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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 19,047 7.6 2,435 7.5 2,261 7.2 1,273 1.2
20年3月期 17,700 28.5 2,265 45.5 2,109 51.1 1,257 61.3

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 79.72 ― 16.4 10.2 12.8
20年3月期 78.72 ― 18.5 10.7 12.8

（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 23,773 8,241 34.7 516.10
20年3月期 20,530 7,275 35.4 455.49

（参考） 自己資本   21年3月期  8,241百万円 20年3月期  7,275百万円

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 1,999 △2,973 1,478 3,163
20年3月期 2,673 △700 △533 2,660

2.  配当の状況 

(注) 20年3月期の配当金の内訳 普通配当 7円 90周年記念配当 1円 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
純資産配当

率（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 0.00 ― 8.00 8.00 127 10.2 1.9
21年3月期 ― 0.00 ― 7.00 7.00 111 8.8 1.4

22年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 5.00 5.00 10.6

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

8,300 △13.5 900 △40.9 800 △44.2 450 △68.5 28.18

通期 15,000 △21.3 1,500 △38.4 1,300 △42.5 750 △41.1 46.96
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4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

(注)詳細は、８ページ「会計処理方法の変更」をご覧ください。 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

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 16,000,000株 20年3月期 16,000,000株

② 期末自己株式数 21年3月期  30,244株 20年3月期  26,588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ます。 
実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 
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１．経営成績 

(1）経営成績に関する分析 

当期の経営成績 

 当期におけるわが国経済は、世界的な金融危機の影響が実態経済にまでおよび企業の業績は期後半から急 

速に悪化し、自動車・電機・機械等の産業を中心に多くの企業が設備投資計画の延期や削減、雇用調整を余 

儀なくされました。家計部門では賃金の減少に加えて雇用不安感の高まりにより、個人消費がさらに冷え込 

むなど低迷しております。世界同時不況の様相が強まる中、輸出依存度の高い経済構造となっているわが国 

経済にとって輸出の不振に加えて国内需要の落ち込みも深刻で一段と厳しさが増してきております。アメリ 

カを始め先進各国や新興国の協調した金融危機対応、大型景気対策の成果が待たれています。 

 内航海運業界では、自動車、電機や鉄鋼・石油・化学等素材メーカーの急激な減産の影響により、輸送量 

が減少し船腹過剰に見舞われております。今後、輸送量が回復するには時間がかかると思われることから、 

老朽船の代替建造を計画していた船主も燃料油価格の下落というプラス面はあるものの、計画を見直すとこ 

ろも出てきております。外航・近海船業界では、物流需要の減少と運賃市況の乱高下等により先行き不透明 

感が増大し、先物の新規引合いは減少しております。輸出関係では世界的な金融不安・信用収縮から船舶建 

造資金の調達が制約となり新規引合いは低迷しております。 

 近況は厳しいながら、造船各社は数年分の受注残を抱え一定の仕事量を確保しているもようです。当社に 

おきましても、当面の仕事量は確保しているものの環境の変化に備える必要があるものと考えております。 

 当期の業績につきましては、期後半の受注環境の変化により受注高は前期比24.6％減の17,208 百万円と 

なりました。売上高は主機関、部分品とも伸び、前期比7.6％増の19,047 百万円となりました。このため受 

注残高は前期比12.5％減の12,853 百万円となりました。 

 損益面につきましては、期の前半に鋼材をはじめとする原材料価格の騰勢が続き、外注費や労務費の増加、 

設備投資の増加に伴う償却負担増もあり、製造コストが上昇する状況が続きました。しかしながら、販売量 

の増加にともない一定の操業度を維持できたことや経費の抑制、販売価格の改善に努力した結果、営業利益 

は2,435 百万円（前期比7.5%増）、経常利益は2,261 百万円（前期比7.2%増）、当期純利益は 1,273 百万円 

（前期比1.2%増）となりました。 

 部門別では、主機関は、単体輸出が増加し売上高は前期実績を上回り、13,521 百万円（前期比8.1％増） 

となりました。部分品・修理工事は、国内ドック向け、海外向けとも好調で売上高は5,526 百万円（前期比 

6.5％増）となりました。 

次期の見通し 

 今後を見通しますと、内航船分野につきましては、全産業的な減産の影響を受けて国内輸送量が減少し、係 

船・停船の表面化からこれまでの運賃・用船料の改善を受けた老朽船の代替建造の動きを見直す船主が出てき 

ております。このような状況の中、限られた建造情報を確実に受注に結びつけトップシェアの維持に注力いた 

します。外航・近海船分野につきましては、ここ数年活発な新船建造需要が続いておりましたが、運賃・用船 

料の暴落、世界経済の先行き不透明感から建造計画の中止や延期の動きが出てまいりました。このため、新船 

建造に結びつく引合い案件に軸足をおいた受注活動を展開するとともに、早期に成約し、仕事量の安定確保を 

図ってまいります。また、海外への展開は、重要な課題として位置づけており、各国の金融・経済状態・政府 

施策等を十分に見極めながら、現地商社ならびに日本商社との情報交換を密接に行い営業活動を進めてまいり 

ます。 

 このような受注環境のなかで、生産面におきましては購入資材の安定調達を図るとともにコスト抑制に取り 

組んでまいります。また一連の更新機械設備、電気炉鋳造設備、臨海部での組立試運転工場の稼動等により、 

生産効率を一層高めるとともに、多能工化による内製化の拡大とフレキシブルな人員体制を築き、新製品の投 

入も進めてまいります。 

 以上の見通しにより、次期の業績につきましては、売上高15,000百万円、営業利益1,500百万円、経常利益 

1,300百万円、当期純利益750百万円を見込んでおります。 
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(2）財政状態に関する分析 

