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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 58,725 △21.6 1,138 △61.2 1,082 △62.2 424 △73.4
20年3月期 74,859 6.0 2,935 11.3 2,864 9.7 1,595 5.9

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 62.98 ― 2.7 3.3 1.9
20年3月期 231.87 ― 10.5 7.8 3.9

（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 29,240 15,641 53.5 2,335.92
20年3月期 37,177 15,683 42.2 2,316.17

（参考） 自己資本   21年3月期  15,641百万円 20年3月期  15,683百万円

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 4,122 △1,666 209 5,253
20年3月期 1,901 △417 △1,189 2,673

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 ― 15.00 ― 20.00 35.00 239 15.1 1.6
21年3月期 ― 18.00 ― 18.00 36.00 242 57.2 1.5
22年3月期 

（予想）
― 12.00 ― 12.00 24.00 59.9

（注）21年3月期期末配当金の内訳 記念配当 ― 円 ― 銭

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

22,500 △33.0 120 △87.0 70 △92.2 20 △94.8 2.97

通期 51,000 △13.2 660 △42.0 560 △48.2 270 △36.4 40.04
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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  

（注） 詳細は、７ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

(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、20ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注） １株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、27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 6,908,000株 20年3月期 6,908,000株
② 期末自己株式数 21年3月期  212,095株 20年3月期  136,645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 57,363 △21.7 1,020 △63.2 975 △64.0 322 △78.0
20年3月期 73,263 5.5 2,770 8.6 2,706 7.3 1,470 2.4

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 47.87 ―
20年3月期 213.63 ―

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 28,748 15,318 53.3 2,287.80
20年3月期 36,618 15,380 42.0 2,271.42

（参考） 自己資本 21年3月期  15,318百万円 20年3月期  15,380百万円

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、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は様々な要因により予想数値と異なる場合があります。 

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 22,000 △32.8 100 △88.1 50 △94.1 10 △96.9 1.48

通期 50,000 △12.8 630 △38.3 530 △45.7 250 △22.6 37.07
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当連結会計年度におけるわが国経済は、米国の金融危機に端を発した金融市場の混乱が実経済へ大き

な影響を与え、世界経済が急激に悪化するとともに、国内企業においても輸出の減少や消費の低迷な

ど、これまでに経験したことがないスピードで悪化してまいりました。 

 このような環境の中で第３四半期以降、半導体業界においても需要の大幅な収縮を受け、企業業績は

一気に厳しさを増しております。また、当社の主要ユーザーである自動車関連企業でも生産調整を余儀

なくされるなど、当社グループを取り巻く環境は、かつてないほどの厳しさの中で推移してまいりまし

た。 

 このような状況のもとで、当社グループといたしましては総力をあげて付加価値販売を推進するとと

もに、固定費をはじめとする各種費用の削減策を実施し、売上高および利益の確保に努めてまいりまし

た。 

 この結果、当期の連結売上高は587億25百万円（前期比21.6％減）となりました。利益面では「棚卸

資産の評価に関する会計基準」の適用に伴うたな卸資産評価損２億31百万円を計上したこともあり、営

業利益は11億38百万円（前期比61.2％減）、経常利益は10億82百万円（前期比62.2％減）となりまし

た。当期純利益につきましては、投資有価証券の評価損を計上したこともあり、４億24百万円（前期比

73.4％減）と減収減益のやむなきにいたりました。 

  

(電子部品） 

 集積回路につきましては、ボディー系向けＭＰＵ（マイクロプロセッサー）の新規採用案件等、需要

の拡大があったものの、自動車生産台数減少に伴う総需要の減少により売上高は減少となりました。 

 半導体につきましても、自動車生産台数減少の流れを受け、売上高は減少しました。 

 一般電子部品につきましては、民生機器向けの新規需要等を取り込みましたが、車載向け需要の減少

により、売上高減少となりました。 

 この結果、電子部品の連結売上高は減少し、443億15百万円（前期比18.9％減）となりました。 

  

(電子機器） 

 電子機器につきましては、ＦＡ・計測分野やＩＴプラットフォーム基盤構築分野をはじめとする、お

客様目線でのソリューション提案営業を積極的に展開しましたが、中部地区を中心とする製造業のお客

様の市場環境の急激な悪化にともない、情報化投資・設備投資計画の凍結や休止が相次いだことにより

受注が大幅に減少し、連結売上高は103億11百万円（前期比34.0％減）となりました。 

  

(自社製品) 

 当社で開発・製造いたしておりますＦＡ機器をはじめとする自社製品につきましては、生産管理シス

テム等のソフトウェア受託や試験装置等のシステム構築需要を取り込んだものの、一定の需要を確保し

ていた特定端末機向けのEmbedded（組込み）用途コンピュータの需要がお客様の生産収束により減少し

たことや、主要なお客様である工作機械関連企業においても市場環境が悪化したこともあり、売上高は

40億98百万円（前期比10.9％減）となりました。 

 

(次期の業績全般の見通し) 

 今後のわが国経済につきましては、世界各国の経済対策の効果に期待がかかるものの、先行きは一層

不透明感を強めており、予断を許さない状況が続くものと予想されます。 

 当社グループにおきましても、関わりの深い自動車関連ユーザーにおける自動車生産台数の動向、低

価格化の進行、コンペチターとの競合など、引き続き厳しい状況が続くものと思われます。 

 このような経営環境のもと、緊急対策として平成21年１月より取締役および執行役員の報酬カットを

実施しておりますが、４月から、このカット率を引き上げるとともに、管理職の報酬カットも追加実施

しております。これらをはじめとする経費削減のための各種施策をグループ一体となって推進し、コス

ト体質の強化を図ってまいります。 

  

 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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 当社グループの平成22年３月期の業績予想は次のとおりであります。 

   連結売上高    510億00百万円（前期比 13.2%減） 

   連結営業利益    6億60百万円（前期比 42.0%減） 

   連結経常利益    5億60百万円（前期比 48.2%減） 

   連結当期純利益   2億70百万円（前期比 36.4%減） 

 (注) 通期の見通しについては、平成21年５月15日現在の将来予測であり、今後の様々な要因によっ

て実際の業績はこれらと異なる結果となる可能性があります。 

当連結会計年度における連結ベースの現金および現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会

計年度に比べ25億79百万円増加し、当連結会計年度末には52億53百万円となりました。 

① 営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動の結果獲得した資金は、41億22百万円（前連結会計年度比22億21百万円の増）となりま

した。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益10億30百万円、売上債権の減少額109億73百万

円およびたな卸資産の減少額７億81百万円であります。支出の主な内訳は仕入債務の減少額71億94

百万円および法人税等の支払額14億円であります。 
  

② 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、16億66百万円（前連結会計年度は４億17百万円の使用）となり

ました。収入の主な内訳は、定期預金の払戻による収入１億円であり、支出の主な内訳は、有形固

定資産の取得による支出９億25百万円および無形固定資産取得による支出８億21百万円でありま

す。 
  

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動の結果獲得した資金は、２億９百万円（前連結会計年度は11億89百万円の使用）となり

