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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 30,130 △4.6 642 △28.4 704 △30.1 203 △61.1
20年3月期 31,588 △3.1 898 5.1 1,008 6.5 524 △7.6

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 10.83 ― 0.8 1.9 2.1
20年3月期 26.91 ― 1.9 2.6 2.8

（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 36,017 26,727 74.2 1,418.96
20年3月期 36,839 27,268 74.0 1,447.48

（参考） 自己資本   21年3月期  26,727百万円 20年3月期  27,268百万円

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 3,593 △1,367 △303 5,847
20年3月期 △2,092 △207 △1,779 3,930

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 ― 7.50 ― 8.50 16.00 301 59.5 1.1
21年3月期 ― 7.50 ― 8.50 16.00 301 147.7 1.1
22年3月期 

（予想） ― 7.50 ― 8.50 16.00 71.7

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

14,335 4.7 30 93.7 60 △24.5 1 △84.3 0.05

通期 31,600 4.9 750 16.6 800 13.5 420 105.9 22.30
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4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

〔(注) 詳細は，24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，37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 20,347,851株 20年3月期 20,347,851株
② 期末自己株式数 21年3月期  1,511,759株 20年3月期  1,509,143株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記の業績予想は，本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり，実際の業績は，今後の様々な要因によって予想数値と
異なる場合があります。 
上記の予想に関する事項は，３ページ「１．経営成績および財政状態等(1)経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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当社における経営成績および財政状態の分析は，以下のとおりです。なお，当社の財務諸表は，わが国

において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づいて作成されています。この財務諸表の作成に

当たっては，一定の会計基準の範囲内で見積りが行われ，資産・負債や収益・費用の数値に反映されてい

る部分があります。また，文中の将来に関する事項は，当事業年度末現在において当社が判断したもので

す。 

当期は，地上デジタル放送への移行の本格化が見込まれるなか，販売力強化のための営業組織の刷

新，生産体制の見直しなど需要の増加に対応すべく社内体制の整備につとめてまいりました。しかし，

平成20年８月に開催された北京オリンピック需要が期待外れとなったこと，景気後退による消費の低

迷，新設住宅着工戸数が一旦回復の兆しを見せたものの当期後半に再び減少傾向となったこと等によ

り，年間を通じ売上高が伸び悩みました。 

 また，平成23年７月のアナログ放送終了を前に，地上デジタル放送関連の需要喚起を期待していまし

たが，依然模様眺めの状況が続き，売上高は301億30百万円（前期比4.6%減）となりました。 

 部門別の業績は，次のとおりです。 

 アンテナ部門においては，アナログ放送用のＶＨＦアンテナが減少しましたが，地上デジタル放送用

のＵＨＦアンテナが液晶テレビ出荷の伸びに連動し順調に推移したことにより，33億33百万円（前期比

1.5%増）となりました。 

 電子機器部門においては，主力製品である家庭用ブースター，衛星アンテナや新規分野の放送中継機

器は順調に推移しました。しかし，一部の地上デジタル放送関連機器の低価格化が影響し，202億12百

万円（前期比2.4%減）となりました。 

 電気通信工事部門においては，ビル・マンションなどの地上デジタル放送改修工事が増加しました。

しかし，電波障害対策工事やＣＡＴＶ工事が，デジタル化の模様眺めのなか大型受注に結びつかず，65

億83百万円（前期比13.1%減）となりました。 

 利益面においては，売上高の減少により，営業利益６億42百万円（前期比28.4%減），経常利益７億

４百万円（前期比30.1%減）となりました。 

当期純利益につきましては，経常利益の減少に加え，投資有価証券評価損２億22百万円を特別損失に計

上したことにより，２億３百万円（前期比61.0%減）となりました。 

  

次期につきましては，総務省がテレビ受信者支援センター（デジサポ）を全国に設置するなど，平成

23年７月の地上デジタル放送への完全移行に向けての総合対策が本格化するものと思われます。 

こうした環境のなか，当社は地上デジタル放送関連機器の需要増加や，デジタル化に向けた共同受信施

設等の工事受注に対応するための体制を整え，収益拡大に取組みます。 

 以上により，次期の業績見通しにつきましては，売上高316億円（前期比4.8%増），営業利益７億50

百万円（前期比16.6%増），経常利益８億円（前期比13.4%増），当期純利益４億20百万円（前期比

105.9%増）を見込んでいます。 

 なお，部門別売上高の見通しにつきましては，アンテナ部門37億６百万円（前期比11.1%増），電子

機器部門199億98百万円（前期比1.0%減），電気通信工事部門78億95百万円（前期比19.9%増）と予想し

ています。 

1. 経営成績および財政状態等

(1) 経営成績に関する分析
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当事業年度末における現金及び現金同等物は58億47百万円と前期末に比べ19億16百万円（48.7％増）

の増加となりました。活動別の各キャッシュ・フローは次のとおりです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

売上債権が回収促進により11億２百万円減少したこと，たな卸資産が12億20百万円減少したこと等が

主な増加要因となり，35億93百万円の収入超過となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

有形・無形固定資産の取得に11億12百万円を投資したこと，長期預金に５億円，有価証券・投資有価

証券の取得に５億97百万円投資したこと等が減少要因となり，13億67百万円の支出超過となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

配当金の支払３億１百万円，および，自己株式の取得に２百万円支出したことで３億３百万円の支出

超過となりました。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
（注）１.自己資本比率：自己資本／総資産 

２.時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

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。 

  

当社は，株主に対する利益還元を重要課題と認識し，株主資本の充実と，安定的な配当の維持を重視

しています。この基本的な考えに基づき，収益力と資産効率の向上に努力します。なお，当事業年度の

配当につきましては，期末配当を８円50銭とする旨を平成21年６月25日開催の株主総会に付議する予定

です。本総会にて承認を得られれば，中間配当の７円50銭と合わせて年間16円の配当となります。次期

の配当についても，安定的な配当維持の方針のもと，年間16円を予定しています。内部留保金につきま

しては，新製品の研究開発，生産販売体制の合理化策に有効活用し，業績向上の実現を目指します。 

  

  

(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 75.3% 71.1% 70.0% 74.0% 74.2%

時価ベースの自己資本比率 50.3% 57.5% 48.2% 42.9% 46.9%

(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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当社の事業の状況，経理の状況等に関する事項のうち，投資者の判断に重要な影響をおよぼす可能性