 ① 資産、負債及び純資産の状況 

 当事業年度末の総資産は23,773百万円となり、前期末比3,243百万円の増加となりました。これは主に、売掛

金の減少535百万円、有価証券の減少799百万円があったものの、現預金の増加2,803百万円、有形固定資産の増

加1,594百万円によるものであります。 

 負債につきましては、15,531百万円となり、前期末比2,276百万円の増加となりました。これは主に、社債の

増加1,000百万円と借入金の増加606百万円及び未払金の増加411百万円によるものであります。 

 純資産につきましては、8,241百万円となり、前期末比966百万円の増加となりました。これは主に、利益剰余

金の増加1,145百万円によるものであります。 

 ② キャッシュ・フローの状況 

 当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前期末に比べ503百万円増加し、当期

末は3,163百万円となりました。 

  当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は、1,999百万円となりました。これは主に、法人税等の支払額1,093百万円があ

ったものの、税引前当期純利益2,178百万円を確保し、売上債権が593百万円減少したこと及び減価償却費549百

万円によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は、2,973百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出

1,469百万円と、定期預金の預入による支出1,500百万円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果得られた資金は、1,478百万円となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出393百

万円があったものの、長期借入金の借入による収入1,000百万円と、社債の発行による収入1,000百万円によるも

のであります。 

 （参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注１）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おります。 

（注２）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

（注３）有利子負債は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。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 利益配分につきましては、経営の重要課題として位置付け、企業体質強化並びに新規事業活動のための内部 

留保とのバランスを保ちながら、適正な利益還元を行うことを基本方針としています。 

 第140 期に黒字化を達成して２円の配当を行って以来、業績の改善に伴い段階的に増配し、第143 期には創 

立90 周年の記念配当１円を加え８円の配当をしてきました。第144期につきましては７円の普通配当とするこ 

とにいたしました。また、第145期につきましては業績見通しなどを総合的に勘案し、５円の配当を予定してお 

ります。 

 なお、第141 期定時株主総会における定款変更決議とその後の１年任期の取締役選任により準備を進めてき 

ました取締役会決議による剰余金の処分について、資本政策の機動性の確保という定款変更時の主旨に従い、 

第144 期より実施することといたしました。 

  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（％） 33.0 33.1 33.6 35.4 34.7 

時価ベースの自己資本比率

（％） 
27.4 38.0 44.1 43.6 16.5 

キャッシュ・フロー対有利

子負債比率（年） 
11.7 10.7 2.1 0.9 2.0 

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍） 
2.9 4.0 19.7 49.9 40.9 
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(4）事業等のリスク 

 当社の業績および財務状況に影響を与える可能性のあるリスクには、次のようなものがあります。なお、当社の事

業に関する全てのリスクを網羅したものではありません。また、文中における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。 

(1) 仕入価格高騰と調達難  

 当社は鉄をはじめとする各種の素材を使用して製品を製造しております。中国を中心とする世界的な資源需要の高

まりによる素材価格高騰は落ち着きを取り戻してきてはいるものの、使用する部材の一部には高騰の続くものがあ

り、予断を許さぬ状況にあります。仕入価格高騰を吸収するため販売価格の改善を進めておりますが、影響が出てく

る可能性があり、また調達期間の長期化による製品納期への影響が引き続き考えられます。  

(2) 金利変動リスク  

 当社は、資金調達を主に銀行借入により行っているため、金利変動リスクにさらされております。借入金圧縮に努

めておりますが、金利水準の急激な上昇など、将来の金利情勢によっては当社の業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