ました。収入の主な内訳は、短期借入金の純増額４億80百万円および長期借入による収入６億円で

あり、支出の主な内訳は長期借入金の返済による支出３億円、社債の償還による支出３億円および

配当金の支払額２億57百万円であります。 
  

  

(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／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

※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・フローを使用しており 

 ます。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としてお 

 ります。また、利払いにつきましては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

(2) 財政状態に関する分析

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 36.5 40.4 40.5 42.2 53.5

時価ベースの自己資本比率 29.8 45.9 35.7 17.8 10.3

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

10.9 4.7 18.6 3.2 1.6

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

11.6 26.3 5.7 22.2 45.0
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当社は、株主に対する利益還元を経営の重要政策の一つとして位置付けており、業績に裏付けられた

成果の配分を行うことを基本方針に定め、継続的な増配を実施してまいりました。 

 株主各位に対する配当は、安定的な配当の継続をベースに、純資産配当率や配当性向の指標数値向上

を基本とする利益還元策を実施してまいります。なお、平成21年３月期から平成23年３月期を対象とす

る中期経営計画では連結配当性向20％を目標値として定めております。 

 また、内部留保資金につきましては、業界における急速な技術革新に対応するため、意欲的に新製

品・新技術の知識修得に努めるほか、会社競争力の維持・強化や企業体質の一層の強化に充当し、将来

の業績向上を通じて利益還元を行ってまいります。 

 なお、今期の配当金につきましては、上記の方針を踏まえた上で、業績は減収・減益となったもの

の、一定の利益を確保できたことから当初の予定通り期末配当金は18円とし、中間配当金と合わせた年

間配当金は36円とさせていただく予定です。 

 また、次期の配当金につきましては、当社を取り巻く環境は引き続き厳しく、収益は悪化する見込み

であることから、１株当たり年間配当金24円（中間配当金12円、期末配当金12円）を計画しておりま

す。 

  

当社グループの経営成績、財政状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには、以下のようなものが

あります。  

 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループ（当社および連結子

会社）が判断したものであります。 

当社グループの事業は自動車産業に大きく依存しております。従いまして経済環境の悪化に伴い、

自動車メーカーにおける自動車生産台数が大幅に減少となった場合、当社グループの財政状態および

経営成績に大きな影響を与える可能性があります。 

現在の当社グループの主力商品である電子部品は、そのほとんどをＮＥＣエレクトロニクス株式

会社から仕入れております。従いまして、ＮＥＣエレクトロニクス株式会社の技術開発動向と、当

社グループのお客様のニーズが大きく乖離した場合、電子部品販売数量が減少し当社グループの財

政状態および経営成績に大きな影響を与える可能性があります。 

 また、仕入先の特約店政策の変更、事業の再編などの理由により当社グループの商権が維持でき

ない場合にも、当社グループの財政状態および経営成績に大きな影響を与える可能性があります。

当社グループの平成20年３月期および平成21年３月期の各社からの仕入高の総仕入高に占める割合

は、次のとおりです。 
 

       (注) １ 金額は、仕入価格によっております。  

     ２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク

① 経済環境のリスク

② 特定の仕入先・販売先に依存するリスク

ａ．特定の仕入先への依存について

仕入先

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）

仕入高(百万円) 割合(％) 仕入高(百万円) 割合(％)

ＮＥＣエレクトロニクス株式会社 35,654 54.0 27,570 54.4

日本電気株式会社 4,071 6.2 1,192 2.4

その他 26,283 39.8 21,887 43.2

計 66,009 100.0 50,650 100.0
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現在の当社グループの主要販売先は、株式会社デンソー、トヨタ自動車株式会社であり、その内

訳の主力商品は車載用電子部品であります。自動車電装品は高性能化・高機能化の技術開発が進め

られており、国内外のデバイスメーカーや商社が当社グループの競合先となっております。現在、

当社グループの取り扱う商品・サービスは競争力を有していますが、当社グループより優れた競合

他社が現れた場合、当社グループの財政状態および経営成績に大きな影響を与える可能性がありま

す。当社グループの平成20年３月期および平成21年３月期の各社への売上高の総売上高に占める割

合は、次のとおりです。 
 

       (注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当社は、日本の会計基準に従い未積立の退職給付債務を処理しており、当連結会計年度末では、

567百万円の退職給付引当金を計上しております。今後、退職給付制度の変更や運用利回りの悪化等

により、当社グループの財政状態および経営成績に大きな影響を与える可能性があります。  

当社は、当連結会計年度末時点において含み損を抱えている土地を保有しておりますが、それらが

属する事業グループには減損の兆候が見られません。しかしながら今後、当該事業グループにおいて

減損の兆候が発生した場合、減損損失を計上する可能性があります。  

当社は中部地区を主力としていることから、東海地震や東南海地震等の大規模地震に備えた対応を

進めております。しかしながらこれらの大規模地震の発生により当社建物に壊滅的な被害が出た場合

や、通信・交通網の遮断等が長期間にわたった場合、当社の営業業務や物流業務に支障をきたし、当

社グループの財政状態および経営成績に影響を与える可能性があります。  

  

  

ｂ．特定の販売先への依存について

販売先

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）

販売高(百万円) 割合(％) 販売高(百万円) 割合(％)

株式会社デンソー 38,897 52.0 29,426 50.1

トヨタ自動車株式会社 9,498 12.7 8,321 14.2

その他 26,464 35.3 20,977 35.7

計 74,859 100.0 58,725 100.0

③ 退職給付債務のリスク

④ 減損会計に関するリスク

⑤ 震災によるリスク
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 当社グループは萩原電気株式会社（当社）および連結子会社としてSINGAPORE HAGIWARA PTE.LTD.、

HAGIWARA AMERICA,INC.、萩原電気貿易（上海）有限公司の３社により構成されており、集積回路・半導

体・その他の構成部品等の電子部品の仕入販売事業、コンピュータ・ネットワーク等の電子機器の仕入販売

および各種システム構築事業、ＦＡ・産業用機器等の電子機器を開発・製造・販売する事業を行っておりま

す。連結子会社であるSINGAPORE HAGIWARA PTE.LTD.は東南アジア地域において、国内仕入先の海外現地法

人から電子部品の供給を受け、東南アジア地域の自動車部品メーカ等の得意先に販売しており、HAGIWARA 

AMERICA,INC.、萩原電気貿易（上海）有限公司は当社から電子部品の供給を受け、それぞれ米国と中国の特

定顧客向けに電子部品の販売を行っています。 

 当社グループの取引を図示しますと次のとおりとなります。 

  

 

  

 ※印は、連結子会社です。 

2. 企業集団の状況
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当社は、「創造と挑戦」を経営理念として掲げ、技術革新の激しいエレクトロニクス業界において、

