
 

平成 21 年 5月 15 日 

各      位 

上場会社名  株式会社 丸  栄 

本社所在地  名古屋市中区栄三丁目３番１号 

代 表 者  取締役社長       江 﨑 美治洋 

コード番号       ８２４５ 

上場取引所       名証・東証・各第１部 

問い合わせ先       常務取締役  加 古  守 

電話（052）264―1211(代表) 

 

 
 

親会社等に係る決算情報に関するお知らせ 

 

当社の親会社等である興和株式会社の決算情報が確定しましたので、下記のとおり 

お知らせいたします。 

 

記 

 

１．親会社等の名称  興和株式会社 

２. 本 社 所 在 地    名古屋市中区錦三丁目６番２９号 

３．議決権所有割合  ２９．４４％直接  ０．５４％間接 

          （平成２１年２月２８日現在）  

 

【添付書類】 

   株式の所有者別状況・大株主の状況・役員の状況 

   平成２１年３月期 財務諸表の概要 

・連結貸借対照表 

・連結損益計算書 

・連結株主資本等変動計算書 

・連結キャッシュ・フロー計算書 

・貸借対照表 

・損益計算書 

・株主資本等変動計算書  

 

 

以  上 



  

－１－ 

添付書類 

 

【所有者別状況】 

  平成 21 年 3 月 31 日現在

株式の状況（１単元の株式数 1,000 株） 

外国法人等区分 
政府及び地方公共団体 

金融商品 

取引業者 
証券会社 その他の法人

個人

以外
個人

個人その他 計 

 単元未満株式の状況

（株） 

株主数（人） － 11 － 24 － － 1,103 1,138 － 

所有株式数（単元） － 4,799 － 13,194 － － 19,518 37,511 259,000

所有株式数の割合（％） － 12.79 － 35.17 － － 52.04 100.00 － 

 （注） 自己株式 7,071,636 株は、「個人その他」に 7,071 単元、「単元未満株式の状況」に 636 株含まれております。 

【大株主の状況】 

  平成 21 年 3月 31 日現在

 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 

（千株） 

発行済株式総

数に対する所

有株式数の割

合（％） 

興和紡績株式会社 愛知県名古屋市中区錦三丁目 6番 29 号 6,711 17.77 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目 7番 1号 1,494 3.96 