(3) 貸倒れリスク  

 当社は、貸倒れリスクに対して適正な会計処理を行っておりますが、予期せぬ貸倒れリスクが顕在化し、追加的な

損失や引当の計上が必要となる場合には、当社の今後の業績および財務状況に悪影響を与える可能性があります。 

(4) 人材確保難  

 いわゆる「団塊の世代」の大量退職が現実のものとなるなか、当社においても、新卒採用やＵターン組の掘り起こ

し、スキルのある中途採用等、様々な手立てで必要人材の確保策を進めておりますが、充分な結果が得られない場合

には、将来の組織活動に不安を残すことになります。 

２．企業集団の状況 

 該当事項はありません。 
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３．経営方針 

(1）会社の経営の基本方針 

 当社は、独自の技術による舶用ディーゼルエンジン並びに周辺機器の開発・製造からメンテナンスまで、一貫 

して顧客満足を得ることを基本使命とします。 

 この崇高な使命を達成するため①良品主義②親切第一③人格の修養と技術の練磨をモットーに事業活動を行い、 

企業価値を高めていくことを目標とする経営を行います。 

(2）中長期的な会社の経営戦略 

 変化の激しい大競争時代のなかで採算重視の事業構造を堅持するため、コスト競争力の強化と製品の採算改 

善に全力で取り組みます。 

 経営基盤の質的向上を図るための活動としてスタートした３ヵ年の中期経営計画「クオリティアップ２０１ 

１」は２年目を迎えました。重点目標として掲げた「高性能環境対応商品の開発、品質および生産性の向上、 

収益力の強化、人材の確保と育成強化、社会的評価の向上、内部統制の推進」の課題に積極的に取り組み、業 

績の向上をはかる所存であります。 

(3）会社の対処すべき課題 

①営業活動 

 内航船分野につきましては、引き続きトップシェアの維持に努めてまいります。外航・近海船分野につき 

ましては、新船建造に結びつく引合い案件に軸足をおいた受注活動を展開するとともに、早期に成約し、仕 

事量の安定確保を図ってまいります。また海外への展開は、重要な課題として位置づけており、各国の金融 

・経済状態・政府施策等を十分に見極めながら、現地商社ならびに日本商社との情報交換を密接に行い営業 

活動を進めてまいります。 

②生産活動 

 生産面におきましては、仕入先との良好な関係の維持に努め、購入資材の安定調達を図るとともに、資材 

調達のグローバル化を進めコストの抑制に取り組んでまいります。設備面におきましては、クランク軸旋盤 

および五面加工機を更新し、また環境への影響を配慮してキュポラから電気炉鋳造への転換を実施いたしま 

した。さらに兵庫県下の臨海部において組立試運転工場を稼動させ、生産から出荷までのリードタイムの短 

縮を実現させることで、より一層の生産効率のアップにつなげるとともに品質の向上にも取り組んでまいり 

ます。生産量減少への備えとして多能工化を進め内製化の拡大を図るとともに、フレキシブルに人員調整で 

きる体制を構築し対応してまいります。 

③新製品の開発・販売 

 新製品の開発販売におきましては、信頼性の高い高性能低速４サイクルのシリーズエンジンとして、ＬＡ３ 

４形、ＬＡ２８形に続き「ＬＡ３２形主機関」を開発し初号機を出荷いたしました。ＬＡシリーズ機関はこれ 

までに３０数台を販売あるいは内定しております。また地球環境への影響に配慮した商品として、低速４サイ 

クルエンジンの燃料噴射、吸排気弁およびシリンダ注油を制御対象とした「電子制御機関」の開発を鋭意進め 

ております。さらに国際海事機関（ＩＭＯ）の環境規制であるＮＯｘ二次規制（2011年発効予定）に対応した 

低ＮＯｘ主機関の開発、ＮＯｘ三次規制（2016年発効予定）に対応すべくＮＯｘ排出量を大幅に削減する脱硝 

装置の共同開発にも積極的に取り組んでまいります。 
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４．財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,910,281 4,713,888

受取手形 1,518,732 1,822,656

売掛金 3,599,102 3,063,983

有価証券 810,462 10,462

製品 731,673 1,356,660

原材料 1,091,273 1,251,626

仕掛品 2,057,688 1,646,805

貯蔵品 8,982 8,981

前払費用 14,877 14,841

繰延税金資産 342,647 382,751

その他 121,744 53,280

貸倒引当金 △195,900 △165,800

流動資産合計 12,011,565 14,160,139

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,889,573 1,995,374

減価償却累計額 △1,301,953 △1,343,051

建物（純額） ※2  587,619 ※1  652,323

構築物 470,953 492,793

減価償却累計額 △371,276 △372,798

構築物（純額） ※2  99,676 ※1  119,994

機械及び装置 6,001,447 6,915,236

減価償却累計額 △4,973,976 △5,118,945

機械及び装置（純額） ※2  1,027,470 ※1  1,796,290

車両運搬具 82,732 88,488

減価償却累計額 △67,759 △70,988

車両運搬具（純額） ※2  14,972 17,499

工具、器具及び備品 2,243,085 2,312,700

減価償却累計額 △2,002,731 △2,112,976

工具、器具及び備品（純額） 240,354 199,724

土地 ※3, ※2  5,139,518 ※1, ※2  5,817,871

建設仮勘定 47,174 147,299

有形固定資産合計 7,156,785 8,751,003

無形固定資産   

電話加入権 8,726 8,661

施設利用権 7,272 6,658

ソフトウエア 13,107 17,737

無形固定資産合計 29,105 33,056
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  827,649 511,269

出資金 14,682 14,682

長期貸付金 32,000 32,000

株主、役員又は従業員に対する長期貸付金 7,171 4,974

破産更生債権等 10,785 10,850

長期前払費用 5,361 －

前払年金費用 368,208 －

繰延税金資産 － 177,141

その他 81,096 96,528

貸倒引当金 △13,700 △17,900

投資その他の資産合計 1,333,256 829,547

固定資産合計 8,519,147 9,613,607

資産合計 20,530,712 23,773,746

負債の部   

流動負債   

支払手形 2,096,122 2,180,754

買掛金 1,827,396 1,715,966

1年内返済予定の長期借入金 ※1, ※2  393,100 ※1  1,905,228

1年内償還予定の社債 － ※1  140,000

未払金 777,093 1,188,619

未払費用 144,312 134,033

未払法人税等 632,896 554,118

前受金 1,964,492 2,321,994

預り金 16,084 16,803

賞与引当金 281,000 246,000

製品保証引当金 16,900 23,900

設備関係支払手形 83,887 341,910

流動負債合計 8,233,285 10,769,329

固定負債   

社債 － ※1  860,000

長期借入金 ※1, ※2  1,900,300 ※1  995,072

繰延税金負債 3,129 －

再評価に係る繰延税金負債 ※3  1,957,968 ※2  1,957,968

退職給付引当金 969,460 729,387

役員退職慰労引当金 58,700 70,700

長期預り保証金 132,185 149,290

固定負債合計 5,021,744 4,762,418

負債合計 13,255,030 15,531,747
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 800,000 800,000

資本剰余金   

資本準備金 41,825 41,825

資本剰余金合計 41,825 41,825

利益剰余金   

利益準備金 40,598 53,377

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 74,970 64,934

別途積立金 1,300,000 2,300,000

繰越利益剰余金 1,888,027 2,030,721

利益剰余金合計 3,303,596 4,449,033

自己株式 △7,413 △9,053

株主資本合計 4,138,008 5,281,805

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 277,806 100,326

土地再評価差額金 ※3  2,859,867 ※2  2,859,867

評価・換算差額等合計 3,137,674 2,960,193

純資産合計 7,275,682 8,241,998

負債純資産合計 20,530,712 23,773,746
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 17,700,796 19,047,821