常に新しいものを「創り」出すという課題に「挑戦」を続けながら、お客様にソリューションの提供を

行っております。また、お客様の海外展開へのグローバルな対応にも積極的に取り組んでおります。 

 これらの事業活動の推進を通じて、継続的な発展を維持するとともに企業価値の向上を図りながら株

主や社会の期待に応え、豊かな21世紀の社会の構築に貢献することを目指してまいります。 

  

当社グループでは継続的な発展を維持していくために、平成21年３月期を初年度とする「2008年中期

経営計画」を策定し取組みを進めております。中期ビジョンである「『人』と『技術』を基軸として企

業価値が安定的に向上する企業」の実現のために各種施策を確実に推進してまいります。数値目標とし

ましては、平成23年３月期の連結売上高880億円、経常利益率3.5％以上と設定しておりましたが、この

度の経営環境の急変に伴い、計画の前提が大幅に乖離したため、今年度上半期までの状況を見極めたう

えで、修正を行う予定です。なお、連結配当性向は20％を目標値として掲げております。 

  

上記「2008年中期経営計画」では、当社グループの企業体質をより強固なものにすべく、次の方針等

を掲げております。 

○ 総合エレクトロニクスソリューション企業としての事業基盤の確立 

○ ＣＳＲ経営の取り組み強化 

○ 強固な経営体質の確立 

○ 魅力ある企業文化の確立と人的リソースの向上 

 これらの方針に基づく各種施策と経費抑制を確実に推進しながら売上高、利益の拡大を図り、お客様

からも仕入先からも必要とされるソリューションサプライヤーとして確固たる地位を築いてまいりま

す。 

  

当社グループが属するエレクトロニクス業界はグローバルな競争が一層激化し、事業再編や提携、海

外生産移管、ＳＣＭ（サプライチェーンマネジメント）の進展など環境は目まぐるしく変化しておりま

す。 

 このような環境のもと当社グループといたしましては、企業体質を一層強固なものとし、真のソリュ

ーション指向、お客様指向に向けた取組みが必要だと考えております。特に当社グループと関わりの深

い自動車業界では、情報通信技術の進化と自動車のＩＴ化を一層進め、安全性・環境性・快適性・利便

性を兼ね備えた自動車社会の実現に向けた取組みや、究極のエコカー実現にむけた開発が始まっていま

す。また、個人がいつでもどこでも複数の情報機器を利用できる社会（ユビキタスネットワーク社会）

が実現すると言われており、情報通信技術の進化に伴いネットワークシステムやそれに関連する電子機

器の応用範囲もさらに広がってまいります。 

 当社グループといたしましては、これらの成長セクターにフォーカスした取組みを推進するととも

に、電子部品・電子機器・自社製品の３事業個々のソリューション提案に留まらず、３事業の特長や機

能を整合し、その融合によって総合力を発揮し、業績の拡大を図ってまいります。 

  

内部管理体制の整備・運用状況は「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」にて記載いたしま

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

(5) その他、会社の経営上重要な事項
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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 2,813 5,393 

受取手形及び売掛金 24,599 13,625 

たな卸資産 4,974 － 

商品及び製品 － 3,681 

仕掛品 － 327 

原材料及び貯蔵品 － 184 

繰延税金資産 308 158 

その他 154 287 

貸倒引当金 △5 △2 

流動資産合計 32,845 23,656 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 1,374 1,389 

減価償却累計額 △846 △876 

建物及び構築物（純額） 527 512 

機械装置及び運搬具 21 20 

減価償却累計額 △12 △13 

機械装置及び運搬具（純額） 8 7 

土地 1,150 1,970 

リース資産 － 39 

減価償却累計額 － △1 

リース資産（純額） － 37 

建設仮勘定 2 － 

その他 804 804 

減価償却累計額 △709 △713 

その他（純額） 94 90 

有形固定資産合計 1,783 2,618 

無形固定資産 509 1,062 

投資その他の資産 

投資有価証券 806 649 

繰延税金資産 405 517 

その他 898 792 

貸倒引当金 △72 △56 

投資その他の資産合計 2,037 1,903 

固定資産合計 4,331 5,584 

資産合計 37,177 29,240 
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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 12,600 5,406 

短期借入金 2,060 2,540 

1年内返済予定の長期借入金 300 300 

1年内償還予定の社債 300 300 

リース債務 － 7 

未払法人税等 811 39 

役員賞与引当金 28 22 

その他 1,187 720 

流動負債合計 17,287 9,335 

固定負債 

社債 300 － 

長期借入金 3,100 3,400 

リース債務 － 32 

繰延税金負債 0 0 

退職給付引当金 557 567 

役員退職慰労引当金 247 263 

固定負債合計 4,206 4,263 

負債合計 21,493 13,599 

純資産の部 

株主資本 

資本金 2,439 2,439 

資本剰余金 2,884 2,884 

利益剰余金 10,427 10,598 

自己株式 △157 △209 

株主資本合計 15,593 15,712 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 86 11 

繰延ヘッジ損益 1 1 

為替換算調整勘定 1 △84 

評価・換算差額等合計 89 △71 

純資産合計 15,683 15,641 

負債純資産合計 37,177 29,240 
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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 74,859 58,725

売上原価 67,429 53,069

売上総利益 7,430 5,655

販売費及び一般管理費

貸倒引当金繰入額 13 －

役員賞与引当金繰入額 28 22

役員退職慰労引当金繰入額 22 23

給料及び手当 2,276 2,154

退職給付引当金繰入額 109 130

その他 ※1 2,045 ※1 2,186

販売費及び一般管理費合計 4,494 4,517

営業利益 2,935 1,138

営業外収益

受取利息 28 17

受取配当金 11 11

業務受託手数料 6 －

その他 13 20

営業外収益合計 59 49

営業外費用

支払利息 85 89

為替差損 29 －

売上債権売却損 － 12

その他 15 3

営業外費用合計 131 105

経常利益 2,864 1,082

特別利益

固定資産売却益 ※2 － ※2 0

投資有価証券売却益 5 －

貸倒引当金戻入額 5 6

特別利益合計 10 7

特別損失

固定資産処分損 ※3 2 ※3 2

投資有価証券売却損 1 －

投資有価証券評価損 56 41

会員権評価損 － 15

特別損失合計 60 58

税金等調整前当期純利益 2,814 1,030

法人税、住民税及び事業税 1,279 514

法人税等調整額 △60 91

法人税等合計 1,218 605

当期純利益 1,595 424
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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 2,439 2,439 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 2,439 2,439 