株式会社みずほコーポレート銀行 東京都千代田区丸の内一丁目 3番 3号 1,385 3.67 

名糖産業株式会社 愛知県名古屋市西区笹塚町二丁目 41 番地 1,155 3.06 

大栄産興株式会社 愛知県名古屋市千種区向陽町一丁目 12 番地 1,061 2.81 

株式会社荏原製作所 東京都大田区羽田旭町 11 番 1号 1,000 2.65 

清水建設株式会社 東京都港区芝浦一丁目 2番 3号 697 1.85 

川崎 晃義 愛知県名古屋市千種区 509 1.35 

興和従業員持株会 愛知県名古屋市中区錦三丁目 6番 29 号 477 1.26 

計 － 14,491 38.37 

 （注）当社は、自己株式 7,071,636 株を保有しておりますが、上記大株主から除外しております。 



【役員の状況】

取締役会長 三輪　隆康 昭和 2年 1月21日 昭和25年 4月 当社に入社

昭和26年 4月 当社取締役

昭和29年 7月 興和新薬株式会社取締役社長

昭和34年 8月 興和紡績株式会社取締役社長

昭和34年 8月 当社取締役社長

平成 7年 8月 興和紡績株式会社取締役会長（現任）

平成 7年 8月 当社取締役会長（現任）

平成 7年 8月 興和新薬株式会社取締役会長（現任）

代表取締役 三輪　芳弘  昭和30年10月30日 昭和55年 4月 当社に入社

取締役社長    (注)2 平成元年 6月 当社常務取締役

平成 5年 6月 興和新薬株式会社取締役副社長

平成 5年 6月 興和紡績株式会社取締役副社長

平成 5年 6月 当社取締役副社長

平成 7年 8月 興和紡績株式会社取締役社長（現任）

平成 7年 8月 当社取締役社長（現任）

平成 7年 8月 興和新薬株式会社取締役社長（現任）

代表取締役 管理部門 加藤　彰爾 昭和17年 2月24日 昭和39年 3月 当社に入社

専務執行役員 人事部長 平成 3年 6月 当社取締役

平成 3年 6月 当社管理部門人事部長（現任）

平成 7年 6月 当社常務取締役

平成11年 6月 当社専務取締役

平成19年 6月 興和紡績株式会社取締役（現任） 

平成19年 6月 当社代表取締役専務執行役員（現任）

代表取締役 医薬事業部長 山本　寅雄 昭和17年11月14日 昭和40年 3月 当社に入社

専務執行役員 医薬事業部 平成 6年 3月 当社管理部門海外統轄部在籍米州総支配人

国際本部長 平成 7年 6月 当社取締役

平成10年 6月 当社医薬事業部国際本部長（現任）

平成10年 6月 当社常務取締役

平成13年 6月 当社専務取締役

平成13年 6月 当社医薬事業部長（現任）

平成16年 6月 興和新薬株式会社専務取締役

平成18年 4月 当社医薬営業本部長

平成19年 6月 当社代表取締役専務執行役員（現任）

平成19年 6月 興和新薬株式会社代表取締役専務執行役員（現任）

平成19年 6月 興和創薬株式会社代表取締役専務執行役員（現任）

代表取締役 非繊維事業部長 堀江　武司 昭和16年 9月29日 昭和39年 3月 当社に入社

専務執行役員 平成 9年 4月 当社非繊維事業部建材第一部長、建材第二部長

平成 9年 6月 当社取締役

平成 9年 6月 当社非繊維事業部長（現任）

平成10年 6月 当社常務取締役

平成13年 6月 当社専務取締役

平成13年 6月 当社繊維事業部長 

平成19年 6月 当社代表取締役専務執行役員（現任）

平成21年3月31日

所有株式
数（千株）

任期略歴

8

7(注)3

役名 職名 氏名 生年月日

(注)3 308

(注)3 464

(注)3

5(注)3

－2－



代表取締役 管理部門長 小山　泰申 昭和17年 4月 3日 昭和41年 3月 当社に入社

専務執行役員 開發本部長 平成 5年 8月 当社管理部門経理部長

平成 7年 6月 当社取締役

平成10年 6月 当社医薬事業部管理本部長、労務部長

平成11年 6月 興和新薬株式会社常務取締役

平成11年 6月 当社管理部門東京支店長

興和新薬株式会社管理部門長、人事部長

平成11年 6月 当社常務取締役

平成16年 4月 当社管理部門長（現任）

平成16年 6月 当社専務取締役

平成16年 6月 興和新薬株式会社専務取締役

平成19年 6月 興和紡績株式会社取締役（現任）

平成19年 6月 当社代表取締役専務執行役員（現任）

平成19年10月 当社開發本部長（現任）

取締役 医薬事業部 山本　章 昭和20年 4月23日 平成14年 8月 当社に入社

常務執行役員 監査・保証本部長 平成14年 8月 当社医薬事業部薬事部長

平成15年 6月 当社取締役

平成15年 6月 当社医薬事業部監査・保証本部長（現任）

平成17年 6月 当社常務取締役

平成19年 6月 当社取締役常務執行役員（現任）

取締役 医薬事業部 白石　浩一 昭和22年10月 3日 昭和47年 4月 当社に入社

常務執行役員 医療用開発本部長 平成 7年 6月 当社医薬事業部学術部長

平成 9年 6月 当社医薬事業部開発企画部長

平成11年 6月 興和新薬株式会社取締役

平成12年 6月 当社医薬事業部開発本部長

平成13年 6月 当社取締役

平成19年 6月 当社取締役常務執行役員（現任）