売上原価   

製品期首たな卸高 965,337 731,673

当期製品製造原価 12,681,059 14,518,342

合計 13,646,396 15,250,016

製品期末たな卸高 731,673 1,356,660

製品売上原価 12,914,722 13,893,356

売上総利益 4,786,073 5,154,465

販売費及び一般管理費 ※1, ※3  2,520,624 ※1, ※3  2,718,828

営業利益 2,265,449 2,435,636

営業外収益   

受取利息 2,849 10,679

受取配当金 15,960 13,535

補助金収入 42,067 1,441

受取補償金 1,223 25,464

受取保険金 307 6,432

その他 14,070 10,391

営業外収益合計 76,478 67,945

営業外費用   

支払利息 53,135 46,954

退職給付費用 163,491 163,491

社債利息 － 1,109

社債発行費 － 20,568

その他 15,616 10,320

営業外費用合計 232,243 242,444

経常利益 2,109,684 2,261,138

特別利益   

貸倒引当金戻入額 79,125 6,200

固定資産売却益 － 4,046

投資有価証券売却益 － 292

特別利益合計 79,125 10,539

特別損失   

固定資産処分損 ※2  11,524 ※2  74,895

ゴルフ会員権評価損 4,100 －

投資有価証券売却損 － 1,104

投資有価証券評価損 － 17,320

特別損失合計 15,624 93,319

税引前当期純利益 2,173,184 2,178,358

法人税、住民税及び事業税 943,000 1,004,000

法人税等調整額 △27,390 △98,866

法人税等合計 915,610 905,134

当期純利益 1,257,574 1,273,224
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 800,000 800,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 800,000 800,000

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 41,825 41,825

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 41,825 41,825

資本剰余金合計   

前期末残高 41,825 41,825

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 41,825 41,825

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 32,609 40,598

当期変動額   

剰余金の配当 7,988 12,778

当期変動額合計 7,988 12,778

当期末残高 40,598 53,377

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 85,489 74,970

当期変動額   

圧縮積立金の取崩 △10,519 △10,035

当期変動額合計 △10,519 △10,035

当期末残高 74,970 64,934

別途積立金   

前期末残高 600,000 1,300,000

当期変動額   

別途積立金の積立 700,000 1,000,000

当期変動額合計 700,000 1,000,000

当期末残高 1,300,000 2,300,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,407,810 1,888,027
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当期変動額   

剰余金の配当 △87,876 △140,566

圧縮積立金の取崩 10,519 10,035

別途積立金の積立 △700,000 △1,000,000

当期純利益 1,257,574 1,273,224

当期変動額合計 480,217 142,693

当期末残高 1,888,027 2,030,721

利益剰余金合計   

前期末残高 2,125,909 3,303,596

当期変動額   

剰余金の配当 △79,887 △127,787

当期純利益 1,257,574 1,273,224

当期変動額合計 1,177,687 1,145,437

当期末残高 3,303,596 4,449,033

自己株式   

前期末残高 △4,263 △7,413

当期変動額   

自己株式の取得 △3,150 △1,640

当期変動額合計 △3,150 △1,640

当期末残高 △7,413 △9,053

株主資本合計   

前期末残高 2,963,471 4,138,008

当期変動額   

剰余金の配当 △79,887 △127,787

当期純利益 1,257,574 1,273,224

自己株式の取得 △3,150 △1,640

当期変動額合計 1,174,536 1,143,796

当期末残高 4,138,008 5,281,805

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 517,598 277,806

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △239,791 △177,480

当期変動額合計 △239,791 △177,480

当期末残高 277,806 100,326

土地再評価差額金   

前期末残高 2,859,867 2,859,867

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,859,867 2,859,867

阪神内燃機工業㈱（6018）平成21年3月期 決算短信（非連結）

- 12 -



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 3,377,465 3,137,674

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △239,791 △177,480

当期変動額合計 △239,791 △177,480

当期末残高 3,137,674 2,960,193

純資産合計   

前期末残高 6,340,937 7,275,682

当期変動額   

剰余金の配当 △79,887 △127,787

当期純利益 1,257,574 1,273,224

自己株式の取得 △3,150 △1,640

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △239,791 △177,480

当期変動額合計 934,744 966,316

当期末残高 7,275,682 8,241,998
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（４）キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 2,173,184 2,178,358

減価償却費 384,103 549,522

賞与引当金の増減額（△は減少） 30,000 △35,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △9,150 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 68,173 128,134

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △11,000 12,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） △72,074 △31,084

受取利息及び受取配当金 △18,809 △24,214

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） － 18,131

ゴルフ会員権評価損 4,100 －

支払利息 53,135 48,063

固定資産処分損益（△は益） 11,524 70,848

売上債権の増減額（△は増加） 479,151 593,816

たな卸資産の増減額（△は増加） △65,459 △374,456

仕入債務の増減額（△は減少） 277,444 △26,798

その他 158,356 △4,197

小計 3,462,681 3,103,124

利息及び配当金の受取額 18,902 28,667

利息の支払額 △54,113 △48,905

法人税等の支払額 △753,596 △1,083,778

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,673,873 1,999,108

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 － △1,500,000

有形固定資産の取得による支出 △699,936 △1,469,235

有形固定資産の売却による収入 － 6,891

無形固定資産の取得による支出 △6,279 △9,603

投資有価証券の取得による支出 △2,685 △2,226

投資有価証券の売却による収入 － 1,145

ゴルフ会員権の取得による支出 － △7,482

その他 7,930 6,862

投資活動によるキャッシュ・フロー △700,970 △2,973,648

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 － 1,000,000

長期借入金の返済による支出 △450,800 △393,100

社債の発行による収入 － 1,000,000

自己株式の取得による支出 △3,150 △1,640

配当金の支払額 △79,466 △127,113

財務活動によるキャッシュ・フロー △533,417 1,478,146

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,439,486 503,606

現金及び現金同等物の期首残高 1,220,795 2,660,281

現金及び現金同等物の期末残高 2,660,281 3,163,888
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