資本剰余金 

前期末残高 2,884 2,884 

当期変動額 

自己株式の処分 － △0 

当期変動額合計 － △0 

当期末残高 2,884 2,884 

利益剰余金 

前期末残高 9,055 10,427 

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － 3 

当期変動額 

剰余金の配当 △224 △257 

当期純利益 1,595 424 

当期変動額合計 1,371 167 

当期末残高 10,427 10,598 

自己株式 

前期末残高 △1 △157 

当期変動額 

自己株式の取得 △155 △52 

自己株式の処分 － 0 

当期変動額合計 △155 △52 

当期末残高 △157 △209 

株主資本合計 

前期末残高 14,377 15,593 

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － 3 

当期変動額 

剰余金の配当 △224 △257 

当期純利益 1,595 424 

自己株式の取得 △155 △52 

自己株式の処分 － 0 

当期変動額合計 1,216 115 

当期末残高 15,593 15,712 
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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 217 86 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △131 △75 

当期変動額合計 △131 △75 

当期末残高 86 11 

繰延ヘッジ損益 

前期末残高 △0 1 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2 0 

当期変動額合計 2 0 

当期末残高 1 1 

為替換算調整勘定 

前期末残高 11 1 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10 △86 

当期変動額合計 △10 △86 

当期末残高 1 △84 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 228 89 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △139 △161 

当期変動額合計 △139 △161 

当期末残高 89 △71 

純資産合計 

前期末残高 14,606 15,683 

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － 3 

当期変動額 

剰余金の配当 △224 △257 

当期純利益 1,595 424 

自己株式の取得 △155 △52 

自己株式の処分 － 0 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △139 △161 

当期変動額合計 1,077 △46 

当期末残高 15,683 15,641 
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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 2,814 1,030 

減価償却費 105 144 

固定資産除売却損益（△は益） 2 2 

会員権評価損 － 15 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 △35 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 2 △6 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 12 15 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △6 10 

受取利息及び受取配当金 △39 △29 

支払利息 85 89 

投資有価証券売却損益（△は益） △4 － 

投資有価証券評価損益（△は益） 56 41 

売上債権の増減額（△は増加） △1,124 10,973 

たな卸資産の増減額（△は増加） △198 781 

仕入債務の増減額（△は減少） 420 △7,194 

差入保証金の増減額（△は増加） 830 － 

その他 △84 △253 

小計 2,873 5,585 

利息及び配当金の受取額 39 29 

利息の支払額 △85 △91 

法人税等の支払額 △927 △1,400 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,901 4,122 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

定期預金の払戻による収入 － 100 

投資有価証券の取得による支出 △105 △10 

投資有価証券の売却による収入 59 － 

有形固定資産の取得による支出 △104 △925 

有形固定資産の売却による収入 － 0 

無形固定資産の取得による支出 △265 △821 

その他の支出 △10 △9 

その他の収入 10 － 

投資活動によるキャッシュ・フロー △417 △1,666 
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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） △460 480 

長期借入れによる収入 500 600 

長期借入金の返済による支出 △850 △300 

社債の償還による支出 － △300 

自己株式の取得による支出 △155 △52 

配当金の支払額 △224 △257 

その他 － 39 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,189 209 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △14 △86 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 278 2,579 

現金及び現金同等物の期首残高 2,394 2,673 

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 2,673 ※1 5,253 
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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

項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項 イ 連結子会社の数   ３社
 (海外)  
 連結子会社名  
 SINGAPORE HAGIWARA PTE.LTD. 
 HAGIWARA AMERICA,INC. 
 萩原電気貿易（上海）有限公司

イ 連結子会社の数   ３社
  (海外)  
  連結子会社名

同左

ロ 非連結子会社 
   該当事項はありません。

ロ 非連結子会社
同左

２ 持分法の適用に関する事
項

 該当事項はありません。 同左

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。 
 連結財務諸表の作成にあたっては、
連結子会社の同日現在の財務諸表を使
用しておりますが、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。

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

イ 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)

 時価のないもの
    移動平均法による原価法

イ 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
同左

ロ デリバティブ
時価法

ロ デリバティブ
同左

ハ たな卸資産
  主として移動平均法による原価法

ハ たな卸資産
  通常の販売目的で保有するたな卸 
 資産
  主として移動平均法による原価法 
 （収益性の低下による簿価切下げの 
 方法）によっております。
(会計方針の変更)
  当連結会計年度より、「棚卸資産 
 の評価に関する会計基準」（企業会 
 計基準第９号 平成18年７月５日公 
 表分）を適用しております。
  これにより営業利益、経常利益及 
 び税金等調整前当期純利益は、それ 
 ぞれ231百万円減少しております。
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 (2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法

イ 有形固定資産
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
主として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
主として旧定額法によっておりま
す。

 c.平成19年４月１日以降に取得した
もの
主として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
主として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
主として定率法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりで
あります。 
 建物       27～50年 
 機械装置     10～12年

(会計方針の変更)
 法人税法の改正((所得税等の一部
を改正する法律 平成19年３月30日
法律第６号)及び(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
ております。 
 この結果、従来の方法によった場
合に比べて、売上総利益が３百万
円、営業利益が４百万円、経常利益
が４百万円、税金等調整前当期純利
益が４百万円それぞれ減少しており
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、取得価額の５％に達した翌連結
会計年度から５年間で均等償却する
方法によっております。 
 当該変更に伴う損益に与える影響
は軽微であります。

イ 有形固定資産(リース資産を除く)
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
主として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
主として旧定額法によっておりま
す。
c.平成19年４月１日以降に取得した

もの
主として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
主として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
主として定率法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりで
あります。 
 建物       27～50年 
 機械装置     ７～10年

ロ 無形固定資産
  主として定額法によっておりま
す。

  なお、耐用年数については、法人
税法に規定する方法と同一の基準に
よっております。

  ただし、ソフトウェア(自社利用
分)については社内における利用可
能期間(５年)に基づく定額法によっ
ております。

ロ 無形固定資産(リース資産を除く)
 主として定額法によっておりま
す。
 なお、耐用年数については、法人
税法に規定する方法と同一の基準に
よっております。
 ただし、ソフトウェア(自社利用
分)については社内における利用可
能期間(５年)に基づく定額法によっ
ております。

ハ リース資産
  所有権移転外ファイナンス・リー 
 ス取引に係るリース資産 
  リース期間を耐用年数とし、残存 
 価額をゼロとして算定する方法によ 
 っております。
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 (3) 重要な引当金の計上基
準

イ 貸倒引当金
  債権の貸倒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
については個別債権の回収可能性を
勘案し、回収不能見込額を計上して
おります。

イ 貸倒引当金

同左

ロ 役員賞与引当金
 親会社は、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
額に基づき当連結会計年度に見合う
分を計上しております。

