あらゆる業界の需要に応えるため、製造技術の開発及び広

範囲なお客様との信頼関係を築くため、全社を挙げて努力してまいりました。 

 今後も、株主・お客様・社員を当社の企業経営を支えていただく重要な基盤と考え、「信頼性」「収益性」の向上

を図ってまいります。 

(2）目標とする経営指標 

 現状の収益体質の向上の為、生産設備の充実を図り、当面の目標は売上高50億円を超えることと、営業利益を安定

的に計上できる体制の確立を目指し、経常利益10億円を目標としております。 

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 当社の経営方針で掲げております「ユーザーのニーズに高品質と短納期で応える技術のソノコム」を維持し、さら

なる技術革新に努め、より高品質な製品の安定供給をめざし、顧客満足の実現のため、積極的な提案営業を行ってま

いります。 

(4）会社の対処すべき課題 

 当社は顧客の要求する高精度な製品をより効率的に生産・販売出来るように取り組んでまいります。 

 ①販売体制につきましては、前期に引続き顧客に近い立場で技術・製造と一体となった販売戦略を築き、顧客ニー

ズにお応えする製品を迅速に開発・生産する事を目指し積極的な販売を行なってまいります。 

 ②太陽電池や液晶ディスプレイ向けに新しい高精細な製品を供給できるよう安定生産を進めてまいります。 

 ③高精度スクリーンマスク・メタルマスクの量産体制の拡充を図ります。 

  

(5）内部管理体制の整備・運用状況 

 当該事項につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考え

方及びその整備状況」に記載しております。 

  

２．企業集団の状況

３．経営方針
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４．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 960,170 1,651,763

受取手形 89,259 68,365

売掛金 712,554 386,995

有価証券 110,855 707,762

商品 10,842 12,711

原材料 114,396 70,499

仕掛品 101,126 83,140

貯蔵品 26,300 22,610

前払費用 9,320 9,816

繰延税金資産 33,287  

未収還付法人税等  50,729

未収入金  15,355

その他 54,378 6,117

貸倒引当金 △1,191 △728

流動資産合計 2,221,300 3,085,140

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※1  2,564,626 ※1  2,518,851

減価償却累計額 △1,344,012 △1,388,277

建物（純額） 1,220,614 1,130,574

構築物 78,768 78,768

減価償却累計額 △51,774 △56,027

構築物（純額） 26,994 22,741

機械及び装置 3,233,469 2,814,330

減価償却累計額 △2,379,911 △2,178,028

機械及び装置（純額） 853,558 636,301

車両運搬具 36,905 36,884

減価償却累計額 △30,211 △30,324

車両運搬具（純額） 6,694 6,560

工具、器具及び備品 349,146 343,337

減価償却累計額 △280,199 △299,266

工具、器具及び備品（純額） 68,946 44,070

土地 ※1  1,586,056 ※1  1,586,056

有形固定資産合計 3,762,863 3,426,304

無形固定資産   

電話加入権 2,543 2,543

ソフトウエア 30,924 16,788

無形固定資産合計 33,467 19,332
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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) 

投資その他の資産   

投資有価証券 1,940,543 1,055,817

出資金 832 832

破産更生債権等 3,859  

長期前払費用 191 50

長期預金 1,050,000 100,000

保険積立金 219,653 233,292

差入保証金 17,500 17,500

繰延税金資産 190,090  

その他 662 661

貸倒引当金 △3,859  

投資その他の資産合計 3,419,474 1,408,154

固定資産合計 7,215,806 4,853,791

資産合計 9,437,107 7,938,932

負債の部   

流動負債   

支払手形 320,592 208,347

買掛金 87,756 53,647

未払金 55,016 40,482

未払法人税等 2,646  

未払消費税等 15,097 7,137

未払費用 87,680 80,047

前受金 1,772 84

預り金 1,596 1,477

賞与引当金 51,000 37,488

役員賞与引当金 15,384  

設備関係支払手形 24,418 7,888

流動負債合計 662,961 436,599

固定負債   

退職給付引当金 36,147 34,960

役員退職慰労引当金 313,983 324,483

固定負債合計 350,131 359,443

負債合計 1,013,092 796,043
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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 925,750 925,750