平成19年 7月 当社医薬事業部医療用開発本部長（現任）

取締役 管理部門 佐藤　和生 昭和21年 7月30日 昭和44年 4月 興和紡績株式会社に入社

常務執行役員 経理部長 平成10年 6月 当社管理部門経理部長

平成13年 6月 当社取締役

平成16年 4月 当社医薬事業部管理本部長

平成16年 6月 興和新薬株式会社取締役

平成19年 6月 当社取締役常務執行役員（現任）

平成19年 6月 興和新薬株式会社取締役常務執行役員（現任）

平成19年 6月 興和創薬株式会社取締役常務執行役員（現任）

平成20年 7月 当社管理部門経理部長（現任）

取締役 医薬事業部 吉村　三夫 昭和20年 3月19日 昭和44年 4月 当社に入社

常務執行役員 研究本部長 平成 8年 8月 当社医薬事業部富士研究所長

平成11年 6月 当社医薬事業部東京研究所長

平成12年 6月 当社医薬事業部国際業務部長

平成12年 9月 当社医薬事業部国際開発部長

平成13年 6月 当社取締役

平成13年 9月 当社医薬事業部研究本部長（現任）

平成13年 9月 当社医薬事業部研究企画推進部長

平成19年 6月 当社取締役常務執行役員（現任）

取締役 非繊維事業部 野原　太二雄 昭和25年 7月16日 昭和48年 4月 当社に入社

常務執行役員 化学第一部長 平成11年 5月 当社非繊維事業部化学第一部長（現任）

平成14年 6月 当社取締役

平成19年 6月 当社取締役常務執行役員（現任）

生年月日 任期 所有株式
数（千株）

略歴

(注)3 7

(注)3 10

(注)3 9

(注)3 6

(注)3 12

(注)3 7

役名 職名 氏名

－3－



取締役 医薬事業部 神谷　信行 昭和20年 8月25日 昭和43年 3月 興和新薬株式会社に入社

常務執行役員 経営企画室長 平成 9年 6月 興和新薬株式会社取締役

薬粧・ヘルスケア 平成16年 4月 当社医薬事業部医薬営業本部長

開発企画本部長 平成16年 6月 当社取締役

平成18年 4月 興和新薬株式会社薬粧事業部長 

平成18年 5月 当社医薬事業部経営企画室長（現任）

平成18年 6月  興和新薬株式会社取締役 

平成19年 6月 当社取締役常務執行役員（現任）

興和新薬株式会社取締役常務執行役員（現任）

平成19年 7月 当社医薬事業部薬粧・ヘルスケア

開発本部長

平成20年 6月 当社医薬事業部薬粧・ヘルスケア

開発企画本部長（現任）

取締役 管理部門 前田　義隆 昭和20年 1月 1日 昭和42年 3月 当社に入社

執行役員 大阪支店長 平成 6年12月 当社繊維事業部大阪貿易部長

大阪総務部長 平成 7年 6月 当社取締役

平成 7年 6月 当社管理部門海外統轄部長

平成10年 6月 当社管理部門海外統轄部在籍米州総支配人

平成14年 4月 当社管理部門海外統轄部長

平成19年 6月 当社取締役執行役員（現任） 

平成20年 5月 当社管理部門大阪支店長（現任） 

平成20年 5月 当社管理部門大阪総務部長（現任） 

取締役 管理部門 松本　洋美 昭和17年11月27日 昭和40年 3月 当社に入社

執行役員 監査部長 平成 3年 6月 当社繊維事業部中国繊維部長

国内統轄部長 平成 7年 6月 当社取締役

平成 7年 6月 当社繊維事業部大阪貿易部長

平成 8年11月 当社繊維事業部管理部長

平成 9年 6月 当社繊維事業部管理本部長

平成11年 6月 当社管理部門監査部長（現任）

平成12年 6月 当社管理部門国内統轄部長（現任）

平成19年 6月 当社取締役執行役員（現任）

取締役 三輪　晃裕 昭和35年 8月15日 昭和58年 4月 株式会社第一勧業銀行入行

 (注)2 昭和61年 3月 同行退社

昭和61年 4月 株式会社帝国ホテル入社

昭和63年 3月 同社退社

昭和63年 6月 株式会社名古屋観光ホテル入社

平成11年 6月 同社取締役

平成11年 6月 同社経営企画室長（現任）

平成11年 6月 当社取締役（現任）

平成13年 6月 株式会社名古屋観光ホテル常務取締役

平成16年 6月 株式会社名古屋観光ホテル専務取締役（現任）

取締役 藤森　源久 昭和23年 1月25日 昭和45年 4月 当社に入社

平成 5年 6月 当社非繊維事業部化学第一部長

平成11年 6月 株式会社名古屋観光ホテル取締役社長（現任）

平成11年 6月 当社取締役（現任）

取締役 電機光学事業部 白澤　義暲 昭和20年10月 4日 昭和46年 4月 当社に入社

執行役員 医用機器本部長 平成10年 7月 当社医薬事業部薬粧統括部長

平成13年 6月 当社取締役

平成16年 4月 当社電機光学事業部医用機器本部長（現任）

平成19年 6月 当社取締役執行役員（現任）

平成21年 3月 興和テバ株式会社取締役副社長（現任）

生年月日氏名 任期 所有株式
数（千株）

役名 職名 略歴

9(注)3

7(注)3

8(注)3

(注)3 7

324(注)3

7(注)3

－4－



取締役 非繊維事業部 植田　兼司 昭和24年 4月16日 昭和47年 4月 当社に入社

執行役員 機械部長 平成 7年 8月 当社非繊維事業部物資部長

平成15年 6月 当社取締役