のある事項には，以下のようなものがあります。当社は，これらのリスク発生の可能性を認識した上

で，発生の回避および発生した場合は， 小限に抑えるべく対応に努めます。なお，文中の将来に関す

る事項は，当事業年度末現在において当社が判断したものであります。また，事業等のリスクはこれら

に限定されるものではありません。 

①経済情勢について 

 当社は，特定の商品や販売ルートに偏りがなく，販売先が全国にわたり分散しているため，経済情勢

に左右されにくい体質ではありますが，工事部門につきましては，公共事業の縮小が悪影響をおよぼす

可能性があります。 

②製造物責任について 

 当社は，ＣＡＴＶ機器やＩＴＳ機器および衛星アンテナなどの主要品目に対して，ISO9001の認証を

受け，その他の機器においても当該認証と同等のシステムで，顧客に信頼される品質管理に努めていま

すが，当社製品が予期せぬ不具合をおこし， 終消費者に対する賠償や回収，製造物賠償責任保険の適

用を超える賠償などが発生した場合，当社および当社製品への信頼性を損なうものであり，当社の業績

に影響をおよぼす可能性があります。 

③商品市況変動について 

 当社製品に使用している原材料は市況の影響を受け，価格が上昇することも想定されますが，昨今の

価格競争の激化により，製品価格への転嫁が困難な場合があり，製造コストの上昇分が吸収できずに，

収益に悪影響をおよぼす可能性があります。 

④海外生産について 

 中国，タイ，台湾などの海外生産比率の増大にともない，その国情の変化および社会的事件の発生な

どにより，業績に影響をおよぼす可能性があります。また，長期的な通貨の為替変動が業績に影響をお

よぼす可能性があります。 

⑤環境問題について 

 環境保全活動の一環として，グリーン調達事務局を設置し，EUのRoHS指令，WEEE指令に対応した特定

有害物質の使用削減をすすめていますが，今後，新たに制定される法令等によって多額の対策費用が発

生する可能性があります。 

⑥法的規制について 

 当社は，事業を展開する上で，電波法，建設業法等を中心に，事業の許認可，公正取引，特許，消費

者保護，租税等の様々な法的規制を受けています。万一，規制を遵守できなかった場合，当社の活動が

制限されたり，規制遵守のため，コストが発生する可能性も否定できません。したがって，当社の業績

に影響をおよぼす可能性があります。 

⑦個人情報の取扱について 

 当社は，個人情報保護の重要性を充分に認識しており，個人情報保護法の制定にともない，個人情報

保護方針・規程・要綱の策定および従業員教育を含めた社内体制の強化を推し進めています。しかしな

がら，個人情報の流出により問題が発生した場合には，社会的信用の失墜および損害賠償責任等によ

り，業績等に影響をおよぼす可能性があります。 

(4) 事業等のリスク
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⑧災害リスクについて 

 地震，火災，水害等の災害を想定して，災害発生時の訓練を定期的に行い，保険に加入するなど，損

害を 小限に抑える体制を整えています。特に本社，本社工場，高蔵寺ニュータウン工場は，震災およ

び水害の影響が少ない地域を選定し，耐震性に優れた建物の構造で建設していますが，大地震発生によ

る損害を充分にカバーできる保証はありません。その他の大きな災害についても完全に損害を排除でき

る保証はありません。 

⑨資産の時価下落について 

 当社の資産保有方針では，時価変動リスクが高い資産を必要以上に保有することはありませんが，事

業活動において必要性があると判断して取得した固定資産や有価証券等には，時価変動の影響を受ける

ものがあります。これらの資産については，可能な限りリスク回避できるよう，時価変動を注視してい

ますが，経済情勢等によっては，資産価額が一定水準以上に下落することも考えられます。この場合，

会計基準に従い保有資産に対して，減損損失や評価損等の損失が発生する可能性があります。 

⑩システム障害について 

 当社は，コンピューターウィルス等によるシステム障害を防止するため，ウィルスチェックプログラ

ムによる検知を徹底するなど，万全な対策を実施していますが，万一，ウィルス侵入等によるシステム

障害が発生した場合には，業務運営に支障が生じ，対策費用が発生する可能性があります。 
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当社の企業集団の状況は，当社および関連会社１社により構成され，テレビ受信関連機器，衛星通信関連機

器の製造・販売および電気通信工事の施工を主要業務としています。 

事業の系統図は次のとおりです。 

  

 

2. 企業集団の状況
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【経営理念】 

社長の指針 

・よい考え・よい製品 

・人のやらないことをやろう 

・仕事は仕事，遊びは遊びと割り切れる人になろう 

・優れたリーダーをもとう良いリーダーとなろう 

・運を大切に，チャンスは逃がすな 

・神はある，信じない人は不幸な人 

・道徳の向上 

・「私はマスプロのホープ」 

・私たちは他に負けないレベルですか？ 

・Speak up（遠慮なくしゃべれ） 

・健全な心と健康であることが人生で も重要 

経営の指針 

・A customer is a king. A customer is always right. 

・よい決定，よい決断 

・よい経営 

・売上拡大，販売グラフとにらめっこ 

・「若さ」は絶対必要 

・売れる商品か売れないかをハッキリ見とおせ 

・将来を読め 

・たゆまぬ努力の技術・市場開発 

・留守番所長，部・課長は卒業が近い 

・経営の目的は社会にこうけん 

・満つればくつがえる 

  

【行動規範】 

マスプロ電工の役員および従業員は，各種法令，社会規範，社内規定を遵守するとともに，以下の行

動規範を定め，市民社会の一員として，公正かつ透明な事業活動を行います。 

①法令遵守 

法令・社会規範の遵守，より高度な倫理観の確立 

・いかなるときも法令や社会規範を遵守します。 

・常に公正・公平・清廉に努めて行動します。 

・より高度な倫理観の確立を目指し，法令遵守の意識向上に努めます。 

②お客様との関係 

社会的に有用な製品・サービスの提供，個人・顧客情報の保護 

・お客様とのコミュニケーションを大切にし，使って楽しいと感じていただける，安全で安心な製品・

サービスを提供します。 

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針
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・お客様をはじめ，ステークホルダーの皆様からお預かりした個人情報を厳重に取扱い管理します。 

③取引先・業界・行政との関係 

公正・透明・自由な競争，政治・行政との健全な関係 

・独占禁止法や不正競争防止法，知的財産関連法規等を遵守し，公正で透明な取引を行い，フェアな競

争を実施することで業界の発展に努めます。 

・公務員や政治家などとの健全な関係を維持するため，政治的に中立な立場を堅持します。  

④株主との関係 

株主などとのコミュニケーション 

・積極的なＩＲ活動を通じて，株主・投資家の皆様に理解を深めていただくとともに，必要と認められ

る企業情報を，広く社会に対し積極的に開示します。 

・株主・投資家などの皆様の期待と信頼にお応えするため，持続的な企業価値の向上に努めます。 

・情報管理に細心の注意を払い，インサイダー取引に関わる法令・ルールおよび社内規定を遵守し，不

正な株式等の取引や第三者への情報漏洩が起こらないように努めます。 

⑤従業員との関係 

従業員の多様性・人格の尊重，安全で働きやすい就労環境 

・従業員一人ひとりの人権，多様性，人格，個性を尊重する男女共同参画社会の形成を推進し，人種・

国籍・思想信条・宗教・障害・年齢・性別等を理由にした差別的言動や嫌がらせを排除し，個人のプラ

イバシーを守ります。 

・従業員のゆとりと豊かさを実現し，快適・安全で清潔な職場環境を確保するとともに，自由で創造性

の発揮できる企業風土を実現します。 

・お互いの能力・価値観や自主性を尊重し，適材適所の配置と公平な機会均等の実現を図ります。 

⑥資産・権利の管理・保護 

資産・権利の適切な管理・保護の取組み 

・会社資産・財産の適切な管理に努め，効率的な運用を行います。 

・知的財産権の厳正なる保護・管理に努めるとともに，他者の権利を尊重し，いかなるときもこれらを

侵害しないよう，細心の注意を払います。 

・お取引先の秘密情報，お客様，役員・従業員の個人情報を厳重に取扱い管理します。 

⑦環境への取組み 

環境問題への自主的取組み 

・資源の有効活用・再資源化・省エネルギー・廃棄物の削減・環境汚染の予防に努め，地球環境を守る

日常活動を自主的かつ積極的に推進します。 

・従業員に環境教育を行い，環境保全の意識向上を図ります。  

⑧社会貢献活動 

社会貢献活動の推進 

・日常活動を通して，地域・社会との連携と協調を図り，健全な発展と調和に貢献します。 

⑨反社会勢力との対決 

反社会的勢力との関係 

・市民社会に脅威を与える反社会的勢力とは断固として決別し，不当な要求には毅然とした態度で対応

し，社会秩序の安定と維持に努めます。 

⑩国際社会における法令遵守 
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国際活動における進出先国への貢献 