ハ 退職給付引当金

  親会社は、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、当連結会計期間末にお

いて発生していると認められる額を

計上しております。

  数理計算上の差異は、各連結会計

年度の発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数(15年)によ

る定額法により、それぞれ発生の翌

連結会計年度から費用処理しており

ます。

ニ 役員退職慰労引当金

  親会社は、役員退職慰労金の支出

に備えるため、内規に基づく期末要

支給額の100％相当額を計上してお

ります。

ロ 役員賞与引当金
同左

ハ 退職給付引当金
同左

ニ 役員退職慰労引当金

同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 (4) 連結財務諸表の作成の

基礎となった連結会社

の財務諸表の作成にあ

たって採用した重要な

外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の

基準

 在外子会社の資産、負債、収益及び

費用は、在外子会社の決算日の直物為

替相場により円貨に換算し、換算差額

は純資産の部における為替換算調整勘

定に含めております。

同左

 (5) 重要なリース取引の処

理方法

 親会社は、リース物件の所有権が借

主に移転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理によっております。

──────────────

 (6) 重要なヘッジ会計の方

法

イ ヘッジ会計の方法

  繰延ヘッジ処理によっておりま

す。

イ ヘッジ会計の方法

同左

ロ ヘッジ手段とヘッジ対象

 ヘッジ手段

 金利スワップ取引

 ヘッジ対象

 借入金の利息

ロ ヘッジ手段とヘッジ対象

 ヘッジ手段

同左
ヘッジ対象

同左

ハ ヘッジ方針

 金利スワップ取引

  固定金利の長期金銭債務につい

て、市場の実勢金利に近づける目的

と、変動金利の金銭債務について、

将来の金利上昇における損失を軽減

する目的を達成する範囲で行う方針

であります。

ハ ヘッジ方針

 金利スワップ取引

同左

ニ ヘッジ有効性評価の方法

  ヘッジ開始時から有効性判定時期

までの期間において、ヘッジ対象の

相場変動とヘッジ手段の相場変動と

の比較によっております。

 

ニ ヘッジ有効性評価の方法

同左

 (7) 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

 税抜方式により処理しております。

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、全面時価評価法によることとし

ております。

同左

６ のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

 該当事項はありません。 同左

７ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

 手許現金、随時引き出し可能な預金

及び容易に換金可能であり、かつ、価

値の変動について僅少なリスクしか負

わない取得日から３ヶ月以内に償還期

限の到来する短期投資からなっており

ます。

同左
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(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

(会計処理の変更)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

───────────────── （リース取引に関する会計基準）

 所有権移転外ファイナンス・リース取引につい

ては、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計

処理によっておりましたが、当連結会計年度よ

り、「リース取引に関する会計基準」（企業会計

基準第13号（平成５年６月17日（企業審議会第一

部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース

取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認

会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30

日改正））を適用し、通常の売買取引に係る会計

処理によっております。

 なお、リース取引会計基準の改正適用初年度開

始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引に

ついては、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっております。

 当該変更に伴う損益に与える影響はありませ

ん。

（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関

する当面の取扱い）

 当連結会計年度より、「連結財務諸表作成にお

ける在外子会社の会計処理に関する当面の取扱

い」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）

を適用し、連結上必要な修正を行っております。

 当該変更に伴う損益に与える影響は軽微であり

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)

（連結損益計算書）

 前連結会計年度において営業外費用「その他」

に含めて表示しておりました「為替差損」（前連

結会計年度１百万円）については、営業外費用の

10/100超となったため、当連結会計年度より区分

掲記しております。

（連結キャッシュ・フロー）

 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」に含めて表示しており

ました「投資有価証券評価損」（前連結会計年度

０百万円）及び「営業保証金の減少額」（前連結

会計年度△13百万円）については、重要性が増し

たため、当連結会計年度より区分掲記しておりま

す。

 前連結会計年度において投資活動によるキャッ

シュ・フローの「その他」に含めて表示しており

ました「無形固定資産の取得による支出」（前連

結会計年度４百万円）については、重要性が増し

たため、当連結会計年度より区分掲記しておりま

す。

 前連結会計年度において財務活動によるキャッ

シュ・フローの「その他」に含めて表示しており

ました「自己株式の取得による支出」（前連結会

計年度０百万円）については、重要性が増したた

め、当連結会計年度より区分掲記しております。

（連結貸借対照表）

 財務諸表等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」として掲記されたものは、当連結会計年

度から「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び

貯蔵品」に区分掲記しております。

 なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含ま

れる「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯

蔵品」は、それぞれ4,252百万円、466百万円、256

百万円であります。

（連結損益計算書）

 前連結会計年度において区分掲記しておりまし

た「業務受託手数料」（当連結会計年度４百万

円）については、営業外収益の10/100以下である

ため、営業外収益の「その他」に含めて表示して

おります。

 前連結会計年度において営業外費用の「その

他」に含めて表示しておりました「売上債権売却

損」（前連結会計年度10百万円）については、営

業外費用の10/100超となったため、当連結会計年

度より区分掲記しております。
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(8) 連結財務諸表に関する注記事項

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

※１ 一般管理費に含まれる研究開発費は、22百万円

であります。

※２     ───────────

※１ 一般管理費に含まれる研究開発費は、28百万円で

あります。

※２ 固定資産売却益の内容

機械装置及び運搬具 0百万円

 

※３ 固定資産処分損の内容

建物及び構築物（除却) 0百万円

工具器具備品（除却) 1百万円

無形固定資産 1百万円

    計 2百万円

※３ 固定資産処分損の内容

建物及び構築物（除却） 1百万円

機械装置及び運搬具（除却） 0百万円

工具器具備品（除却） 0百万円

工具器具備品（売却) 0百万円

   計 2百万円
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（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく取得    133,800株 

  

   該当事項はありません。 
  

 
  

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）

１ 発行済株式に関する事項

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) 6,908,000 ― ― 6,908,000

２ 自己株式に関する事項

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) 2,845 133,800 ― 136,645

３ 新株予約権等に関する事項

４ 配当に関する事項

 (1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（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 120 17.50 平成19年３月31日 平成19年６月29日

平成19年11月７日 
取締役会

普通株式 103 15.00 平成19年９月30日 平成19年12月７日

 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
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 135 20.00 平成20年３月31日 平成20年６月30日
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（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく取得    75,400株 

  

   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）

１ 発行済株式に関する事項

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) 6,908,000 ― ― 6,908,000

２ 自己株式に関する事項

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) 136,645 75,550 100 212,095

３ 新株予約権等に関する事項

４ 配当に関する事項

 (1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（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 135 20.00 平成20年３月31日 平成20年６月30日

平成20年11月６日 
取締役会

普通株式 121 18.00 平成20年９月30日 平成20年12月５日

 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
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21年６月26日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 120 18.00 平成21年３月31日 平成21年６月29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)

※１ 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 2,813百万円

 預入期間が３ヶ月を超える 
 定期預金

△140百万円

 現金及び現金同等物 2,673百万円

※１ 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 5,393百万円

預入期間が３ヶ月を超える 
 定期預金

△140百万円

現金及び現金同等物 5,253百万円

萩原電気㈱ (7467) 平成21年３月期決算短信

－23－



  

当社グループはエレクトロニクス分野において、電子部品・電子機器の販売、ＦＡ機器の製

造・販売およびこれらに付随する事業を営んでおり、事業区分としては単一セグメントであるた

め、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

  

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金額の合計に占める「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。 