平成15年12月 当社管理部門海外統轄部在籍欧州総支配人

平成19年 6月 当社取締役執行役員（現任）

平成19年 8月 当社非繊維事業部機械部長（現任）

取締役 医薬事業部 稲木　敏男 昭和22年11月29日 昭和47年 4月 当社に入社

執行役員 富士研究所長 平成11年 6月 当社富士研究所長（現任）

平成13年 6月 興和新薬株式会社取締役

平成16年 6月 当社取締役

平成19年 6月 当社取締役執行役員（現任）

常勤監査役 伊藤　和彦 昭和21年10月29日 昭和44年 4月 当社に入社

平成14年 9月 興和紡績株式会社印刷事業部管理部長

平成15年 6月 当社常勤監査役（現任）

監査役 古川　邦治 昭和18年12月13日 昭和42年 3月 当社に入社

平成 7年 6月 当社取締役

平成13年 6月 興和紡績株式会社取締役

平成15年 6月 興和新薬株式会社監査役 

平成17年 6月 当社監査役（現任） 

監査役  井窪　保彦 昭和28年 2月11日 昭和52年 4月 弁護士登録

 (注)1 平成 3年 1月 阿部・井窪・片山法律事務所パートナー（現任）

平成 6年 4月 最高裁判所司法研修所教官 

平成17年 6月 当社監査役（現任） 

 監査役 熊野御堂　　泰朗 昭和24年 1月26日 昭和46年 4月 興和紡績株式会社に入社

 (注)1 平成15年 6月 興和紡績株式会社取締役

平成15年 6月  興和紡績株式会社印刷事業部長 

平成18年 6月  当社監査役（現任） 

平成19年 6月 興和紡績株式会社取締役執行役員(現任） 

平成19年 6月 興和紡績株式会社事業本部長（現任）

平成20年11月 興和紡績株式会社精密機器事業部長（現任）

 監査役 宮本　俊明   昭和24年11月28日 平成13年6月  興和冷蔵株式会社代表取締役に就任（現任）
 (注)1 平成19年6月 当社監査役（現任）

1,248

  　　　　　　　２．社長 三輪芳弘は会長 三輪隆康の長男であり、取締役 三輪晃裕は会長 三輪隆康の次男であります。

 　　　　　　　 ３．平成19年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

  　　　　　　　４．平成17年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

　　　　　　　  ５．平成18年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

  　　　　　　　６．平成19年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

  　　　　　　　７．当社は、平成19年6月28日より執行役員制度を導入しており、執行役員は25名で取締役以外の執行役員は10名であります。

          （注）１．監査役 井窪保彦、熊野御堂泰朗、並びに宮本俊明は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります

計

略歴役名 職名 氏名 生年月日

9(注)3

任期 所有株式
数（千株）

8(注)3

7(注)6

9(注)4

(注)6 2

　－(注)4

2(注)5

－5－



　　　　　　　平成21年3月期決算短信

(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)

16,183 16,299
58,793 51,888

302 303
19,765 　　　－

　－ 12,809
　－ 3,681
　－ 2,489

5,204 2,906
386 326

9,299 8,588
1,657 498
2,297 789
△204 △ 28

113,685 100,553

65,920 66,486
減価償却累計額 △40,783 △ 42,040
建物及び構築物（純額） 25,136 24,446

31,293 31,812
減価償却累計額 △26,320 △ 27,214
機械装置及び運搬具（純額） 4,973 4,597

23,126 23,129
減価償却累計額 △14,460 △ 14,820
工具、器具及び備品（純額） 8,665 8,308

33,957 41,812
　－ 31

減価償却累計額 　－ 4
リース資産（純額） 　－ 27

88 447
72,822 79,640

　－ 3,358
　－ 160

3,124 2,527
3,124 6,047

資産の部

建設仮勘定

その他

土地

有形固定資産合計

のれん
リース資産

工具、器具及び備品

流動資産合計

①【連結貸借対照表】

貸倒引当金

有価証券
たな卸資産

前渡金
前払費用

流動資産
現金及び預金
受取手形及び売掛金

繰延税金資産

無形固定資産合計

建物及び構築物

固定資産
有形固定資産

短期貸付金
その他

無形固定資産

商品及び製品
仕掛品
原材料及び貯蔵品

機械装置及び運搬具

リース資産

－6－



　　　　　　　平成21年3月期決算短信

(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)