・国際的な事業活動にあたり，国際ルールを遵守するとともに，諸外国の文化・慣習を尊重します。 

  

 平成23年７月のアナログ放送終了を前に，「地デジをすべての人に届けたい」を全社スローガンとし

て，地上デジタル放送の普及促進に貢献するため，あらゆる施策を実行していきます。 

経営指標としては，収益力の強化と資産効率の向上を目的として，株主資本当期純利益率(ＲＯＥ)５％

の達成を目指していきます。 

  

テレビ文化の発展とともに成長してきた当社にとって，地上テレビ放送のデジタル化への完全移行

は，大きな変革期ととらえています。 

①地上デジタル放送関連機器の売上拡大について 

 総務省は，今後３年間で合計約2,000億円の対策費を投入する方針を表明し，遅れているデジタル放

送の普及促進策を講じています。 

 この一環として，「テレビ受信者支援センター（デジサポ）」が全国51か所に設置され，地上デジタ

ル放送の中継局整備や，地上デジタル放送が受信できないビル・マンション，電波障害対策といったテ

レビ共同受信施設のデジタル化改修工事に拍車がかかってきました。 

 当社では，アンテナをはじめ，デジタルチューナーやＳＴＢといったデジタル機器およびデジタルレ

ベルチェッカーといった新製品を市場投入するとともに，お客様の必要なときに必要な製品をお届けで

きるよう，高蔵寺ニュータウン工場に製造部門を集約して，短納期体制を充実させました。 

 また，営業面では，平成20年７月より全国の44支店・営業所を６つにグループ化したブロック体制に

組織変更し，増加が予想されるデジタル関連市場や今後さらに大型・広域化するであろう市場ニーズに

迅速かつ柔軟に対応できるよう体制を強化しました。 

 このように，製造・販売の両面において，地上デジタル放送の普及に貢献していきます。 

②コアコンピタンスの拡大について 

 アナログ放送終了後のデジタル時代を当社の新ステージととらえ，長年培ってきた高周波技術・アン

テナ技術・無線技術を応用し，様々な分野での研究開発を推進していきます。 

 主な分野として，セキュリティー機器，放送中継機器，自動車関連機器などで，積極的な事業展開を

目指していきます。 

 セキュリティー機器分野では，文部科学省が注力する平成19年度「安全・安心・科学技術プロジェク

ト」で採択された「ミリ波パッシブ撮像装置（東北大学様，中央電子株式会社様との共同開発）」を空

港などで使われる新たな異物検出装置として，製品化を目指しています。 

放送中継機器分野では，放送局の送信所間で地上デジタル放送の番組中継を行う回線（ＴＴＬ: 

Transmitter to Transmitter Link）に用いる送受信機器に進出し，平成19年度に６ルート，平成20年

度に17ルートと着実に実績を伸ばしています。また，電波の届かない場所への放送電波を再送信するギ

ャップフィラーシステムは，山間地域のほか，都市地下街での活用など，期待できる分野と考えていま

す。 

 自動車関連機器分野としては，アナログ放送終了により新たにできる空き周波数を利用した交通イン

フラ通信の研究を進めています。 

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略および会社の対処すべき課題
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 また，その他の研究開発として，デジタル技術を応用した新製品や新分野への製品投入を目指して

いきます。 

 これらの新技術・新分野への研究開発を強化するとともに，他社との技術提携を促進し，戦略的業務

提携をも視野に入れた積極的な事業展開を図っていきます。 

また，将来を見据え，製品企画，開発，製造，販売の部門連携強化と全体 適化を目的とする業務改

革を行い，急速に変化する市場ニーズに対応できる体制を作ります。 

以上の取組みにより業績の向上を図るとともに，内部統制システムとＣＳＲ（企業の社会的責任）経

営を推進し，コンプライアンスおよびリスク管理を徹底して，企業価値の 大化を目指していきます。

なお，これまで中期経営計画「Challenge400」を掲げ，平成22年３月期の売上高400億円，経常利益

20億円の達成を目標としてまいりましたが，世界同時不況による景気の冷え込みや建築基準法の改正な

ど，想定外の事象が計画期中に多発したため，計画達成は厳しいものとなりました。 

 当期以降２～３年間は，地上デジタル放送完全移行のための様々な国家対策が実施されるなど，当社

をとりまく市場環境の大きな変化が見込まれ，新たな中長期計画につきましては，デジタル特需以降を

見据えた施策を構築したうえで，今後発表する予定です。 
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4.【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 4,433 ※1 5,850 

受取手形 1,429 1,227 

売掛金 4,430 4,064 

完成工事未収入金 2,653 2,118 

有価証券 98 － 

商品 164 － 

製品 5,852 － 

商品及び製品 － 4,642 

仕掛品 355 361 

未成工事支出金 278 323 

原材料 925 － 

貯蔵品 55 － 

原材料及び貯蔵品 － 1,084 

前渡金 39 － 

前払費用 7 6 

繰延税金資産 569 589 

その他 100 107 

貸倒引当金 △20 △21 

流動資産合計 21,375 20,355 

固定資産 

有形固定資産 

建物 4,389 4,545 

減価償却累計額 △2,843 △2,948 

建物（純額） 1,545 1,596 

構築物 402 430 

減価償却累計額 △330 △346 

構築物（純額） 72 83 

機械及び装置 658 754 

減価償却累計額 △479 △533 

機械及び装置（純額） 179 220 

車両運搬具 451 450 

減価償却累計額 △351 △366 

車両運搬具（純額） 99 84 

工具、器具及び備品 4,961 5,213 

減価償却累計額 △3,987 △4,313 

工具、器具及び備品（純額） 973 900 

土地 5,956 5,957 

建設仮勘定 13 9 

有形固定資産合計 8,841 8,851 

無形固定資産 

特許権 34 26 

ソフトウエア 232 232 

電話加入権 0 0 

ソフトウエア仮勘定 46 156 

無形固定資産合計 313 415 
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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 4,751 4,157 

関係会社株式 42 42 

出資金 6 6 

従業員に対する長期貸付金 3 2 

関係会社長期貸付金 85 84 

破産更生債権等 388 377 

長期前払費用 2 1 

繰延税金資産 1,118 1,312 

長期預金 － 500 

その他 197 173 

貸倒引当金 △286 △264 

投資その他の資産合計 6,309 6,394 

固定資産合計 15,464 15,662 

資産合計 36,839 36,017 

負債の部 

流動負債 

支払手形 649 771 

買掛金 ※3 2,327 ※3 2,607 

工事未払金 788 539 

未払金 940 762 

未払費用 1,106 1,090 

未払法人税等 294 115 

未払消費税等 9 174 

前受金 33 12 

未成工事受入金 50 62 

預り金 46 57 

工事損失引当金 － 2 

設備関係支払手形 2 4 

その他 0 － 

流動負債合計 6,249 6,202 

固定負債 

退職給付引当金 2,937 2,743 

長期未払金 197 154 

長期預り保証金 187 190 

固定負債合計 3,322 3,088 

負債合計 9,571 9,290 
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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 7,578 7,578 