 該当事項はありません。 

重要な会計方針 

  
前事業年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1）その他有価証券 

時価のあるもの 

期末前１ヶ月の市場価格等の平均

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） 

(1）その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

移動平均法に基づく原価法 

時価のないもの 

同左 

２ 棚卸資産の評価基準及び

評価方法 

(1）製品・仕掛品 

 個別法（一部総平均法）に基づく

原価法 

(1）製品・仕掛品 

 個別法（一部総平均法）に基づく

原価法（貸借対照表価額は収益性の 

低下に基づく簿価切下げの方法によ

り算定) 

  (2）原材料・貯蔵品 

 総平均法に基づく原価法 

(2）原材料・貯蔵品 

 総平均法に基づく原価法（貸借対

照表価額は収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法により算定) 

３ 固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

 建物（附属設備を含む）は定額

法、建物以外は定率法によっており

ます。 

 なお取得価額が10万円以上20万円

未満の資産については、法人税法の

規定に基づく３年均等償却によって

おります。 

 主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。 

建物及び構築物 ７～60年

機械及び装置並びに

車両及びその他の陸

上運搬具 

２～11年

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

 建物（附属設備を含む）は定額

法、建物以外は定率法によっており

ます。 

 なお取得価額が10万円以上20万円

未満の資産については、法人税法の

規定に基づく３年均等償却によって

おります。 

 主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。 

建物及び構築物 ７～60年

機械及び装置並びに

車両及びその他の陸

上運搬具 

２～９年

  (2）無形固定資産 

 定額法を採用しております。 

 なお、自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における見込利用可

能期間（５年）による定額法を採用

しております。 

(2）無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 
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前事業年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  ────── 

  

(3）リース資産 

  リース期間を耐用年数とし、残存価額

 を零とする定額法を採用しております。

 なお、所有権移転外ファイナンス・リー 

 ス取引のうち、リース取引開始日が平成 

 20年３月31日以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おります。 

４ 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等

に備えるため、一般債権については

貸倒等実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回収

可能性を検討し、回収不能見込額を

計上しております。 

(1）貸倒引当金 

同左 

  (2）賞与引当金 

 従業員の賞与の支払に充てるた

め、支給見込額基準に基づき計上し

ております。 

(2）賞与引当金 

同左 

  (3）製品保証等引当金 

 売上製品の保証等の費用に充てる

ため、売上高に対する過去の実績比

率に基づき計上しております。 

(3）製品保証等引当金 

同左 

  (4）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき計上

しております。 

 なお、会計基準変更時差異は、10

年による均等額を営業外費用として

処理しております。 

 過去勤務債務は、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（10年）による定額法により

費用処理しております。 

 数理計算上の差異は、各事業年度

の発生時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（10年）

による定額法により按分した額をそ

れぞれ発生の翌事業年度から費用処

理することとしております。 

(4）退職給付引当金 

同左 

  (5）役員退職慰労引当金 

 役員の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を

計上しております。 

(5）役員退職慰労引当金 

同左 

５ 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。 

────── 
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会計処理方法の変更 

  
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） 

６ ヘッジ会計の方法 ──────   借入金について将来の金利の変動に 

 よるリスクをヘッジするために金利ス 

 ワップを行っております。金利スワッ 

 プについては特例処理を採用しており 

 ます。 

７ キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

 キャッシュ・フロー計算書における資

金（現金及び現金同等物）は、手許現

金、随時引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 

８ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税等の処理方法 

 税抜方式によっております。 

消費税等の処理方法 

同左 

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） 

 （有形固定資産の減価償却の方法） 

 当事業年度より、法人税法の改正に伴い、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20,329千円減少しております。 

 ────── 

──────   （重要な資産の評価基準及び評価方法の変更） 

 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)が適用された

ことに伴い、主として総平均法による原価法(貸借対照表

価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)

により算定しております。 

 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、42,900 千円減少しております。 

──────   （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

業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及

び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会

計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改））

を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 
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追加情報 

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

（有形固定資産の減価償却の方法） 

 当事業年度より、法人税法の改正に伴い、平成19年３

月31日以前に取得した資産については、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47,368千円減少しております。 

────── 

────── （有形固定資産の耐用年数の変更） 

 当社の機械及び装置については、法人税法の改正を契

機として耐用年数の見直しを行った結果、当事業年度よ

り改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更して

おります。 

 この変更に伴い、営業利益、経常利益及び税引前当期

純利益は38,952千円それぞれ減少しております。 
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成20年３月31日） 

当事業年度 
（平成21年３月31日） 

＊１ 投資有価証券680,895千円は長期借入金（１年以内

返済の長期借入金を含む）488,418千円の担保に供し

ております。 

────── 

＊２ 次のものは工場財団を組成し、長期借入金（１年

以内返済の長期借入金を含む）1,755,382千円の担保

に供しております。 

＊１ 次のものは工場財団を組成し、長期借入金（１年

内返済の長期借入金を含む）2,531,800千円及び社債

（銀行保証付無担保社債(１年内償還の社債含む)）

1,000,000千円の担保に供しております。 

建物    235,649千円  

構築物   13,506   

機械及び装置 215,451   

土地 5,057,024   

合計 5,521,632 
(明石及び玉津工場

財団) 