46,506 37,300
　－ 3,500

1,624 1,580
320 2,371
396 138
19 683

4,491 4,358
△185 △ 218

53,173 49,715
129,120 135,403
242,806 235,956

25,959 21,611
54,430 61,823

　－ 42
6,840 6,946
4,547 3,305
1,703 1,485

131 79
4,954 1,410

943 911
520 207
270 248
54 67

1,431 1,582
488 394
　－ 500

1,714 1,624
103,989 102,241

9,950 16,160
　－ 145

8,426 5,413
500 500

11,208 11,439
1,608 1,716

80   -
959 1,501
194 184

32,928 37,061
136,917 139,302

関係会社社債

預り金
前受収益

繰延税金負債
前受金

賞与引当金

資産合計

流動負債

貸倒引当金
投資その他の資産合計

固定資産合計

その他

投資その他の資産

長期貸付金
長期前払費用

投資有価証券

出資金

繰延税金資産

売上割戻引当金
返品調整引当金

その他

負債の部

役員賞与引当金

支払手形及び買掛金
短期借入金

未払金
未払費用
未払法人税等

流動負債合計

関係会社清算損失引当金

固定負債
長期借入金

繰延税金負債
再評価に係る繰延税金負債
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
負ののれん
預り保証金
その他
固定負債合計

負債合計

リース債務

リース債務

－7－



　　　　　　　平成21年3月期決算短信

(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)

3,840 3,840
2,050 2,116

97,188 96,134
△12,500 △ 13,849

90,578 88,241

14,084 9,955
△67 28
853 853
273 △ 2,570

15,143 8,266
166 145

105,888 96,654
242,806 235,956負債純資産合計

株主資本
資本金
資本剰余金
利益剰余金
自己株式
株主資本合計

土地再評価差額金
為替換算調整勘定
評価・換算差額等合計

純資産の部

評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金

少数株主持分
純資産合計

繰延ヘッジ損益

－8－



　　　　　　　平成21年3月期決算短信

②【連結損益計算書】

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)

221,398 235,728
134,788 149,054
86,609 86,674

492 488
488 394
△3 △ 93

86,613 86,767
79,289 83,029
7,324 3,738

受取利息 163 133
受取配当金 952 736
持分法による投資利益 160 519
負ののれん償却額 202 123
雑収入 520 639
営業外収益合計 1,998 2,153

支払利息 683 867
固定資産売却・廃棄損 108 68
雑支出 386 317
営業外費用合計 1,178 1,254

8,144 4,637

投資有価証券売却益 404 12
土地売却益 425 47
移転補償金 202 　－
貸倒引当金戻入益 　－ 91
その他 212 56
特別利益合計 1,243 206

投資有価証券評価損 3,361 1,518
役員退職慰労引当金繰入損 1,517  　－
棚卸資産評価損 304  　－
固定資産廃棄損 152 238
固定資産売却損 175 17
営業統合関連費用 249  　－
のれん償却損 　－ 390
人事制度改定補償金 　－ 590
関係会社清算損失引当金繰入損 　－ 500
その他 567 154
特別損失合計 6,327 3,410

3,060 1,433
3,668 2,423

△1,782 123
1,885 2,546

28 △ 620
1,146 △ 492

営業総利益
販売費及び一般管理費

売上高
売上原価
売上総利益
返品調整引当金戻入額

当期純利益又は当期純損失（△）

特別利益

特別損失

税金等調整前当期純利益
法人税、住民税及び事業税

(単位：百万円)

法人税等調整額
法人税等合計
少数株主利益又は少数株主損失（△）

営業利益
営業外収益

営業外費用

経常利益

返品調整引当金繰入額
返品調整引当金戻入繰入純額

－9－



　　　　　　　平成21年3月期決算短信

③【連結株主資本等変動計算書】

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)

3,840 3,840

当期変動額合計 － －
3,840 3,840

2,076 2,050

自己株式の処分 △26 65
当期変動額合計 △26 65

2,050 2,116

96,721 97,188

剰余金の配当 △679 △ 561
当期純利益又は当期純損失（△） 1,146 △ 492
当期変動額合計 467 △ 1,054

97,188 96,134

△8,683 △12,500

自己株式の取得 △4,170 △ 1,455
自己株式の処分 570 107
持分変動 △4 △0
関連会社増加に伴う自己株式の増加 △212 　－
当期変動額合計 △3,817 △ 1,348

△12,500 △ 13,849

93,955 90,578

剰余金の配当 △679 △ 561
当期純利益又は当期純損失（△） 1,146 △ 492
自己株式の取得 △4,170 △ 1,455
自己株式の処分 543 173
持分変動 △4 △0
関連会社増加に伴う自己株式の増加 △212 　－
当期変動額合計 △3,377 △ 2,337

90,578 88,241

(単位：百万円)

当期末残高

当期変動額

前期末残高
当期変動額

当期末残高

当期変動額

当期末残高

当期末残高

前期末残高

前期末残高
当期変動額

当期末残高

前期末残高
資本剰余金

利益剰余金

自己株式

株主資本合計

当期変動額

前期末残高

株主資本
資本金
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　　　　　　　平成21年3月期決算短信