資本剰余金 

資本準備金 8,421 8,421 

資本剰余金合計 8,421 8,421 

利益剰余金 

利益準備金 375 375 

その他利益剰余金 

別途積立金 11,000 11,200 

繰越利益剰余金 895 597 

利益剰余金合計 12,270 12,172 

自己株式 △1,454 △1,456 

株主資本合計 26,816 26,716 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 452 10 

評価・換算差額等合計 452 10 

純資産合計 27,268 26,727 

負債純資産合計 36,839 36,017 
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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 

製品売上高 23,067 22,627 

商品売上高 938 918 

完成工事高 7,582 6,583 

売上高合計 31,588 30,130 

売上原価 

製品売上原価 14,756 14,816 

商品売上原価 595 424 

完成工事原価 5,771 4,780 

売上原価合計 ※1 21,123 ※1 20,021 

売上総利益 10,464 10,108 

販売費及び一般管理費 ※2 9,566 ※2 9,465 

営業利益 898 642 

営業外収益 

受取利息 34 30 

有価証券利息 29 28 

受取配当金 106 72 

為替差益 1 － 

有価証券償還益 － 0 

投資事業組合運用益 12 0 

その他 25 19 

営業外収益合計 211 152 

営業外費用 

支払利息 0 0 

為替差損 － 4 

デリバティブ評価損 37 20 

有価証券償還損 7 2 

自己株式取得費用 23 － 

投資事業組合運用損 12 55 

固定資産除却損 15 5 

その他 5 2 

営業外費用合計 101 90 

経常利益 1,008 704 

特別利益 

固定資産売却益 ※3 2 ※3 － 

投資有価証券売却益 309 4 

貸倒引当金戻入額 2 25 

受取和解金 43 － 

特別利益合計 358 29 
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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) 

特別損失 

固定資産売却損 ※4 0 ※4 － 

固定資産除却損 ※5 0 ※5 3 

投資有価証券売却損 0 － 

投資有価証券評価損 46 222 

社葬関連費用 22 － 

退職功労金及び弔慰金 167 － 

特別損失合計 236 225 

税引前当期純利益 1,130 509 

法人税、住民税及び事業税 321 238 

過年度法人税等 － 61 

法人税等調整額 285 6 

法人税等合計 606 305 

当期純利益 524 203 

マスプロ電工㈱(6749)　平成21年３月期決算短信(非連結)

16



 
(注) 

 
  

【製品製造原価明細書および完成工事原価明細書】

 製品製造原価明細書

第53期
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

第54期
(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(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

Ⅰ 材料費 3,143 31.9 2,742 30.2

Ⅱ 労務費 1,201 12.2 1,101 12.1

Ⅲ 経費 ※２ 5,485 55.8 5,233 57.6

   当期総製造費用 9,830 100.0 9,076 100.0

   期首仕掛品たな卸高 451 355

    合計 10,282 9,432

   期末仕掛品たな卸高 355 361

   当期製品製造原価 9,926 9,070

第53期
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

第54期
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 １．原価計算の方法

当社の原価計算は，組別および工程別標準総合原

価計算です。

なお，原価差額は，期末たな卸資産と売上原価に

按分しています。

 １．原価計算の方法

同左

※２．経費のうち主なものは次のとおりです。

外注加工費 4,903百万円

減価償却費 314

※２．経費のうち主なものは次のとおりです。

外注加工費 4,603百万円

減価償却費 396
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(注) 

 
  

完成工事原価明細書

第53期
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

第54期
(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(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

Ⅰ 材料費 975 16.9 1,147 24.0

Ⅱ 労務費 5 0.0 ― ―

Ⅲ 経費 ※２ 4,790 83.0 3,632 75.9

   当期完成工事原価 5,771 100.0 4,780 100.0

第53期
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

第54期
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 １．原価計算の方法

当社の原価計算は，個別原価計算です。

 １．原価計算の方法

同左

※２．経費のうち主なものは次のとおりです。

外注費 4,332百万円

※２．経費のうち主なものは次のとおりです。

外注費 3,361百万円
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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 7,578 7,578 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 7,578 7,578 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 8,421 8,421 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 8,421 8,421 

資本剰余金合計 

前期末残高 8,421 8,421 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 8,421 8,421 

利益剰余金 

利益準備金 

前期末残高 375 375 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 375 375 

その他利益剰余金 

特別償却準備金 

前期末残高 1 － 

当期変動額 

特別償却準備金の取崩 △1 － 

当期変動額合計 △1 － 

当期末残高 － － 

別途積立金 

前期末残高 10,800 11,000 

当期変動額 

別途積立金の積立 200 200 

当期変動額合計 200 200 

当期末残高 11,000 11,200 
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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) 

繰越利益剰余金 

前期末残高 883 895 

当期変動額 

特別償却準備金の取崩 1 － 

別途積立金の積立 △200 △200 

剰余金の配当 △314 △301 

当期純利益 524 203 

自己株式の処分 △0 △0 

当期変動額合計 11 △297 

当期末残高 895 597 

利益剰余金合計 

前期末残高 12,060 12,270 

当期変動額 

剰余金の配当 △314 △301 

当期純利益 524 203 

自己株式の処分 △0 △0 

当期変動額合計 209 △97 

当期末残高 12,270 12,172 

自己株式 

前期末残高 △12 △1,454 

当期変動額 

自己株式の処分 0 0 

自己株式の取得 △1,442 △2 

当期変動額合計 △1,442 △2 

当期末残高 △1,454 △1,456 

株主資本合計 

前期末残高 28,048 26,816 

当期変動額 

剰余金の配当 △314 △301 

当期純利益 524 203 

自己株式の処分 0 0 

自己株式の取得 △1,442 △2 

当期変動額合計 △1,232 △99 

当期末残高 26,816 26,716 
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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) 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 1,247 452 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△794 △441 

当期変動額合計 △794 △441 

当期末残高 452 10 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 1,247 452 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△794 △441 

当期変動額合計 △794 △441 

当期末残高 452 10 

純資産合計 

前期末残高 29,295 27,268 

当期変動額 

剰余金の配当 △314 △301 

当期純利益 524 203 

自己株式の処分 0 0 

自己株式の取得 △1,442 △2 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △794 △441 

当期変動額合計 △2,027 △540 

当期末残高 27,268 26,727 
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(4)【キャッシュ・フロー計算書】 

(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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税引前当期純利益 1,130 509 

減価償却費 755 894 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △208 △194 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △560 － 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 139 △21 

工事損失引当金の増減額（△は減少） △62 2 

受取利息及び受取配当金 △141 △103 

投資有価証券売却損益（△は益） △309 △4 

有価証券利息 △29 △28 

投資有価証券評価損益（△は益） 46 222 

支払利息 0 0 

為替差損益（△は益） 1 6 

デリバティブ評価損益（△は益） 37 20 

有価証券償還損益（△は益） 7 1 

投資事業組合運用損益（△は益） △0 54 

固定資産除売却損益（△は益） 14 8 

売上債権の増減額（△は増加） 421 1,102 

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,212 1,220 

仕入債務の増減額（△は減少） △1,891 152 

未払金の増減額（△は減少） △77 △72 

未払費用の増減額（△は減少） △178 △15 

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は
減少） 

0 △5 

未払消費税等の増減額（△は減少） △63 165 

未成工事受入金の増減額（△は減少） △35 11 

その他 154 7 

小計 △2,061 3,937 

利息及び配当金の受取額 166 129 

利息の支払額 △0 △0 

法人税等の支払額 △197 △472 

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,092 3,593 
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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) 