  

  

海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

       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。 

  

  

該当事項はありません。 

  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

 前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)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)

２ 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)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)

３ 海外売上高

 前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)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)

(リース取引関係)

(関連当事者情報)

 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)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)
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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)

 未払事業税 61百万円

 未払賞与 217百万円

 その他 30百万円

  繰延税金資産(流動)小計 308百万円

繰延税金資産(固定)

 退職給付引当金 226百万円

 役員退職慰労引当金 100百万円

 減損損失累計額 130百万円

 その他 77百万円

  繰延税金資産(固定)小計 534百万円

 繰延税金資産小計 843百万円

 評価性引当額 △69百万円

繰延税金資産合計 773百万円

繰延税金負債(固定)

 その他有価証券評価差額金 △58百万円

 その他 △1百万円

繰延税金負債合計 △59百万円

繰延税金資産の純額 713百万円

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)

未払賞与 136百万円

たな卸資産評価損 93百万円

その他 22百万円

 繰延税金資産（流動）小計 252百万円

繰延税金資産（固定）

退職給付引当金 230百万円

役員退職慰労引当金 106百万円

減価償却費限度超過 151百万円

減損損失累計額 117百万円

その他 55百万円

 繰延税金資産（固定）小計 662百万円

繰延税金資産小計 915百万円

評価性引当額 △229百万円

繰延税金資産合計 685百万円

繰延税金負債（固定）

その他有価証券評価差額金 △7百万円

その他 △2百万円

繰延税金負債合計 △9百万円

繰延税金資産の純額 675百万円

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

法定実効税率 40.6％

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.8％

課税対象特定外国子会社留保金 1.9％

その他 △1.0％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.3％
 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

法定実効税率 40.6％

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目 4.5％

課税対象特定外国子会社留保金 3.1％

評価性引当金 15.6％

その他 △5.0％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 58.8％
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 (注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。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41百万円を計上しております。 

  

  

 
  

  

(有価証券関係)

１ その他有価証券で時価のあるもの

その他有価証券

前連結会計年度
(平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(平成21年３月31日)

取得原価
(百万円)

連結決算日
における
連結貸借対
照表計上額
(百万円)

差額
(百万円)

取得原価
(百万円)

連結決算日
における
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 181 354 172 92 138 46

②債券 ─ ─ ─ ─ ─ ─

③その他 ─ ─ ─ ─ ─ ─

小計 181 354 172 92 138 46

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 98 92 △6 158 150 △8

②債券 300 278 △21 300 281 △18

③その他 6 6 ― 4 4 ─

小計 405 377 △27 463 435 △27

合計 586 731 144 555 574 18

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券

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)

売却額(百万円) 59 ─

売却益の合計(百万円) 5 ─

売却損の合計(百万円) 1 ─

３ 時価評価されていない主な有価証券(時価のある有価証券のうち満期保有目的の債券を除く)

区分

前連結会計年度
(平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(平成21年３月31日)

連結貸借対照表計上額(百万円) 連結貸借対照表計上額(百万円)

その他有価証券

 非上場株式 75 75

萩原電気㈱ (7467) 平成21年３月期決算短信

－26－



  

  

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) 

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

 
(注) １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

該当事項はありません。 

(デリバティブ取引関係)

    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。

(退職給付関係)

 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。

(ストック・オプション等関係)

(企業結合等関係)

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)

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株当たり情報)

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株当たり純資産額 2,316円17銭 2,335円92銭

１株当たり当期純利益 231円87銭 62円98銭

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益

潜在株式調整後１株当たりの当期純

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。 

 

潜在株式調整後１株当たりの当期純

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。 

 

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)

連結損益計算書上の当期純利益 1,595百万円 424百万円

普通株主に帰属しない金額 ─百万円 ─百万円

普通株式に係る当期純利益 1,595百万円 424百万円

普通株式の期中平均株式数 6,882,855株 6,743,230株

(重要な後発事象)
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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 2,493 5,070 

受取手形 1,050 639 

売掛金 23,428 12,922 

商品 3,890 － 

製品 130 － 

商品及び製品 － 3,487 

原材料 254 － 

仕掛品 466 327 

貯蔵品 1 － 

原材料及び貯蔵品 － 184 

前渡金 13 4 

前払費用 12 27 

繰延税金資産 307 158 

その他 125 249 

貸倒引当金 △5 △2 

流動資産合計 32,168 23,069 

固定資産 

有形固定資産 

建物 1,326 1,341 

減価償却累計額 △805 △834 

建物（純額） 521 506 

構築物 42 43 

減価償却累計額 △38 △38 

構築物（純額） 4 4 

機械及び装置 11 11 

減価償却累計額 △7 △8 

機械及び装置（純額） 4 2 

車両運搬具 1 1 

減価償却累計額 △0 △1 

車両運搬具（純額） 0 0 

工具、器具及び備品 790 789 

減価償却累計額 △699 △704 

工具、器具及び備品（純額） 90 85 

土地 1,150 1,970 

リース資産 － 39 

減価償却累計額 － △1 

リース資産（純額） － 37 

建設仮勘定 2 － 
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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) 

有形固定資産合計 1,774 2,608 

無形固定資産 

ソフトウエア 56 192 

ソフトウエア仮勘定 436 855 

その他 12 12 

無形固定資産合計 505 1,060 

投資その他の資産 

投資有価証券 806 649 

関係会社株式 98 98 

関係会社出資金 35 14 

破産更生債権等 42 56 

長期前払費用 2 6 

繰延税金資産 405 516 

長期預金 500 400 

その他 351 325 

貸倒引当金 △72 △56 

投資その他の資産合計 2,170 2,010 

固定資産合計 4,449 5,678 

資産合計 36,618 28,748 

負債の部 

流動負債 

支払手形 3,056 2,096 

買掛金 9,325 3,165 

短期借入金 2,060 2,540 

1年内返済予定の長期借入金 300 300 

1年内償還予定の社債 300 300 

リース債務 － 7 

未払金 514 261 

未払費用 613 411 

未払法人税等 776 18 

未払消費税等 37 21 

前受金 1 0 

預り金 18 20 

役員賞与引当金 28 22 

その他 1 0 

流動負債合計 17,032 9,166 

固定負債 

社債 300 － 

長期借入金 3,100 3,400 

リース債務 － 32 
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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) 

退職給付引当金 557 567 

役員退職慰労引当金 247 263 

固定負債合計 4,205 4,263 

負債合計 21,237 13,429 

純資産の部 

株主資本 

資本金 2,439 2,439 

資本剰余金 

資本準備金 1,214 1,214 

その他資本剰余金 1,669 1,669 

資本剰余金合計 2,884 2,884 

利益剰余金 

その他利益剰余金 

別途積立金 7,000 9,000 

繰越利益剰余金 3,126 1,191 

利益剰余金合計 10,126 10,191 

自己株式 △157 △209 

株主資本合計 15,292 15,305 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 86 11 

繰延ヘッジ損益 1 1 

評価・換算差額等合計 88 13 

純資産合計 15,380 15,318 

負債純資産合計 36,618 28,748 
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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 