前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

16,204 14,084

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,120 △ 4,128
当期変動額合計 △2,120 △ 4,128

14,084 9,955

△7 △67

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △60 95
当期変動額合計 △60 95

△67 28

853 853

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － －
当期変動額合計 － －

853 853

221 273

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 51 △ 2,843
当期変動額合計 51 △ 2,843

273 △ 2,570

17,272 15,143

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,129 △ 6,876
当期変動額合計 △2,129 △ 6,876

15,143 8,266

(単位：百万円)

当期末残高

前期末残高
当期変動額

当期末残高

当期変動額

当期末残高

前期末残高
当期変動額

前期末残高
当期変動額

当期末残高

前期末残高

前期末残高
当期変動額

当期末残高

評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金

繰延ヘッジ損益

土地再評価差額金

為替換算調整勘定

評価・換算差額等合計
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　　　　　　　平成21年3月期決算短信

前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

190 166

△23 △ 20
△23 △ 20
166 145

111,417 105,888

△679 △ 561
1,146 △ 492

△4,170 △ 1,455
543 173
△4 △0

△212 －
△2,152 △ 6,896
△5,529 △ 9,234
105,888 96,654

当期変動額合計

自己株式の処分
持分変動
関連会社増加に伴う自己株式の増加
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

剰余金の配当
当期純利益又は当期純損失（△）
自己株式の取得

前期末残高
当期変動額

当期変動額合計

(単位：百万円)

当期末残高

前期末残高
当期変動額

当期末残高

少数株主持分

純資産合計
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　　　　　　　平成21年3月期決算短信

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

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)

税金等調整前当期純利益 3,060 1,433
減価償却費 5,827 4,989
のれん償却額 168 982
貸倒引当金の増減額（△は減少） △100 △140
退職給付引当金の増減額（△は減少） △685 232
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,608 107
受取利息及び受取配当金 △1,115 △870
支払利息 683 867
持分法による投資損益（△は益） △160 △519
投資有価証券売却損益（△は益） △404 △12
投資有価証券評価損益（△は益） 3,361 1,518
土地売却損益（△は益） △425 △47
固定資産売却損・廃棄損 437 325
売上債権の増減額（△は増加） 4,761 6,817
たな卸資産の増減額（△は増加） 1,657 818
仕入債務の増減額（△は減少） △2,724 △4,818
補償料の入金による収入 2,015 1,602
その他 △2,029 △1,094
小計 15,934 12,191
利息及び配当金の受取額 1,234 1,033
利息の支払額 △735 △869
法人税等の支払額 △4,573 △2,596
営業活動によるキャッシュ・フロー 11,861 9,760

定期預金の預入による支出 △359 △124
定期預金の払戻による収入 300 166
有価証券の取得による支出 △18,000 －
有価証券の売却による収入 20,000 －
投資有価証券の取得による支出 △6,049 △1,256
投資有価証券の売却による収入 651 344
固定資産の取得による支出 △21,770 △12,736
固定資産の売却による収入 610 280
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 － 263
子会社株式の取得による支出 － △3,085
子会社株式の売却による収入 317 －
関係会社社債取得による支出 － △3,500
貸付けによる支出 △1,031 △2,644
その他 △498 1,496
投資活動によるキャッシュ・フロー △25,830 △20,795

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

(単位：百万円)
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　　　　　　　平成21年3月期決算短信

前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至  平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

短期借入金の純増減額（△は減少） 5,458 10,247
長期借入れによる収入 11,500 9,004
長期借入金の返済による支出 △7,682 △5,672
社債の償還による支出 △2,000 －
自己株式の売却による収入 477 －
自己株式の取得による支出 △4,014 △1,292
配当金の支払額 △679 △561
少数株主への配当金の支払額 △7 △6
財務活動によるキャッシュ・フロー 3,051 11,718

△34 △518
△10,952 165

26,756 15,803
15,803 15,969現金及び現金同等物の期末残高

財務活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
現金及び現金同等物の期首残高

(単位：百万円)
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　　　　　　　平成21年3月期決算短信

(単位：百万円)
前事業年度 当事業年度

(平成20年３月31日) (平成21年３月31日)