資本剰余金   

資本準備金 1,405,550 1,405,550

資本剰余金合計 1,405,550 1,405,550

利益剰余金   

利益準備金 190,106 190,106

その他利益剰余金   

別途積立金 5,700,000 5,800,000

繰越利益剰余金 581,445 △568,340

利益剰余金合計 6,471,552 5,421,766

自己株式 △295,400 △440,461

株主資本合計 8,507,451 7,312,604

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △83,436 △169,716

評価・換算差額等合計 △83,436 △169,716

純資産合計 8,424,015 7,142,888

負債純資産合計 9,437,107 7,938,932
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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 3,297,148 2,636,342

商品売上高 343,589 155,136

売上高合計 3,640,737 2,791,478

売上原価   

製品売上原価   

当期製品製造原価 2,415,000 2,146,515

他勘定振替高 ※1  26,351 ※1  21,313

製品売上原価 2,388,649 2,125,201

商品売上原価   

商品期首たな卸高 9,041 10,842

当期商品仕入高 288,660 119,073

合計 297,702 129,916

商品期末たな卸高 10,842 12,711

商品売上原価 286,859 117,205

売上原価合計 2,675,508 2,242,406

売上総利益 965,229 549,072

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 8,372 5,751

荷造運送費 89,337 79,369

役員報酬 51,640 51,311

給料及び手当 129,694 126,157

賞与及び手当 11,896 10,566

賞与引当金繰入額 11,943 8,501

役員賞与引当金繰入額 15,384  

退職給付費用 15,182 9,705

役員退職慰労引当金繰入額 10,591 10,500

法定福利費 22,684 21,183

福利厚生費 10,148 8,146

旅費及び交通費 27,044 34,097

減価償却費 20,333 17,886

支払報酬 38,999 32,230

試験研究費 ※2  137,654 ※2  122,628

貸倒引当金繰入額 752  

貸倒損失  132

その他 91,914 72,776

販売費及び一般管理費合計 693,575 610,945

営業利益又は営業損失（△） 271,654 △61,873
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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 13,123 14,131

有価証券利息 67,208 44,274

受取配当金 658 812

投資有価証券運用益 4,916  

雑収入 5,982 3,444

営業外収益合計 91,890 62,663

営業外費用   

複合金融商品評価損 92,245 48,845

自己株式買付費用 1,617 529

為替差損 35,905 29,640

雑損失 210 0

営業外費用合計 129,978 79,015

経常利益又は経常損失（△） 233,566 △78,225

特別利益   

投資有価証券売却益 129 195

固定資産売却益  ※3  135

特別利益合計 129 330

特別損失   

固定資産除却損 ※4  3,619 ※4  37,917

投資有価証券評価損  696,371

特別損失合計 3,619 734,288

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 230,075 △812,184

法人税、住民税及び事業税 98,473 5,600

法人税等調整額 9,811 166,821

法人税等合計 108,284 172,421

当期純利益又は当期純損失（△） 121,791 △984,605
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（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    811,864  33.9  732,643  34.4

Ⅱ 外注加工費    87,034  3.6  65,627  3.1

Ⅲ 労務費 ※１  683,548  28.6  650,116  30.5

Ⅳ 経費 ※２  810,674  33.9  680,142  32.0

当期総製造費用    2,393,122  100.0  2,128,529  100.0

期首仕掛品たな卸額    123,005    101,126   

合計    2,516,127    2,229,656   

期末仕掛品たな卸額    101,126    83,140   

当期製品製造原価    2,415,000    2,146,515   

            

前事業年度 当事業年度 

※１．労務費のうち主なものは次のとおりであります。 ※１．労務費のうち主なものは次のとおりであります。 

賃金 395,205千円 

雑給 78,111千円 

賞与手当 33,237千円 

賞与引当金繰入額 33,116千円 

賃金 382,886千円 

雑給 73,761千円 

賞与手当 32,108千円 

賞与引当金繰入額 25,007千円 

※２．経費のうち主なものは次のとおりであります。 ※２．経費のうち主なものは次のとおりであります。 

減価償却費 438,038千円 

地代家賃 3,337千円 

消耗品費 139,808千円 

減価償却費 361,399千円 

地代家賃 3,337千円 

消耗品費 120,148千円 

３．原価計算の方法 

 個別原価計算を採用しております。 

３．原価計算の方法 

同左 
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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 925,750 925,750

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 925,750 925,750

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,405,550 1,405,550

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,405,550 1,405,550

資本剰余金合計   

前期末残高 1,405,550 1,405,550

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,405,550 1,405,550

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 190,106 190,106

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 190,106 190,106

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 5,600,000 5,700,000

当期変動額   

別途積立金の積立 100,000 100,000

当期変動額合計 100,000 100,000

当期末残高 5,700,000 5,800,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 628,248 581,445