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 △3 － 

定期預金の払戻による収入 703 500 

有価証券の取得による支出 △301 6 

有価証券の売却による収入 200 － 

有形固定資産の取得による支出 △651 △735 

有形固定資産の売却による収入 5 0 

無形固定資産の取得による支出 △247 △377 

長期預金の預入による支出 － △500 

投資有価証券の取得による支出 △634 △597 

投資有価証券の売却による収入 680 327 

貸付けによる支出 △50 △23 

貸付金の回収による収入 92 36 

その他 △0 △3 

投資活動によるキャッシュ・フロー △207 △1,367 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

配当金の支払額 △314 △301 

自己株式の取得による支出 △1,465 △2 

自己株式の売却による収入 0 0 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,779 △303 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1 △6 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,080 1,916 

現金及び現金同等物の期首残高 8,011 3,930 

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 3,930 ※1 5,847 
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(5)【重要な会計方針】

第53期
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

第54期
(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) 関連会社株式 

   移動平均法による原価法を採用しています。

１．有価証券の評価基準及び評価方法 

 (1) 関連会社株式

同左

 (2) その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理し，

売却原価は移動平均法により算定)を採用して

います。

 (2) その他有価証券

時価のあるもの

同左

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しています。

ただし，投資事業有限責任組合への投資につい

ては，組合契約に規定される決算報告日に応じ

て入手可能な 近の決算書を基礎とし，持分相

当額を純額で取込む方法によっています。

時価のないもの

同左

２．デリバティブの評価基準及び評価方法  

  時価法を採用しています。

２．デリバティブの評価基準及び評価方法  

            同左

３．たな卸資産の評価基準及び評価方法 

  

 

 

(1) 商品，製品，原材料

総平均法による低価法を採用しています。

３．たな卸資産の評価基準及び評価方法 

  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）によっています。
(1) 商品，製品，仕掛品，原材料

総平均法

 (2) 仕掛品

総平均法による原価法を採用しています。

 (3) 未成工事支出金

個別法による原価法を採用しています。

 (2) 未成工事支出金

個別法

 (4) 貯蔵品

終仕入原価法による原価法を採用しています。

 (3) 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」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企
業会計基準第９号）を適用し，収益性の低下による
簿価切下げの方法によっています。 
これにより，営業利益，経常利益および税引前当期
純利益は，それぞれ12百万円減少しています。
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第53期 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日)

第54期 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日)

４．固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産

定率法を採用しています。 

なお，主な耐用年数は以下のとおりです。 

 建物               ３～50年 

 工具、器具及び備品        ２～15年

４．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ます。 

   なお，主な耐用年数は以下のとおりです。 

    建物            ３～50年 

    工具、器具及び備品     ２～15年

（会計方針の変更） 

法人税法の改正にともない，当事業年度より，平

成19年４月１日以降に取得した有形固定資産につ

いて，改正後の法人税法に基づく減価償却の方法

に変更しています。これにより，営業利益，経常

利益および税引前当期純利益はそれぞれ43百万円

減少しています。 

（追加情報） 

法人税法の改正にともない，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，改正前の

法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取

得価額の５％に到達した事業年度の翌事業年度よ

り，取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を

５年間にわたり均等償却し，減価償却費に含めて

計上しています。これにより，営業利益，経常利

益および税引前当期純利益はそれぞれ26百万円減

少しています。

 

  

 

  

 

  

 

（追加情報） 

機械及び装置については，従来，耐用年数を10年

としていましたが，当事業年度より７年に変更し

ました。 

この変更は，法人税法の改正を契機として資産の

利用状況等を見直したものです。 

これにより，売上総利益は15百万円減少し，営業

利益，経常利益および税引前当期純利益は，それ

ぞれ16百万円減少しています。

 (2) 無形固定資産

定額法を採用しています。

ただし，販売用ソフトウエアについては，見込販

売数量に基づく償却を行なっています。

 (2) 無形固定資産

同左

 (3) 長期前払費用

均等償却によっています。

 (3) 長期前払費用

同左
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第53期 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日)

第54期 

(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

売上債権，貸付金等の貸倒損失に備えるため，一
般債権については貸倒実績率により，貸倒懸念債
権等特定の債権については個別に回収可能性を勘
案し，回収不能見込額を計上しています。

５．引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金

同左

 (2) 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および年金資産の見込額に基

づき計上しています。

なお，会計基準変更時差異(2,386百万円)の積立

超過額については，15年による按分額を費用減額

しています。

数理計算上の差異は，各期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(７年)に

よる定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌

期から費用処理することとしています。

 (2) 退職給付引当金

同左 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 (3) 役員退職慰労引当金

―

（追加情報） 

平成19年６月27日開催の定時株主総会において，

役員退職慰労金制度の廃止を決議し，打ち切り支

給することとしました。なお，支給の時期は，各

役員の退任時とし，役員退職慰労引当金は全額を

取崩し，固定負債「長期未払金」に197百万円を

計上しています。

 (3) 役員退職慰労引当金

―

 (4) 工事損失引当金

―

 (4) 工事損失引当金

受注工事の将来の損失に備えるため，工事損失の
発生が見込まれ，かつ，その金額を合理的に見積
もることができる工事について，損失見込相当額
を引当計上しています。

６．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，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

ます。

６．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

同左

７．リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引については，

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によ

っています。

７．リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引のうち，リー

ス取引開始日が企業会計基準第13号「リース取引に

関する会計基準」の適用初年度開始前のリース取引

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ます。

８．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金，要求払預金および取得日から３か月以内

に満期日の到来する流動性の高い，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

か負わない短期的な投資です。

８．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

同左

９．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

税抜方式によっています。

９．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

同左
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(6)【財務諸表に関する注記事項】

(貸借対照表関係)

第53期 
(平成20年３月31日現在)

第54期
(平成21年３月31日現在)

※１．担保に供している資産

預金(営業取引保証) 3百万円

※１．担保に供している資産

預金(営業取引保証) 3百万円

 ２．当座貸越契約

当社においては，運転資金の効率的な調達を行う

ため，取引銀行１行と当座貸越契約を締結してい

ます。この契約に基づく当事業年度末の借入未実

行残高は次のとおりです。

当座貸越極度額 100百万円

借入実行残高 ―

差引未実行残高 100

 ２．当座貸越契約

当社においては，運転資金の効率的な調達を行う

ため，取引銀行１行と当座貸越契約を締結してい

ます。この契約に基づく当事業年度末の借入未実

行残高は次のとおりです。

当座貸越極度額 100百万円

借入実行残高 ―

差引未実行残高 100

※３．関係会社に対する負債

買掛金 0百万円

※３．関係会社に対する負債

買掛金 4百万円
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(損益計算書関係)

第53期
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

第54期
(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

(1) 未成工事支出金への振替  製品 595百万円

               商品 51

(2) 工具、器具及び備品への振替   
商品 2

(3) 製品製造原価への振替   製品 0

               商品 4

(4) 販売費及び一般管理費への振替

               製品 150

  (販売店への景品使用高 83

   その他 66)

               商品 3

  (販売店への景品使用高 2

   その他 1)