建物    219,023千円  

構築物 12,175   

機械及び装置 141,662   

土地 5,057,024   

合計 5,429,886 
(明石及び玉津工場

財団) 

＊３ 土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公

布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を

行い、評価差額については、当該評価差額に係る税

金等相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として

負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再

評価差額金」として純資産の部に計上しておりま

す。 

＊２ 土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公

布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を

行い、評価差額については、当該評価差額に係る税

金等相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として

負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再

評価差額金」として純資産の部に計上しておりま

す。 

再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３

月31日公布政令第119号）第２条第５号に定める

不動産鑑定士又は不動産鑑定士補による鑑定評

価により算出しております。 

再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３

月31日公布政令第119号）第２条第５号に定める

不動産鑑定士又は不動産鑑定士補による鑑定評

価により算出しております。 

再評価の実施日 平成14年３月31日

再評価を行った土地の期末に

おける時価と再評価後の帳簿

価額との差額 

     1,931,483千円

再評価の実施日 平成14年３月31日

再評価を行った土地の期末に

おける時価と再評価後の帳簿

価額との差額 

    2,011,396千円

   

阪神内燃機工業㈱（6018）平成21年3月期 決算短信（非連結）

- 19 -



（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 販売費に属する費用のおおよその割合は77％であ

り、一般管理費に属する費用のおおよその割合は23  

％であります。主要な費目および金額は次のとおり

であります。 

＊１ 販売費に属する費用のおおよその割合は79％であ

り、一般管理費に属する費用のおおよその割合は21  

％であります。主要な費目および金額は次のとおり

であります。 

給料・報酬等        669,247千円

販売手数料  457,234 

荷造及び運搬費  408,549 

据付指導費 145,664 

福利費 122,324 

退職給付費用 39,013 

役員退職引当金繰入額 11,300 

減価償却費 13,145 

旅費交通費 90,166 

賞与引当金繰入額 84,527 

貸倒引当金繰入額 5,616 

給料・報酬等       703,327千円 

販売手数料     514,225  

荷造及び運搬費 497,682  

据付指導費      177,030  

福利費   114,516  

退職給付費用      43,534  

役員退職引当金繰入額   12,000  

減価償却費 18,341  

旅費交通費 103,666  

賞与引当金繰入額     67,896  

貸倒引当金繰入額 9,347  

＊２ 固定資産処分損は、建物及び構築物637千円、機械

及び装置6,889千円、工具器具備品2,297千円ほかで

あります。 

＊２ 固定資産処分損は、建物及び構築物2,112千円、機

械及び装置2,820千円、工具器具備品2,556千円、建

設仮勘定66,524千円ほかであります。 

＊３ 研究開発費の総額 

 一般管理費に含まれる研究開発費は74,300千円

であります。 

＊３ 研究開発費の総額 

 一般管理費に含まれる研究開発費は37,745千円

であります。 
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（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．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加4,121株は、単元未満株式の買取によるものであります。 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

       該当事項はありません。 

  

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

 
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

発行済株式        

普通株式 16,000,000 － － 16,000,000 

合計 16,000,000 － － 16,000,000 

自己株式        

普通株式 22,467 4,121 － 26,588 

合計 22,467 4,121 － 26,588 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年６月28日 

定時株主総会 
普通株式 79,887 5.0 平成19年３月31日 平成19年６月29日 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額
（千円） 

配当の原資 
  

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成20年６月27日 

定時株主総会 
 普通株式 127,787 利益剰余金 8.0 平成20年３月31日 平成20年６月30日
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当事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加3,656株は、単元未満株式の買取によるものであります。 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

       該当事項はありません。 

  

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当期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 

（キャッシュ・フロー計算書関係） 

 
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

発行済株式        

普通株式 16,000,000 － － 16,000,000 

合計 16,000,000 － － 16,000,000 

自己株式        

普通株式 26,588 3,656 － 30,244 

合計 26,588 3,656 － 30,244 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成20年６月27日 

定時株主総会 
普通株式 127,787 8.0 平成20年３月31日 平成20年６月30日 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額
（千円） 

配当の原資 
  

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成21年５月18日 

取締役会 
 普通株式 111,788 利益剰余金 7.0 平成21年３月31日 平成21年６月９日

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係 

 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係 

平成20年３月31日現在 平成21年３月31日現在 

現金及び預金勘定 1,910,281千円

譲渡性預金 800,000千円

預入期間が３ヶ月を 

超える定期預金 
△ 50,000千円

現金及び現金同等物 2,660,281千円

現金及び預金勘定 4,713,888千円

預入期間が３ヶ月を 

超える定期預金 
△1,550,000千円

現金及び現金同等物 3,163,888千円
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（リース取引関係） 

 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 

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 リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

  
取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円） 

工具・器具及
び備品 103,074 77,072 26,001 

合計 103,074 77,072 26,001 

取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円） 

工具・器具及
び備品 68,574 61,462 7,111 

合計 68,574 61,462 7,111 

（注） 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おります。 

（注）         同左 

２ 未経過リース料期末残高相当額等 

  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等 

  未経過リース料期末残高相当額 

１年内       18,889千円

１年超       7,111千円

合計       26,001千円

１年内        7,111千円

１年超            －

合計        7,111千円

（注） 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

ております。 

（注）         同左 

３ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失 

３ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失 

支払リース料      21,803千円

減価償却費相当額       21,803千円

支払リース料       18,889千円

減価償却費相当額       18,889千円

４ 減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

  