当期変動額   

別途積立金の積立 △100,000 △100,000

剰余金の配当 △68,594 △65,180

当期純利益又は当期純損失（△） 121,791 △984,605

当期変動額合計 △46,803 △1,149,786

当期末残高 581,445 △568,340

利益剰余金合計   

前期末残高 6,418,355 6,471,552
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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) 

当期変動額   

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △68,594 △65,180

当期純利益又は当期純損失（△） 121,791 △984,605

当期変動額合計 53,196 △1,049,786

当期末残高 6,471,552 5,421,766

自己株式   

前期末残高 △106,553 △295,400

当期変動額   

自己株式の取得 △188,846 △145,060

当期変動額合計 △188,846 △145,060

当期末残高 △295,400 △440,461

株主資本合計   

前期末残高 8,643,101 8,507,451

当期変動額   

剰余金の配当 △68,594 △65,180

当期純利益又は当期純損失（△） 121,791 △984,605

自己株式の取得 △188,846 △145,060

当期変動額合計 △135,650 △1,194,846

当期末残高 8,507,451 7,312,604

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 33,115 △83,436

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △116,551 △86,279

当期変動額合計 △116,551 △86,279

当期末残高 △83,436 △169,716

評価・換算差額等合計   

前期末残高 33,115 △83,436

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △116,551 △86,279

当期変動額合計 △116,551 △86,279

当期末残高 △83,436 △169,716
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 8,676,217 8,424,015

当期変動額   

剰余金の配当 △68,594 △65,180

当期純利益又は当期純損失（△） 121,791 △984,605

自己株式の取得 △188,846 △145,060

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △116,551 △86,279

当期変動額合計 △252,201 △1,281,126

当期末残高 8,424,015 7,142,888
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（４）キャッシュ・フロー計算書 

（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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 230,075 △812,184

減価償却費 473,565 394,703

賞与引当金の増減額（△は減少） △23,136 △13,512

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △6,418 △15,384

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 10,591 10,500

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,389 △1,187

貸倒引当金の増減額（△は減少） 752 △4,321

受取利息及び受取配当金 △80,990 △59,218

投資有価証券運用益 △4,916  

投資有価証券評価損益（△は益）  696,371

複合金融商品評価損 92,245 48,845

自己株式買取費用 1,617 529

為替差損益（△は益） △35,905 29,640

投資有価証券売却損益（△は益） △129 △195

有形固定資産除却損 3,619 37,917

有形固定資産売却損益（△は益）  △135

売上債権の増減額（△は増加） 504,667 350,311

たな卸資産の増減額（△は増加） 17,493 63,703

仕入債務の増減額（△は減少） △432,542 △146,354

未収・未払消費税等の増減額 △41,753 △23,315

その他の資産の増減額（△は増加） △540 1,695

その他の負債の増減額（△は減少） △13,727 △30,015

その他 △10,203 1,373

小計 689,753 529,768

利息及び配当金の受取額 76,780 65,453

法人税等の支払額 △162,868 △60,207

営業活動によるキャッシュ・フロー 603,666 535,015

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 △550,002  

定期預金の払戻による収入 300,000 685,096

有価証券の売却による収入 794,649  

有形固定資産の取得による支出 △253,421 △92,495

有形固定資産の売却による収入  342

無形固定資産の取得による支出 △1,158  

投資有価証券の償還による収入 22,564 364,389

投資有価証券の解約による収入 52,495  

投資有価証券の取得による支出 △612,770 △258,011

投資有価証券の売却による収入  100,455

その他 △9,327 △13,637
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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) 

投資活動によるキャッシュ・フロー △256,970 786,138

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △190,463 △145,589

配当金の支払額 △68,461 △65,307

財務活動によるキャッシュ・フロー △258,925 △210,897

現金及び現金同等物に係る換算差額 69,982 3,329

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 157,752 1,113,585

現金及び現金同等物の期首残高 638,188 795,941

現金及び現金同等物の期末残高 795,941 1,909,526
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 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
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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 

 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） 

 なお、複合金融商品について、組込

デリバティブを合理的に区分して測定

することができない場合には、当該複

合金融商品全体を時価評価し、評価差

額を当期の損益に計上しております。

 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 

(1）商品、原材料…総平均法による原価法 (1）商品、原材料…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。 