(5) 販売費及び一般管理費からの振替

               製品 △62

(6) その他          製品 22

   計           製品 707

               商品 61

※１．他勘定振替高の内訳

(1) 未成工事支出金への振替  製品 713百万円

              商品 170

(2) 工具、器具及び備品への振替 
製品 1

   商品 10

(3) 製品製造原価への振替   製品 1

              商品 26

(4) 販売費及び一般管理費への振替

              製品 52

 (販売店への景品使用高 22

 その他 29）

              商品 5

 (販売店への景品使用高 5

 その他 0）

(5) 販売費及び一般管理費からの振替

              製品 △146

(6) その他          製品 22

  計           製品 645

              商品 212

※２．販売費及び一般管理費の内訳

販売費と一般管理費の比率はそれぞれ58％と42％

であり，主な内容は下記のとおりです。

運賃及び荷造費 518百万円

旅費交通費及び通信費 347

広告宣伝費 362

販売促進費 292

役員報酬 162

従業員給与手当 3,527

賞与 1,401

法定福利及び厚生費 693

退職給付費用 118

賃借料及び倉敷料 284

減価償却費 367

貸倒引当金繰入額 150

※２．販売費及び一般管理費の内訳

販売費と一般管理費の比率はそれぞれ59％と 

41％であり，主な内容は下記のとおりです。

運賃及び荷造費 639百万円

旅費交通費及び通信費 356

広告宣伝費 328

販売促進費 251

役員報酬 163

従業員給与手当 3,468

賞与 1,278

法定福利及び厚生費 694

退職給付費用 202

賃借料及び倉敷料 298

減価償却費 379

貸倒引当金繰入額 6

(注) 研究開発費の総額は1,707百万円であ

り，販売費及び一般管理費の各費目に含

めて計上しています。

(注) 研究開発費の総額は1,547百万円であ

り，販売費及び一般管理費の各費目に含

めて計上しています。

※３．固定資産売却益の内訳

車両運搬具 2百万円

※３．固定資産売却益の内訳

    ―

※４．固定資産売却損の内訳

工具、器具及び備品 0百万円

※４．固定資産売却損の内訳

    ―

 

※５．固定資産除却損の内訳

工具、器具及び備品 0百万円

※５．固定資産除却損の内訳

建物 0百万円

構築物 0

撤去費用 2

計 3
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第53期(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

１．発行済株式の種類および総数ならびに自己株式の種類および株式数に関する事項 

 
(注) １．普通株式の自己株式の増加株式数は，公開買付けによる1,496千株および単元未満株式の買取請求による1千

株です。 

２．普通株式の自己株式の減少株式数は，単元未満株式の買増請求によるものです。 

  

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 
(千株)

当事業年度末増加
株式数(千株)

当事業年度末減少 
株式数(千株)

当事業年度末株式数
(千株)

発行済株式

 普通株式 20,347 ― ― 20,347

合計 20,347 ― ― 20,347

自己株式

 普通株式 
 (注)１.２．

11 1,497 0 1,509

合計 11 1,497 0 1,509

(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27日 
定時株主総会

普通株式 172 8.5 平成19年３月31日 平成19年６月28日

平成19年11月15日 
取締役会

普通株式 141 7.5 平成19年９月30日 平成19年12月11日

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

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26日 
定時株主総会

普通株式 160 利益剰余金 8.5 平成20年３月31日 平成20年６月27日
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第54期(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

１．発行済株式の種類および総数ならびに自己株式の種類および株式数に関する事項 

 
(注) １．普通株式の自己株式の増加株式数は，単元未満株式の買取請求によるものです。 

２．普通株式の自己株式の減少株式数は，単元未満株式の買増請求によるものです。 

  

  

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 

次のとおり，決議を予定しています。 

 
  

前事業年度末株式数 
(千株)

当事業年度末増加
株式数(千株)

当事業年度末減少 
株式数(千株)

当事業年度末株式数
(千株)

発行済株式

 普通株式 20,347 ― ― 20,347

合計 20,347 ― ― 20,347

自己株式

 普通株式 
 (注)１.２．

1,509 2 0 1,511

合計 1,509 2 0 1,511

(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26日 
定時株主総会

普通株式 160 8.5 平成20年３月31日 平成20年６月27日

平成20年10月30日 
取締役会

普通株式 141 7.5 平成20年９月30日 平成20年12月９日

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

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25日 
定時株主総会

普通株式 160 利益剰余金 8.5 平成21年３月31日 平成21年６月26日
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(キャッシュ・フロー計算書関係)

第53期
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

第54期
(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貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

（平成20年３月31日現在）

現金及び預金勘定 4,433百万円

預入期間が３か月を超える 
定期預金

△503

現金及び現金同等物 3,930

 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

（平成21年３月31日現在）

現金及び預金勘定 5,850百万円

預入期間が３か月を超える 
定期預金

△3

現金及び現金同等物 5,847

(リース取引関係)

第53期
(自 平成19年４月１日 
  至 平成20年３月31日)

第54期
(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(借主側)

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(借主側)

１．リース物件の取得価額相当額，減価償却累計額相

当額および期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額，減価償却累計額相

当額および期末残高相当額

工具、器具及び備品 工具、器具及び備品

  取得価額相当額       82 百万円  取得価額相当額       82 百万円

  減価償却累計額相当額  2  減価償却累計額相当額 19

  期末残高相当額 80  期末残高相当額 63

なお，取得価額相当額は，未経過リース料期末残

高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低

いため，支払利子込み法により算定しています。

なお，取得価額相当額は，未経過リース料期末残

高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低

いため，支払利子込み法により算定しています。

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

  1年以内    

  1年超        

    16 百万円

    63

  1年以内     

  1年超        

    16 百万円 

    46

   合 計          80   合 計          63

なお，未経過リース料期末残高相当額は，未経過

リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため，支払利子込み法により算

定しています。

なお，未経過リース料期末残高相当額は，未経過

リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため，支払利子込み法により算

定しています。

３．支払リース料および減価償却費相当額 

   支払リース料           2 百万円  

   減価償却費相当額         2

３．支払リース料および減価償却費相当額 

   支払リース料           16 百万円  

   減価償却費相当額         16

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

定額法によっています。

４．減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし，残存価額を零とする

定額法によっています。

（減損損失について） 
 リース資産に配分された減損損失はありません。

（減損損失について）
           同左
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(注) 債券は他社株転換社債（契約額200百万円）であり，期末における組込みデリバティブ評価損37百万円は，損

益計算書の営業外費用に計上しています。 
  

 
  

 
(注) 当事業年度において，有価証券について46百万円(その他有価証券で時価のあるもの46百万円)の減損処理を

行なっています。 

有価証券の減損に当たり，時価のあるものについては，当事業年度末における時価が，取得原価の50％以下

に下落したものについて減損処理を行なっています。また，当事業年度末における時価の下落率が，取得原

価の30％以上50％未満であるものについては，時価の推移および発行体の財政状態等を勘案した上で，回復

可能性を検討し，回復可能性のないものについて減損処理を行なっています。 

時価のないものについては，原則として当該株式の発行会社の財政状態等の悪化により，実質価額が取得原

価の50％以下に下落したものについて減損処理を行なっています。 
  

(有価証券関係)

第53期(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

１．その他有価証券で時価のあるもの

区分
取得原価
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

差額 
(百万円)

貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの

 (1) 株式 1,660 2,426 766

 (2) その他 668 843 174

小計 2,328 3,270 941

貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの

 (1) 株式 910 788 △121

 (2) 債券 200 162 △37

 (3) その他 305 239 △65

小計 1,415 1,190 △224

合計 3,744 4,461 716

２．当事業年度中に売却したその他有価証券

売却額 
(百万円)