（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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（有価証券関係） 

前事業年度（平成20年３月31日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

２ 時価評価されていない有価証券の主な内容及び貸借対照表計上額 

３ その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額 

 （注） 株式等の減損に当たっては、回復可能性があると認められる場合を除き、当事業年度末における時価が取得原

価の50％以下に下落したときに減損処理を行っております。 

また、回復可能性があると認められる場合を除き、過去一定期間における時価と取得原価との乖離状況等保有

有価証券の時価水準を把握するとともに、発行体の財務内容の悪化状況の検討等により、総合的に判断して減

損処理を行っております。 

有価証券の種類 
取得原価 
（千円） 

貸借対照表計上額 
（千円） 

差額 
（千円） 

貸借対照表計上額が取得原価を

超えるもの 
      

株式 302,802 772,523 469,720 

債券 － － － 

その他 － － － 

小計 302,802 772,523 469,720 

貸借対照表計上額が取得原価を

超えないもの 
      

株式 5,250 3,532 △1,718 

債券 － － － 

その他 － － － 

小計 5,250 3,532 △1,718 

合計 308,053 776,056 468,002 

区分 有価証券の種類 
貸借対照表計上額 

（千円） 

その他有価証券 非上場株式 51,593 

  内国債券 10,462 

  譲渡性預金 800,000 

有価証券の種類 
１年以内 
（千円） 

内国債券 10,462 

譲渡性預金 800,000 

合計 810,462 
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当事業年度（平成21年３月31日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

２ 時価評価されていない有価証券の主な内容及び貸借対照表計上額 

３ その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額 

 （注） 株式等の減損に当たっては、回復可能性があると認められる場合を除き、当事業年度末における時価が取得原

価の50％以下に下落したときに減損処理を行っております。 

また、回復可能性があると認められる場合を除き、過去一定期間における時価と取得原価との乖離状況等保有

有価証券の時価水準を把握するとともに、発行体の財務内容の悪化状況の検討等により、総合的に判断して減

損処理を行っております。 

有価証券の種類 
取得原価 
（千円） 

貸借対照表計上額 
（千円） 

差額 
（千円） 

貸借対照表計上額が取得原価を

超えるもの 
      

株式 216,055 400,799 184,744 

債券 － － － 

その他 － － － 

小計 216,055 400,799 184,744 

貸借対照表計上額が取得原価を

超えないもの 
      

株式 74,608 58,876 △15,731 

債券 － － － 

その他 － － － 

小計 74,608 58,876 △15,731 

合計 290,663 459,676 169,013 

区分 有価証券の種類 
貸借対照表計上額 

（千円） 

その他有価証券 非上場株式 51,593 

  内国債券 10,462 

有価証券の種類 
１年以内 
（千円） 

内国債券 10,462 

合計 10,462 
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（デリバティブ取引関係） 

 １．取引の状況に関する事項 

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） 

 利用が無いため、該当事項はありません。 

  

(1）取引の内容 

  当社の利用しているデリバティブ取引は、金利スワッ

  プ取引であります。 

  

  

(2）取引に対する取組方針 

  当社のデリバティブ取引は、借入金の範囲内で、将  

  来の金利の変動によるリスク回避を目的としており、 

  投機的な取引は行わない方針であります。 

  

  

(3）取引の利用目的 

  当社のデリバティブ取引は、金利スワップ取引で、借

  入金利の将来の金利市場における利率上昇による変動 

  リスクを回避する目的で利用しております。 

  

  

(4）取引に係るリスクの内容 

  当社の金利スワップ取引については、市場金利の変動 

  によるリスクはほとんどないと認識しております。  

  なお、取引相手先は高格付けを有する金融機関に限定 

  しているため、信用リスクはほとんどないと認識して 

  おります。 

  

  

(5）取引に係るリスク管理体制 

  当社のデリバティブ取引の執行・管理については、社 

  内ルールに従い、総務部が決裁担当役員の承認を得て 

  行っております。 
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（退職給付関係） 

１ 採用している退職給付制度の概要 

 当社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けております。 

 また、従業員の退職等に際して、割増退職金を支払う場合があります。 

２ 退職給付債務に関する事項 

３ 退職給付費用に関する事項 

  
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） 

イ 退職給付債務（千円） △2,075,596 △1,898,891 

ロ 年金資産残高（千円） 844,484 531,562 

ハ 未積立退職給付債務（イ＋ロ）（千円） △1,231,112 △1,367,329 

ニ 会計基準変更時差異の未処理額（千円） 326,983 163,491 

ホ 未認識数理計算上の差異（千円） 309,568 478,911 

ヘ 未認識過去勤務債務（千円） △6,691 △4,460 

ト 貸借対照表計上額純額（ハ＋ニ＋ホ＋ヘ）

（千円） 
△601,252 △729,387 

チ 前払年金費用（千円） 368,208 － 

リ 退職給付引当金（千円） △969,460 △729,387 

  
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） 

イ 勤務費用（千円） 85,386 86,295 

ロ 利息費用（千円） 41,759 41,511 

ハ 期待運用収益（千円） △17,732 △16,889 

ニ 会計基準変更時差異の費用処理額（千円） 163,491 163,491 

ホ 数理計算上の差異の費用処理額（千円） 42,981 59,376 

ヘ 過去勤務債務の費用処理額（千円） △2,230 △2,230 

ト 退職給付費用（イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ＋へ）

（千円） 
313,656 331,556 
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４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

（ストック・オプション等関係） 

前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

 該当事項はありません。 

当事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  
前事業年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