(2）仕掛品…個別法による原価法 (2）仕掛品…個別法による原価法 

（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。 

(3）貯蔵品…最終仕入原価法 (3）貯蔵品…最終仕入原価法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法により算定）を採用

しております。 

  (会計方針の変更） 

 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日公表分）を適用してお

ります。 

 これによる、営業損益、経常損益および

税引前当期純損益への影響はありませ

ん。 
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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） 

３．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） 

 なお、取得価額が10万円以上20万円未

満の少額減価償却資産については、３年

間均等償却 

 主な耐用年数は、以下のとおりであり

ます。 

建物     ３～38年 

機械及び装置 ４～７年 

(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） 

 なお、取得価額が10万円以上20万円未

満の少額減価償却資産については、３年

間均等償却 

 主な耐用年数は、以下のとおりであり

ます。 

建物     ３～38年 

機械及び装置 ４～７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は改正後の法人税法

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4,678千円

減少しております。 

  

  (追加情報） 

 法人税法の改正に伴い、平成19年３月

31日以前に取得した有形固定資産につい

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7,093千円

減少しております。 

  

  (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 

(2）無形固定資産 

同左 

  (3）長期前払費用 

均等償却  ３～15年 

(3）長期前払費用 

同左 
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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．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検討し、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 

 従業員に対して支給する賞与の支出に

充てるため、支給見込額に基づき計上し

ております。 

(2）賞与引当金 

同左 

  (3）役員賞与引当金 

 役員に対して支給する賞与の支出に充

てるため、支給見込額に基づき計上して

おります。 

 ―――――― 

  

  (4）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき計上しておりま

す。  

(3）退職給付引当金 

同左 

  (5）役員退職慰労引当金 

 役員の退任時に支給される慰労金の支

払に備えるため、社内規程に基づく期末

要支給額を計上しております。 

(4）役員退職慰労引当金 

同左 

５．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 

６．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 

 税抜方式によっております。 

  消費税等の会計処理 

同左 
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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．担保に供している資産  ※１．担保に供している資産 

建物 74,390千円 

土地 42,376千円 

計 116,766千円 

建物 5,362千円 

土地 42,376千円 

計 47,738千円 

 当座借越契約（極度額500,000千円）の担保として設定し

ております。 

 期末現在当座借越額はありません。 

 当座借越契約（極度額500,000千円）の担保として設定し

ております。 

 期末現在当座借越額はありません。 

（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．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 ※１．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 

販売促進費 18,159千円

その他 8,191千円

合計 26,351千円

販売促進費 9,690千円

その他 11,623千円

合計 21,313千円

※２．一般管理費に含まれる研究開発費 ※２．一般管理費に含まれる研究開発費 

  137,654千円   122,628千円

―───── ※３．固定資産売却益の内容は車両運搬具であります。 

※４．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※４．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

建物 219千円

機械及び装置 2,913千円

工具器具備品他 485千円

合計 3,619千円

建物 15,991千円

機械及び装置 21,512千円

工具器具備品他 413千円

合計 37,916千円
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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．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 

 (注)普通株式の自己株式の株式数の増加243,600株は、取締役会決議による自己株式の取得であります。 

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

（株主資本等変動計算書関係）

  
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） 

発行済株式         

普通株式  5,000,000  －  －  5,000,000

合計  5,000,000  －  －  5,000,000

自己株式         

普通株式（注）  100,376  243,852  －  344,228

合計  100,376  243,852  －  344,228

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28日 

定時株主総会 
普通株式  68,594  14 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６月27日 

定時株主総会 
普通株式  65,180  利益剰余金  14 平成20年３月31日 平成20年６月30日

株式会社ソノコム（７９０２）平成21年３月期　決算短信（非連結）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 22 -　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



当事業年度（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 

 (注)普通株式の自己株式の株式数の増加291,300株は、取締役会決議による自己株式の取得であります。 

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

 前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 当事業年度（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。 

  
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） 

発行済株式         

普通株式  5,000,000            5,000,000

合計  5,000,000            5,000,000

自己株式         

普通株式（注）  344,228  291,388       635,616

合計  344,228  291,388       635,616

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27日 

定時株主総会 
普通株式  65,180  14 平成20年３月31日 平成20年６月30日 

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６月26日 

定時株主総会 
普通株式  30,550  利益剰余金  7 平成21年３月31日 平成21年６月29日

（キャッシュ・フロー計算書関係）

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） 

※現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲載され

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貸借対照表に掲載され

ている科目の金額との関係 

（平成20年３月31日現在） （平成21年３月31日現在）

  