売却益の合計額
(百万円)

売却損の合計額 
(百万円)

605 309 0

３．時価評価されていない有価証券

区分
貸借対照表計上額 

(百万円)

(1) 関連会社株式 42

(2) その他有価証券

 ① 非上場株式 238

 ② 投資事業有限責任組合への投資 149

４．その他有価証券のうち満期があるものの決算日後における償還予定額

１年以内 
(百万円)

１年超５年以内
(百万円)

５年超10年以内 
(百万円)

10年超
(百万円)

 債券 ― 162 ― ―

その他

 (1) 投資信託 8 530 109 ―

 (2) 投資事業有限 
   責任組合への投資

89 60 ― ―

合計 98 753 109 ―
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(注) 債券は他社株転換社債（契約額200百万円）であり，期末における組込みデリバティブ評価損20百万円は，損

益計算書の営業外費用に計上しています。 
  

   

 
(注) 当事業年度において，有価証券について222百万円(その他有価証券で時価のあるもの222百万円)の減損処理

を行なっています。 
有価証券の減損に当たり，時価のあるものについては，当事業年度末における時価が，取得原価の50％以下
に下落したものについて減損処理を行なっています。また，当事業年度末における時価の下落率が，取得原
価の30％以上50％未満であるものについては，時価の推移および発行体の財政状態等を勘案した上で，回復
可能性を検討し，回復可能性のないものについて減損処理を行なっています。 
時価のないものについては，原則として当該株式の発行会社の財政状態等の悪化により，実質価額が取得原
価の50％以下に下落したものについて減損処理を行なっています。 

  

 

第54期(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

１．その他有価証券で時価のあるもの

区分
取得原価
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

差額 
(百万円)

貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの

 (1) 株式 1,627 2,034 406

 (2) その他 300 319 19

小計 1,928 2,354 426

貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの

 (1) 株式 943 650 △293

 (2) 債券 663 639 △24

 (3) その他 232 200 △32

小計 1,840 1,489 △350

合計 3,768 3,844 75

２．当事業年度中に売却したその他有価証券

売却額 
(百万円)

売却益の合計額
(百万円)

売却損の合計額 
(百万円)

305 4 ―

３．時価評価されていない有価証券

区分
貸借対照表計上額 

(百万円)

(1) 関連会社株式 42

(2) その他有価証券

 ① 非上場株式 238

 ② 投資事業有限責任組合への投資 74

４．その他有価証券のうち満期があるものの決算日後における償還予定額

１年以内 
(百万円)

１年超５年以内
(百万円)

５年超10年以内 
(百万円)

10年超
(百万円)

 債券 ― 142 496 ―

その他

 (1) 投資信託 ― 355 61 ―

 (2) 投資事業有限 
   責任組合への投資

― 74 ― ―

合計 ― 572 558 ―
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１.取引の状況に関する事項 

 
  

２.取引時価等に関する事項 

 
  

 
  

第53期(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。 

  

第54期(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。 

  

(デリバティブ取引関係)

第53期
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

第54期
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１．取引の状況に関する事項 １．取引の状況に関する事項

 (1) 取引の内容 (1) 取引の内容

当社は，資金運用の一環としてデリバティブを組
込んだ複合金融商品への投資を行なっています。

    同左

 (2) 取引に関する方針と利用目的 (2) 取引に関する方針と利用目的

デリバティブは，資金運用を目的とする複合金融
商品のみに利用します。

    同左

  (3) 取引に係るリスクの内容  (3) 取引に係るリスクの内容

複合金融商品におけるデリバティブはオプション
取引で，特定銘柄の株価変動によるリスクを有しま
す。取引する金融機関および対象株式の発行体は高
い信用度を有し，信用リスクは少ないものと認識し
ています。

    同左

 (4) 取引に係るリスク管理体制 (4) 取引に係るリスク管理体制

デリバティブを組込んだ複合金融商品への投資
は，取組方針および投資限度額等を定めた内規によ
り執行，管理しています。 

    同左

第53期
(自 平成19年４月１日
 至 平成20年３月31日)

第54期
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 組込みデリバティブを区別して測定することができ
ない複合金融商品は，複合金融商品全体を時価評価し
「(有価証券関係)１．その他有価証券で時価のあるも
の」に含めて記載しています。

      同左

(持分法損益等)

第53期
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

第54期
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

―――――――――――

１．関連会社に関する事項

 当社が有しているすべての関連会社は，利益基準お

よび剰余金基準から重要性の乏しい関連会社であるた

め，記載を省略しています。

２．開示対象特別目的会社に関する事項

当社は，開示対象特別目的会社を有していません。

(関連当事者情報)
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(税効果会計関係)

第53期
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

第54期
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

(1) 流動資産

  繰延税金資産

   未払賞与 359百万円

   未払費用 46

   未払金 85

   未払事業税 34

   たな卸資産 38

   その他 6

    繰延税金資産合計 570

  繰延税金負債

   その他有価証券評価差額金 △0

    繰延税金負債合計 △0

  繰延税金資産の純額 569

(2) 固定資産

  繰延税金資産

   退職給付引当金 1,180百万円

   投資有価証券 128

   長期未払金 79

   減損損失 2,555

   その他 232

    繰延税金資産小計 4,175

   評価性引当額 △2,754

    繰延税金資産合計 1,421

  繰延税金負債

   その他有価証券評価差額金 △302

  繰延税金資産の純額 1,118
  

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

(1) 流動資産

 繰延税金資産

  未払賞与 357百万円

  未払費用 46

  未払金 50

  未払事業税 14

  たな卸資産 112

  その他 7

   繰延税金資産合計 589

 繰延税金負債

   繰延税金負債合計 ―

 繰延税金資産の純額 589

(2) 固定資産

 繰延税金資産

  退職給付引当金 1,102百万円

  投資有価証券 228

  長期未払金 62

  減損損失 2,555

  その他 206

   繰延税金資産小計 4,154

  評価性引当額 △2,758

   繰延税金資産合計 1,396

 繰延税金負債

  その他有価証券評価差額金 △83

 繰延税金資産の純額 1,312

 

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内訳

法定実効税率 40.2％

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.9

受取配当金等永久に益金に 
算入されない項目

△0.5

住民税均等割額 4.8

税額控除額 △3.8

評価性引当額の増加 11.6

その他 △0.5

税効果会計適用後の法人税等の負担率 53.7

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別内訳

法定実効税率 40.2％

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目 6.8

受取配当金等永久に益金に 
算入されない項目

△1.7

住民税均等割額 11.2

税額控除額 △5.8

評価性引当額の増加 0.8

過年度法人税等 8.5

その他 △0.0

税効果会計適用後の法人税等の負担率 60.0
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(退職給付関係)

第53期
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

第54期
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１．採用している退職給付制度の概要

退職金規程に基づき，定年退職者の100％相当額に

ついては，適格退職年金制度を，それ以外の退職者

については，退職一時金制度を採用しています。ま

た，従業員の退職に際して，退職給付会計に準拠し

た数理計算による退職給付債務の対象とされない割

増退職金を支払う場合があります。

１．採用している退職給付制度の概要

退職金規程に基づき，定年退職者の100％および中

途退職者の10％相当額については，企業年金制度

を，それ以外については，退職一時金制度を採用し

ています。また，従業員の退職に際して，退職給付

会計に準拠した数理計算による退職給付債務の対象

とされない割増退職金を支払う場合があります。 

なお，平成21年２月度をもって，適格退職年金制度

を確定給付企業年金制度へ移行しています。

２．退職給付債務に関する事項

(1) 退職給付債務 △6,636百万円

(2) 年金資産 4,735

(3) 未認識数理計算上の差異 76

(4) 会計基準変更時差異の
  未処理額(減額)