2,603 3,982
5,113 4,851

48,421 43,292
4,252 －
5,463 －
1,911 －

－ 9,684
3,417 3,316
845 －
－ 2,406

5,206 2,907
222 182

7,516 6,822
1,623 498

10,950 13,767
1,806 635

△5,806 △6,016
93,547 86,332

43,353 43,271
減価償却累計額 △25,649 △26,677
建物（純額） 17,704 16,594

2,358 2,390
減価償却累計額 △1,742 △1,785
構築物（純額） 616 604

27,480 27,917
減価償却累計額 △23,166 △23,973
機械及び装置（純額） 4,313 3,944

552 513
減価償却累計額 △485 △453
車両運搬具（純額） 67 60

17,732 17,673
減価償却累計額 △10,199 △10,305
工具、器具及び備品（純額） 7,533 7,368

14,039 18,923
－ 108

減価償却累計額 － 13
リース資産（純額） － 95

－ 440
44,273 48,030

①【貸借対照表】

土地

建設仮勘定
有形固定資産合計

関係会社短期貸付金
その他

前渡金

資産の部
流動資産

現金及び預金

固定資産

原材料及び貯蔵品

貸倒引当金
流動資産合計

前払費用
繰延税金資産

貯蔵品

リース資産

機械及び装置

車両運搬具

工具、器具及び備品

建物

構築物

有形固定資産

受取手形
売掛金
商品
製品

短期貸付金

原材料
商品及び製品
仕掛品
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　　　　　　　平成21年3月期決算短信

(単位：百万円)
前事業年度 当事業年度

(平成20年３月31日) (平成21年３月31日)

490 359
596 948
－ 160

264 17
1,350 1,486

20,639 14,604
29,788 34,106

－ 5,242
243 243

2,140 2,125
320 2,371
57 89

366 112
－ 611

1,834 1,780
1,620 1,847
△98 △131

56,913 63,004
102,537 112,520
196,084 198,852

11,560 9,013
12,792 10,890
42,585 53,663
4,792 2,997

－ 54
4,753 4,144
1,860 1,607
1,383 10
4,846 1,331
422 749
103 79
41 42

300 271
－ 780

522 498
114 680

86,081 86,816

9,650 15,687
－ 201

1,579 －
5,579 5,459
1,191 1,260
866 1,217

18,866 23,825
104,948 110,642

支払手形
買掛金
短期借入金
1年内返済予定の長期借入金

資産合計
負債の部

投資その他の資産合計
固定資産合計

その他
貸倒引当金

長期前払費用

前払年金費用

流動負債

預り保証金
固定負債合計

負債合計

長期借入金

繰延税金負債
退職給付引当金
役員退職慰労引当金

リース債務

設備支払手形
その他
流動負債合計

固定負債

預り金
前受収益
役員賞与引当金
返品調整引当金

未払法人税等
未払費用

前受金

未払金

関係会社出資金
長期貸付金
破産更生債権等

繰延税金資産

関係会社株式

出資金

投資有価証券

無形固定資産合計

関係会社社債

ソフトウエア
リース資産
その他

投資その他の資産

特許権
無形固定資産

リース債務

関係会社清算損失引当金

－16－



　　　　　　　平成21年3月期決算短信

(単位：百万円)
前事業年度 当事業年度

(平成20年３月31日) (平成21年３月31日)

3,840 3,840

2,045 2,045
2,045 2,045

960 960

研究開発積立金 18,200 18,200
退職慰労積立金 2,300 2,300
不動産圧縮積立金 708 701
別途積立金 59,000 59,000
繰越利益剰余金 10,220 11,334

91,389 92,496
△11,094 △12,387

86,180 85,994

5,023 2,188
△67 28
4,956 2,216

91,136 88,210
196,084 198,852

純資産合計
負債純資産合計

その他有価証券評価差額金

利益剰余金合計

その他利益剰余金

資本剰余金合計
利益剰余金

利益準備金

資本金
株主資本

資本剰余金

評価・換算差額等合計

自己株式
株主資本合計

評価・換算差額等

資本準備金

繰延ヘッジ損益

純資産の部
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　　　　　　　平成21年3月期決算短信

②【損益計算書】

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)

売上高 170,091 188,568
その他の営業収入 4,346 2,528
売上高合計 174,438 191,096

商品期首たな卸高 4,435 4,252
製品期首たな卸高 5,084 5,463
当期商品仕入高 99,687 119,812
当期製品製造原価 31,559 30,653
他勘定振替高 △ 4,756 △ 5,903
合計 136,011 154,279
商品期末たな卸高 4,252 3,661
製品期末たな卸高 5,463 6,022
売上原価合計 126,294 144,595

48,143 46,501
287 300
300 271
13 △ 28

48,130 46,530
39,127 39,714
9,003 6,815

受取利息 185 253
受取配当金 1,557 749
雑収入 250 253
営業外収益合計 1,993 1,256

支払利息 548 724
売上割引 1 0
債務免除損 51 37
固定資産売却・廃棄損 108 51
貸倒引当金繰入損 234 422
貸倒損失 　－ 1
雑支出 99 47
営業外費用合計 1,045 1,285