現金及び預金勘定 960,170千円

預入期間が3ヶ月を超える定期預金 △174,225千円

有価証券勘定に含まれる現金同等物 9,996千円

現金及び現金同等物 795,941千円

現金及び預金勘定 1,651,763千円

預入期間が3ヶ月を超える定期預金 △450,000千円

有価証券勘定に含まれる現金同等物 707,762千円

現金及び現金同等物 1,909,526千円

（リース取引関係）

株式会社ソノコム（７９０２）平成21年３月期　決算短信（非連結）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 23 -　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



１．その他有価証券で時価のあるもの 

（注）保有する有価証券のうち、時価が著しく下落し、その回復があると認められないものについて、特別損失 

696,371千円を計上いたしましたが、上記取得原価および貸借対照表計上額には、減損処理後の価額で記載し

ております。なお、特別損失を計上したもののうち、デリバティブを組み込んだ複合金融商品の契約金額およ

び評価損益は、「デリバティブ取引関係」にて記載しております。 

  

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の今後の償還予定額 

４．前事業年度及び当事業年度中に売却したその他有価証券 

（有価証券関係）

  種類 

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）

取得原価 
（千円） 

貸借対照表計
上額（千円） 差額（千円）

取得原価
（千円） 

貸借対照表計
上額（千円） 差額（千円）

貸借対照表計

上額が取得原

価を超えるも

の 

株式  16,527  29,111  12,583  12,863  18,916  6,053

債券  100,260  101,686  1,426  －  －  －

その他  11,524  13,038  1,514  11,524  12,749  1,225

小計  128,311  143,835  15,524  24,387  31,666  7,279

貸借対照表計

上額が取得原

価を超えない

もの 

株式  40,107  26,063  △14,043  19,463  17,079  △2,383

債券  1,431,048  1,231,792  △199,256  525,198  462,416  △62,782

その他  717,055  617,710  △99,344  634,888  522,654  △112,234

小計  2,188,211  1,875,566  △312,644  1,179,550  1,002,150  △177,400

合計  2,316,522  2,019,402  △297,120  1,203,937  1,033,817  △170,120

  
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） 

貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券     

ＭＭＦ  8,853  207,533

非上場株式   22,000  22,000

譲渡性預金  －  500,000

  

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） 

１．債券                                   

（１）国債・地方債等  100,858 101,686 － － －  － － －

（２）社債  － － － 285,630 －  83,008 － 269,520

（３）その他  － 845,303 － － －  72,475 － －

２．その他  － － － 23,055 －  － 12,749 7,629

合計  100,858 946,990 － 308,685 －  155,483 12,749 277,149

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） 

売却額（千円） 
売却益の合計額 
（千円） 

売却損の合計額 
（千円） 

売却額（千円） 
売却益の合計額 
（千円） 

売却損の合計額 
（千円） 

 100,660  129  －  100,455  195  －
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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 

 （注） １．時価は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 

２．当該複合金融商品（株式転換可能債）の時価については、債券部分と組込デリバティブを合理的に区分 

して測定できないため、全体を記載しております。 

３．当該複合金融商品（株式転換可能債）の契約金額等については、額面金額を記載しております。 

４．保有する当該複合金融商品（株式転換可能債）のうち、時価が著しく下落し、その回復があると認められ

れないものについて、特別損失523,642千円を計上しております。  

（デリバティブ取引関係）

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） 

 （１）取引の内容及び利用目的 

 当社は、余資金運用のため、株式転換可能債を保有し

ております。安全性を最優先とし、運用の効率化を図っ

ております。 

 （１）取引の内容及び利用目的 

  同左 

（２）取引に対する取組方針 

 当社のデリバティブ取引の取組方針は、取締役会の承

認を得て、安全性を最優先とし、低金利時代の状況下に

おいても、利回りの良い商品の購入を図ることでありま

す。 

 （２）取引に対する取組方針 

 同左 

 （３）取引に係るリスクの内容 

 当社が利用しているデリバティブ取引は、株価変動の

少ない優良銘柄の株価を基準としております。 

株価の変動リスクを有しておりますが、契約先・該当銘

柄の信用リスクはほとんど無いと判断しております。 

 （３）取引に係るリスクの内容 

 同左 

 （４）取引に係るリスク管理体制 

 当社では、デリバティブ取引の実行及び管理につい

て、取締役会の決議事項となっております。 

また、その管理は経理課を主管部門とし、定期的に取締

役会に報告を行うこととしております。 

 （４）取引に係るリスク管理体制 

 同左 

区分 種類 

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）

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） 

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 
株式転換可能債  802,090 802,090 644,963 △157,126 802,090  802,090 72,475 △729,614