△1,113

(5) 退職給付引当金 △2,937

２．退職給付債務に関する事項

(1) 退職給付債務 △6,444百万円

(2) 年金資産 3,985

(3) 未認識数理計算上の差異 670

(4) 会計基準変更時差異の
  未処理額(減額)

△954

(5) 退職給付引当金 △2,743

３．退職給付費用に関する事項

(1) 勤務費用 280百万円

(2) 利息費用 130

(3) 期待運用収益 △100

(4) 数理計算上の差異の費用処理額 △5

(5) 会計基準変更時差異の
  費用処理額(減額)

△159

(6) 退職給付費用 145

３．退職給付費用に関する事項

(1) 勤務費用 276百万円

(2) 利息費用 132

(3) 期待運用収益 △94

(4) 数理計算上の差異の費用処理額 89

(5) 会計基準変更時差異の
  費用処理額(減額)

△159

(6) 退職給付費用 244

 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

(1) 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

(2) 割引率 2.0％

(3) 期待運用収益率 2.0％

(4) 数理計算上の差異の処理年数 7年

(各期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による定額法により按分した

額をそれぞれ発生の翌期から費用処理することと

しています。)

 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

(1) 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

(2) 割引率 2.0％

(3) 期待運用収益率 2.0％

(4) 数理計算上の差異の処理年数 7年

(各期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による定額法により按分した

額をそれぞれ発生の翌期から費用処理することと

しています。)

 (5) 会計基準変更時差異の処理年数      15年  (5) 会計基準変更時差異の処理年数      15年
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(注) １．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，記載していません。 

２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は，以下のとおりです。 

  

 
  

  

    該当事項はありません。 

  

    該当事項はありません。 

  

(１株当たり情報)

第53期
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

第54期
(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 1,447円47銭 １株当たり純資産額 1,418円95銭

１株当たり当期純利益金額 26円91銭 １株当たり当期純利益金額 10円82銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額

―(注)
潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金額

―(注)

第53期
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

第54期
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当期純利益(百万円) 524 203

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(百万円) 524 203

普通株式の期中平均株式数(株) 19,474,882 18,837,626

(重要な後発事象)

第53期(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

第54期(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

マスプロ電工㈱(6749)　平成21年３月期決算短信(非連結)

37



役員の異動につきましては，平成21年５月15日発表の「代表取締役の役職変更(社長交代)に関するお

知らせ」をご参照ください。 

（部門別売上高明細表）                      (単位:百万円) 

 
（注）１．（ ）は輸出高および輸出高の増減率を内数で表示しています。 

   ２．各部門の主な品目は次のとおりです。 

     アンテナ…テレビアンテナ，ＦＭアンテナ，ＰＨＳ基地局用アンテナ，      

           無線ＬＡＮシステム用アンテナ，アンテナアクセサリー 

      電子機器…テレビ受信用増幅器・分配器など各種機器，ＣＡＴＶ用伝送機器， 

           衛星放送受信機器，衛星通信機器，衛星アンテナ，ＡＶ機器， 

           ＩＴＳ機器，モバイル放送関連機器，セキュリティー機器，放送中継機器 

      電気通信工事…ＣＡＴＶ工事，ビル・ホーム共同受信工事，電波障害対策工事 

  

 
（注）（ ）は輸出の受注高および受注残高を，内数で表示しています。 

以 上

5. その他

(1) 役員の異動（平成21年６月25日付予定）

(2) 部門別売上高明細表および部門別受注高明細表

第53期  
(自 平成19年４月１日
  至 平成20年３月31日)

第54期
(自 平成20年４月１日 
  至 平成21年３月31日)

増減率（％）

アンテナ

製品
  3,207  3,237  0.9

(    26) (    24) ( △6.7)

商品
    74    96 30.0

(    －) (    －) (  －)

小計
 3,281 3,333 1.5

(    26) (    24) (△6.7)

電子機器

製品
19,859 19,390  △2.3

(   570) (   441) (△22.7)

商品
    864    822  △4.8

(    69) (    43) (△37.7)

小計
20,724 20,212 △2.4

(   640) (   484)  (△24.3)

電気通信工事
   7,582   6,583 △13.1

(    －) (    －) (    －)

合 計
  31,588  30,130 △4.6

(   666) (   508) （△23.6)

（部門別受注高明細表）                      (単位:百万円)

第53期
(自 平成19年４月１日
  至 平成20年３月31日)

第54期
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

受注高 受注残高 受注高 受注残高

アンテナ
    23    －    29     4

(    23) (    －) (    29) (    4)

電子機器
   187   151   428    95

(  187) (   151) (   428) (   95)

電気通信工事
 7,543 1,162  6,333    912

(    －) (    －) (    －) (    －)

合 計
 7,755 1,313  6,791   1,012

(  211) (   151) (   457) (   100)
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平成21年５月15日

マスプロ電工株式会社

（コード番号 6749） 

 
  

 
  

 
  

 
以 上

平成21年３月期 決算短信（非連結）参考資料

１．業績 （百万円未満切捨）

当期実績 対前期増減率 次期第２四半期
累計期間予想

対前第２四半期
累計期間 次期予想 対前期増減率

(21年３月期)
 （％） (21年４月～

21年９月) 増減率 （％） (22年３月期)
 （％）

売上高 30,130 △     4.6 14,335 4.7 31,600 4.9

営業利益 642 △  28.4 30 93.7 750 16.6

経常利益 704 △  30.1 60 △ 24.5 800 13.5

当期純利益 203 △  61.1 1 △ 84.3 420 105.9

1株当たり当期
純利益 10円83銭 ― 22円30銭

配当性向 147.7% ― 71.7%

２．部門別売上の状況 
（百万円未満切捨）

当期実績 対前期増減率 次期第２四半期
累計期間予想

対前第２四半期
累計期間 次期予想 対前期増減率

(21年３月期)
 （％） (21年４月～

21年９月) 増減率 （％） (22年３月期)
 （％）

アンテナ 3,333 1.5 1,734 9.1 3,706 11.1
電子機器 20,212 △     2.4 9,761 0.1 19,998 △  1.0
電気通信工事 6,583 △  13.1 2,839 20.5 7,895 19.9
合   計 30,130 △    4.6 14,335 4.7 31,600 4.9
うち輸出 508 △    23.6 185 △ 29.4 380 △   25.2

３．設備投資の状況 （百万円未満切捨）
当期実績 対前期増減率 次期計画 対前期増減率

(21年３月期)     (％) (22年３月期)   (％)
設備投資 1,010 29.4 1,779 76.0
減価償却費 892 18.4 1,271 42.3
(有形固定資産) 730 12.7 1,022 40.0
(無形固定資産) 162 53.5 248 52.9

４．業績の推移
（百万円未満切捨）

前々期実績 前期実績 当期実績 次期予想
(19年３月期) (20年３月期) (21年３月期) (22年３月期)

売上高 32,611 31,588 30,130 31,600
営業利益 855 898 642 750
経常利益 947 1008 704 800
当期純利益 567 524 203 420
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