商品売上高 68,662 53,264 

製品売上高 4,600 4,098 

売上高合計 73,263 57,363 

売上原価 

商品売上原価 

商品期首たな卸高 3,884 3,890 

当期商品仕入高 62,182 47,773 

合計 66,067 51,663 

商品期末たな卸高 3,890 3,403 

商品売上原価 62,177 48,260 

製品売上原価 

製品期首たな卸高 96 130 

当期製品製造原価 3,989 3,645 

合計 4,086 3,775 

製品期末たな卸高 130 83 

製品売上原価 3,956 3,691 

売上原価合計 66,133 51,952 

売上総利益 7,130 5,411 

販売費及び一般管理費 

運賃 213 200 

貸倒引当金繰入額 13 － 

役員報酬 127 125 

役員賞与引当金繰入額 28 22 

役員退職慰労引当金繰入額 22 23 

給料及び手当 2,237 2,110 

法定福利及び厚生費 270 286 

退職給付引当金繰入額 109 130 

旅費交通費及び通信費 288 262 

減価償却費 64 96 

賃借料 215 210 

業務委託費 － 242 

その他 ※1 769 ※1 679 

販売費及び一般管理費合計 4,359 4,390 

営業利益 2,770 1,020 

営業外収益 

受取利息 19 10 

受取配当金 34 31 

その他 23 19 

営業外収益合計 77 61 
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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) 

営業外費用 

支払利息 79 83 

社債利息 5 5 

為替差損 40 1 

売上債権売却損 － 12 

その他 15 3 

営業外費用合計 141 106 

経常利益 2,706 975 

特別利益 

投資有価証券売却益 5 － 

貸倒引当金戻入額 5 6 

特別利益合計 10 6 

特別損失 

固定資産処分損 ※2 2 ※2 2 

投資有価証券売却損 1 － 

投資有価証券評価損 56 41 

関係会社出資金評価損 － 20 

会員権評価損 － 15 

特別損失合計 60 79 

税引前当期純利益 2,657 902 

法人税、住民税及び事業税 1,245 491 

法人税等調整額 △59 88 

法人税等合計 1,186 579 

当期純利益 1,470 322 
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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 2,439 2,439 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 2,439 2,439 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 1,214 1,214 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,214 1,214 

その他資本剰余金 

前期末残高 1,669 1,669 

当期変動額 

自己株式の処分 － △0 

当期変動額合計 － △0 

当期末残高 1,669 1,669 

資本剰余金合計 

前期末残高 2,884 2,884 

当期変動額 

自己株式の処分 － △0 

当期変動額合計 － △0 

当期末残高 2,884 2,884 

利益剰余金 

その他利益剰余金 

別途積立金 

前期末残高 7,000 7,000 

当期変動額 

別途積立金の積立 － 2,000 

当期変動額合計 － 2,000 

当期末残高 7,000 9,000 

繰越利益剰余金 

前期末残高 1,880 3,126 

当期変動額 

剰余金の配当 △224 △257 

当期純利益 1,470 322 

別途積立金の積立 － △2,000 

当期変動額合計 1,245 △1,934 

当期末残高 3,126 1,191 
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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) 

利益剰余金合計 

前期末残高 8,880 10,126 

当期変動額 

剰余金の配当 △224 △257 

当期純利益 1,470 322 

別途積立金の積立 － － 

当期変動額合計 1,245 65 

当期末残高 10,126 10,191 

自己株式 

前期末残高 △1 △157 

当期変動額 

自己株式の取得 △155 △52 

自己株式の処分 － 0 

当期変動額合計 △155 △52 

当期末残高 △157 △209 

株主資本合計 

前期末残高 14,201 15,292 

当期変動額 

剰余金の配当 △224 △257 

当期純利益 1,470 322 

自己株式の取得 △155 △52 

自己株式の処分 － 0 

当期変動額合計 1,090 13 

当期末残高 15,292 15,305 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 217 86 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △131 △75 

当期変動額合計 △131 △75 

当期末残高 86 11 

繰延ヘッジ損益 

前期末残高 △0 1 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2 0 

当期変動額合計 2 0 

当期末残高 1 1 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 217 88 
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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) 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △128 △74 

当期変動額合計 △128 △74 

当期末残高 88 13 

純資産合計 

前期末残高 14,418 15,380 

当期変動額 

剰余金の配当 △224 △257 

当期純利益 1,470 322 

自己株式の取得 △155 △52 

自己株式の処分 － 0 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △128 △74 

当期変動額合計 961 △61 

当期末残高 15,380 15,318 
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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

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

子会社株式

  移動平均法による原価法

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)

子会社株式

同左

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 デリバティブ等の評価基

準及び評価方法

デリバティブ 

 時価法

デリバティブ

同左

３ たな卸資産の評価基準及

び評価方法

商品・製品・原材料・仕掛品 

 移動平均法による原価法 

貯蔵品 

 終仕入原価法による原価法

通常の販売目的で保有するたな卸資産

 評価基準は原価法（収益性の低下に

よる簿価切下げの方法）によっており

ます。

商品・製品・原材料・仕掛品
移動平均法

貯蔵品
終仕入原価法

（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。

これにより営業利益、経常利益及び
税引前当期純利益は、それぞれ231百万
円減少しております。
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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 固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産
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日以降に取得した
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。 
 なお、主な耐用年数は次のとおり
であります。 
建物        27年～50年 
機械装置      10年～12年

 
  (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)及び(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
ております。 
 この結果、従来の方法によった場
合に比べて、売上総利益が３百万
円、営業利益が４百万円、経常利益
が４百万円、税引前当期純利益が４
百万円それぞれ減少しております。

 (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、
取得価額の５％に達した翌事業年度
から５年間で均等償却する方法によ
っております。 
 当該変更に伴う損益に与える影響
は軽微であります。

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
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日以降に取得した
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。 
 なお、主な耐用年数は次のとおり
であります。 
建物        27年～50年 
機械装置      ７年～10年

(2) 無形固定資産

  定額法によっております。

  なお、耐用年数については、法人

税法に規定する方法と同一の基準に

よっております。

  ただし、ソフトウェア(自社利用

分)については社内における利用可

能期間(５年)に基づく定額法によっ

ております。

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

  定額法によっております。

  なお、耐用年数については、法人

税法に規定する方法と同一の基準に

よっております。

  ただし、ソフトウェア(自社利用

分)については社内における利用可

能期間(５年)に基づく定額法によっ

ております。

 

  

 

  

 

  

(3) 長期前払費用 

  定額法によっております。

(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 

 存価額をゼロとして算定する方法 

 によっております。

(4) 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)

５ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

  債権の貸倒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

については個別債権の回収可能性を

勘案し、回収不能見込額を計上して

おります。

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 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 
 当事業年度に見合う分を計上してお 
 ります。 