合計  802,090 802,090 644,963 △157,126 802,090  802,090 72,475 △729,614
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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、昭和44年８月１日より従来の退職金制度の全部（100％）について、適

格退職年金制度を採用しております。また、上記のほか、昭和56年４月１日より厚生年金基金制度（東京写真

製版厚生年金基金）に加入しております。 

２．退職給付債務に関する事項 

 なお、当社は、退職給付に係る会計基準を適用するにあたっては、簡便法を採用しております。 

３．退職給付費用の内訳 

４．厚生年金基金制度 

（退職給付関係）

  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） 

退職給付債務（千円）  △164,920  △161,505

年金資産（千円）  128,773  126,544

未積立退職給付債務（千円）  △36,147  △34,960

退職給付引当金（千円）  △36,147  △34,960

  
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） 

勤務費用 53,200 千円 51,061 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） 

当社は複数事業主制度の東京写真製版厚生年金基金に

加入しておりますが、自社の拠出に対応する年金資産の

額を合理的に計算することができないため、当該年金基

金への要拠出額を退職給付費用として処理しておりま

す。また同基金の年金資産残高のうち当社の加入員比に

より按分された当社の年金資産残高は「２.退職給付債務

に関する事項」の年金資産には含まれておりません。 

当社は複数事業主制度の東京写真製版厚生年金基金に

加入しておりますが、自社の拠出に対応する年金資産の

額を合理的に計算することができないため、当該年金基

金への要拠出額を退職給付費用として処理しておりま

す。また同基金の年金資産残高のうち当社の加入員比に

より按分された当社の年金資産残高は「２.退職給付債務

に関する事項」の年金資産には含まれておりません。 

（１）制度全体の積立状況に関する事項 

（平成19年３月31日現在）

（１）制度全体の積立状況に関する事項 

（平成20年３月31日現在）

年金資産の額 16,821,207千円

年金財政計算上の給付債務の額 17,863,494千円

差引額 △1,042,287千円

年金資産の額 13,163,963千円

年金財政計算上の給付債務の額 18,179,783千円

差引額 △5,015,820千円

（２）制度全体に占める当社の加入人数割合 

（平成19年３月31日現在）

6.31％ 

（２）制度全体に占める当社の加入人数割合 

（平成20年３月31日現在）

6.14％ 

（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

未償却過去勤務債務残高2,277,783千円および当年度不足

分406,745千円から別途積立金1,642,242千円を控除した

額であります。本制度における過去勤務債務の償却方法

は期間20年の定率償却であります。 

（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

未償却過去勤務債務残高2,143,344千円、資産評価調整加

算額2,037,347千円および当年度不足分2,070,625千円か

ら別途積立金1,235,497千円を控除した額であります。本

制度における過去勤務債務の償却方法は期間20年の定率

償却であります。 

（追加情報） 

当事業年度より、「『退職給付に係る会計基準』の一

部改正（その２）」（企業会計基準第14号平成19年５月

15日）を適用しております。 
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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） 

 該当事項はありません。 

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。 

（ストック・オプション等関係）
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 決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。   

  

 前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 当事業年度（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。 

 前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）  

 該当事項はありません。  

  

 当事業年度（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。 

  

（税効果会計関係）

（持分法損益等）

（関連当事者情報）
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 （注） １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期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） 

 該当事項はありません。 

 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。 

（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 1,809.37円 

１株当たり当期純利益金額 25.48円 

１株当たり純資産額 1,636.63円 

１株当たり当期純損失金額（△） △220.49円 

 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。 

 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。 

  
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株当たり当期純利益金額又は１株当たり

当期純損失金額（△） 
    

当期純利益又は当期純損失（△） 

（千円） 
 121,791  △984,605

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） 
 121,791  △984,605

期中平均株式数（株）  4,780,273  4,465,465

（重要な後発事象）
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(1）役員の異動 

 該当事項はありません。 

５．その他
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