9,951 6,786

(単位：百万円)

営業利益
営業外収益

返品調整引当金繰入額
返品調整引当金戻入繰入純額
営業総利益
販売費及び一般管理費

営業外費用

経常利益

売上高

売上原価

売上総利益
返品調整引当金戻入額
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　　　　　　　平成21年3月期決算短信

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)

投資有価証券売却益 390 12
関係会社株式売却益 705 21
土地売却益 320 47
抱合せ株式消滅差益 1,197 －
その他 202 －
特別利益合計 2,816 80

投資有価証券売却損 3 －
投資有価証券評価損 3,359 1,460
関係会社株式評価損 　－ 1,414
関係会社清算損失引当金繰入損 　－ 780
土地売却損 　－ 17
減損損失 　－ 2
役員退職慰労引当金繰入損 1,171 －
その他 916 369
特別損失合計 5,449 4,044

7,318 2,822
3,100 770

△1,060 384
2,039 1,154
5,278 1,668

特別損失

(単位：百万円)

特別利益

当期純利益

税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
法人税等合計
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　　　　　　　平成21年3月期決算短信

③【株主資本等変動計算書】

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)

3,840 3,840

－ －
3,840 3,840

2,045 2,045

－ －
2,045 2,045

2,045 2,045

－ －
2,045 2,045

960 960

－ －
960 960

18,200 18,200

当期変動額合計 － －
18,200 18,200

2,300 2,300

－ －
2,300 2,300

716 708

不動産圧縮積立金の取崩 △7 △7
当期変動額合計 △7 △7

708 701

(単位：百万円)

株主資本
資本金

当期変動額
当期変動額合計

前期末残高
当期変動額

当期変動額合計
当期末残高

資本剰余金
資本準備金

前期末残高

前期末残高
当期変動額

当期末残高
資本剰余金合計

当期末残高
当期変動額合計

前期末残高

当期変動額合計
当期末残高

利益剰余金
利益準備金

当期変動額

前期末残高

前期末残高
退職慰労積立金

前期末残高

当期変動額合計
当期変動額

当期末残高
不動産圧縮積立金

当期変動額

当期末残高

その他利益剰余金
研究開発積立金

当期変動額

当期末残高
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　　　　　　　平成21年3月期決算短信

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)

59,000 59,000

当期変動額合計 － －
59,000 59,000

5,614 10,220

剰余金の配当 △679 △561
不動産圧縮積立金の取崩 7 7
当期純利益 5,278 1,668
当期変動額合計 4,606 1,113

10,220 11,334

86,790 91,389

△679 △561
－ －

5,278 1,668
4,599 1,106

91,389 92,496

△56 △11,094

△11,037 △1,292
△11,037 △1,292
△11,094 △12,387

92,619 86,180

△679 △561
　－ 　－

5,278 1,668
△11,037 △1,292
△6,438 △186
86,180 85,994

不動産圧縮積立金の取崩

繰越利益剰余金

(単位：百万円)

別途積立金
前期末残高
当期変動額

当期末残高

当期変動額
剰余金の配当

当期純利益
自己株式の取得
当期変動額合計

前期末残高

当期末残高
利益剰余金合計

前期末残高

前期末残高

当期変動額

自己株式
前期末残高

当期純利益
当期変動額合計

当期末残高

当期変動額
剰余金の配当

当期変動額
自己株式の取得

当期末残高

不動産圧縮積立金の取崩

当期変動額合計
当期末残高

株主資本合計
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　　　　　　　平成21年3月期決算短信

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)

8,856 5,023

△3,832 △2,835
△3,832 △2,835

5,023 2,188

△7 △67

△60 95
△60 95
△67 28

8,848 4,956

△3,892 △2,739
△3,892 △2,739

4,956 2,216

101,467 91,136

△679 △561
　－ 　－

5,278 1,668
△11,037 △1,292
△3,892 △2,739

△10,331 △2,926
91,136 88,210

当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

当期末残高

純資産合計
前期末残高
当期変動額

当期変動額合計

自己株式の取得
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

当期純利益
不動産圧縮積立金の取崩

当期変動額合計

評価・換算差額等合計
前期末残高
当期変動額

当期変動額

繰延ヘッジ損益

(単位：百万円)

評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金

前期末残高

前期末残高

当期末残高
当期変動額合計

当期変動額合計

当期末残高

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

当期末残高

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

剰余金の配当
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