(2) 役員賞与引当金

同左

(3) 退職給付引当金

  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、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。

  数理計算上の差異は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数(15年)による定額法によ

り、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おります。

(3) 退職給付引当金

同左

(4) 役員退職慰労引当金

  役員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の

100％相当額を計上しております。

(4) 役員退職慰労引当金

同左

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

によっております。

──────────────

７ ヘッジ会計の方法 イ ヘッジ会計の方法

  繰延ヘッジ処理によっておりま

す。

イ ヘッジ会計の方法

  繰延ヘッジ処理によっておりま

す。

ロ ヘッジ手段とヘッジ対象

 ヘッジ手段
 金利スワップ取引
 ヘッジ対象

 借入金の利息

ロ ヘッジ手段とヘッジ対象

 ヘッジ手段

同左

 ヘッジ対象

同左

ハ ヘッジ方針

 金利スワップ取引

 固定金利の長期金銭債務について、

市場の実勢金利に近づける目的と、変

動金利の金銭債務について、将来の金

利上昇における損失を軽減する目的を

達成する範囲で行う方針であります。

ハ ヘッジ方針

 金利スワップ取引
同左

ニ ヘッジ有効性評価の方法

  ヘッジ開始時から有効性判定時期

までの期間において、ヘッジ対象の

相場変動とヘッジ手段の相場変動と

の比較によっております。

ニ 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

めの重要な事項

消費税等の会計処理

 税抜方式により処理しております。

消費税等の会計処理

同左
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(6) 重要な会計方針の変更

(会計処理の変更)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

─────────────── （リース取引に関する会計基準）

 所有権移転外ファイナンス・リース取引につい

ては、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計

処理によっておりましたが、当事業年度より、

「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（企業審議会第一部

会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取

引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会

計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日

改正））を適用し、通常の売買取引に係る会計処

理によっております。

 なお、リース取引会計基準の改正適用初年度開

始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引に

ついては、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっております。

 当該変更に伴う損益に与える影響はありませ

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）

 前事業年度において区分掲記しておりました

「営業保証金」（当事業年度113百万円）及び「保

険積立金」（当事業年度79百万円）については、

総資産の1／100以下であるため、投資その他の資

産の「その他」に含めて表示しております。

（損益計算書）

 前事業年度において区分掲記しておりました

「販売手数料」（当事業年度６百万円）について

は、営業外収益の10／100以下であるため、営業外

収益の「その他」に含めて表示しております。

 前事業年度において営業外費用「その他」に含

めて表示しておりました「為替差損」（前事業年

度０百万円）については、営業外費用の10／100超

となったため、当事業年度より区分掲記しており

ます。

（損益計算書）

 前事業年度において販売費及び一般管理費「そ

の他」に含めて表示しておりました「業務委託

費」（前事業年度34百万円）については、販売費

及び一般管理費の5／100超となったため、当事業

年度より区分掲記しております。

 前事業年度において営業外費用「その他」に含

めて表示しておりました「売上債権売却損」（前

事業年度10百万円）については、営業費用の10／

100超となったため、当事業年度より区分掲記して

おります。
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  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

   会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく取得    133,800株 

  

 
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

   会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく取得     75,400株 

(7) 個別財務諸表に関する注記事項

(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 一般管理費に含まれる研究開発費は、22百万円で

あります。

※１ 一般管理費に含まれる研究開発費は、28百万円で

あります。

 

※２ 固定資産処分損の内容

建物及び構築物（除却） 0百万円

工具器具備品（除却） 1百万円

ソフトウェア（除却） 1百万円

    計 2百万円

※２ 固定資産処分損の内容

建物及び構築物（除却） 1百万円

機械及び装置（除却） 0百万円

工具器具備品（除却） 0百万円

工具器具備品（売却） 0百万円

   計 2百万円

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）

１ 自己株式に関する事項

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） 2,845 133,800 － 136,645

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

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） 136,645 75,550 100 212,095
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子会社株式で時価のあるものは、ありません。 

  

子会社株式で時価のあるものは、ありません。 

  

  

(有価証券関係)

前事業年度(平成20年３月31日現在)

当事業年度(平成21年３月31日現在)

(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)

   未払事業税 61百万円

   未払賞与 217百万円

   その他 28百万円

    繰延税金資産(流動)小計 307百万円

  繰延税金資産(固定)

   退職給付引当金 226百万円

   役員退職慰労引当金 100百万円

   減損損失累計額 130百万円

   その他 76百万円

    繰延税金資産(固定)小計 533百万円

   繰延税金資産小計 841百万円

   評価性引当額 △69百万円

   繰延税金資産合計 771百万円

  繰延税金負債（固定）

   その他有価証券評価差額金 △58百万円

      その他 △1百万円

  繰延税金負債合計 △59百万円

  繰延税金資産の純額 712百万円

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)

   未払賞与 136百万円

   たな卸資産評価損 93百万円

   その他 21百万円

    繰延税金資産(流動)小計 252百万円

  繰延税金資産(固定)

   退職給付引当金 230百万円

   役員退職慰労引当金 106百万円

   減価償却費限度超過 151百万円

   減損損失累計額 117百万円

   その他 54百万円

    繰延税金資産(固定)小計 660百万円

   繰延税金資産小計 913百万円

   評価性引当額 △229百万円

   繰延税金資産合計 683百万円

  繰延税金負債（固定）

   その他有価証券評価差額金 △7百万円

   その他 △1百万円

  繰延税金負債合計 △9百万円

  繰延税金資産の純額 674百万円

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率 40.6％

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.8％

課税対象特定外国子会社留保金 2.0％

住民税均等割 0.5％

その他 △0.2％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 44.7％
 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率 40.6％

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目 5.0％

課税対象特定外国子会社留保金 3.5％

評価性引当金

その他

17.8％

△2.7％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 64.2％
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(注) １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

該当事項はありません。 

(１株当たり情報)

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株当たり純資産額 2,271円42銭 2,287円80銭

１株当たり当期純利益 213円63銭 47円87銭

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益

潜在株式調整後１株当たりの当期純

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。

潜在株式調整後１株当たりの当期純

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。

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)

損益計算書上の当期純利益 1,470百万円 322百万円

普通株主に帰属しない金額 ─百万円 ─百万円

普通株式に係る当期純利益 1,470百万円 322百万円

普通株式の期中平均株式数 6,882,855株 6,743,230株

(重要な後発事象)
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① 代表者及び代表取締役の異動 

 該当事項はありません。 

② その他の役員の異動 

 退任予定取締役 

           吉 田 哲 朗 （当社 顧問に就任予定） 

  昇格予定取締役 

   専務取締役   岩 井 三津雄 （現 常務取締役）  

   専務取締役   松 島  享  （現 常務取締役） 

  

 該当事項はありません。 

  

6. その他

(1) 役員の異動(平成21年６月26日予定)

(2) その他
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