イ 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同左 

ロ 割引率（％） 2.0 同左 

ハ 期待運用収益率（％） 2.0 同左 

ニ 過去勤務債務の額の処理年数  10年（発生時の従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数

による定額法により費用処理し

ております。） 

同左 

ホ 数理計算上の差異の処理年数  10年（各事業年度の発生時に

おける従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数による定額

法により按分した額をそれぞれ

発生の翌事業年度から費用処理

することとしております。） 

同左 

ヘ 会計基準変更時差異の処理年数（年） 10 同左 
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（税効果会計関係） 

（持分法損益等） 

前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

 関連会社を有していないため、該当事項はありません。 

当事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 関連会社を有していないため、該当事項はありません。 

  
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 

  

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   繰延税金資産   

貸倒引当金        77,976千円 貸倒引当金 69,811千円

賞与引当金       114,198千円 賞与引当金 99,974千円

役員退職引当金         23,855千円 役員退職引当金 28,732千円

退職給付引当金       244,349千円 退職給付引当金 296,422千円

棚卸資産評価損       67,140千円 棚卸資産評価損 83,966千円

未払事業税         48,883千円 未払事業税 43,305千円

その他         75,198千円 その他 135,759千円

繰延税金資産小計        651,601千円 繰延税金資産小計 757,973千円

評価性引当額      △59,757千円 評価性引当額 △74,134千円

繰延税金資産合計       591,844千円 繰延税金資産合計 683,838千円

繰延税金負債   繰延税金負債   

圧縮積立金         51,327千円 圧縮積立金 44,456千円

その他有価証券 

評価差額金 
       190,196千円

その他有価証券 

評価差額金 
68,686千円

その他        10,803千円 その他 10,803千円

 繰延税金負債小計       252,327千円  繰延税金負債小計 123,946千円

 再評価に係る繰延税金

負債 
  

 再評価に係る繰延税金

負債 
  

土地再評価差額金      1,957,968千円 土地再評価差額金 1,957,968千円

繰延税金負債合計      2,210,295千円 繰延税金負債合計 2,081,915千円

繰延税金負債の純額     1,618,451千円 繰延税金負債の純額 1,398,076千円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

  

法定実効税率 40.6％ 法定実効税率 40.6％

（調整）   （調整）   

交際費等永久に損金に

算入されない項目 
 0.9％

交際費等永久に損金に

算入されない項目 
0.7％

受取配当金等永久に益

金に算入されない項目 
△0.1％

受取配当金等永久に益

金に算入されない項目 
△0.1％

住民税均等割 0.2％ 住民税均等割 0.1％

研究開発費減税 

 評価性引当額の増減 

 その他 

  △0.1％

2.1％

 △0.1％

研究開発費減税 

    評価性引当額の増減 

その他 

 △0.1％

0.6％

△0.3％

税効果会計適用後の法

人税等の負担率 
   43.5％

税効果会計適用後の法

人税等の負担率 
   41.6％
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（関連当事者情報） 

前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

(1）親会社及び法人主要株主等 

 該当事項はありません。 

(2）役員及び個人主要株主等 

（注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

   ２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

損害保険の加入については、同社から提示された保険料により、一般的な保険料を参考にして交渉のうえ決定

しております。 

    ３．㈱オゾネは、当社取締役 小曽根 有氏及びその近親者が議決権の100％を直接所有しております。 

  

(3）子会社等 

 該当事項はありません。 

(4）兄弟会社等 

 該当事項はありません。 

  

当事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 (1）親会社及び法人主要株主等 

  該当事項はありません。 

 (2）役員及び個人主要株主等 

（注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

   ２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

損害保険の加入については、同社から提示された保険料により、一般的な保険料を参考にして交渉のうえ決定

しております。 

    ３．㈱オゾネは、当社取締役 小曽根 有氏及びその近親者が議決権の100％を直接所有しております。 

(3）子会社等 

  該当事項はありません。 

     (4）兄弟会社等 

  該当事項はありません。 

属性 
会社等の
名称 

住所 
資本金 

（千円） 
事業の内
容 

議決権等
の所有
(被所有)
割合 
（％） 

関係内容 

取引の内容 
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高 
（千円） 

役員の
兼任等 
（名） 

事業上
の関係 

役員及びそ

の近親者が

議決権の過

半数を所有

している会

社 

㈱オゾネ 
神戸市 

中央区 
32,000 

不動産の

賃貸 

損害保険

代理店 

商品の販

売 

被所有 

直接 6.4 
兼任 1 

損害保

険の加

入 

損害保険の加

入 
18,136 未払金 334 

属性 
会社等の
名称 

住所 
資本金 

（千円） 
事業の内
容 

議決権等
の所有
(被所有)
割合 
（％） 

関係内容 

取引の内容 
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高 
（千円） 

役員の
兼任等 
（名） 

事業上
の関係 

役員及びそ

の近親者が

議決権の過

半数を所有

している会

社 

㈱オゾネ 
神戸市 

中央区 
32,000 

不動産の

賃貸 

損害保険

代理店 

商品の販

売 

被所有 

直接 6.4 
兼任 1 

損害保

険の加

入 

損害保険の加

入 
15,573 未払金 427 
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（１株当たり情報） 

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

（重要な後発事象） 

      該当事項はありません。 

５．その他 

(1）役員の異動 

① 代表取締役の異動 

 ・管掌部門の変更等 

   代表取締役専務          佐々木敬文    (現 代表取締役専務 

   営業部門、生産管理部管掌                 営業部門管掌) 

  ② その他の役員の異動 

   ・昇任取締役 

     常務取締役            上林 啓亮    (現 取締役 

     管理部門管掌                       管理部門管掌) 

   ・新任取締役候補 

     取締役東京支店長         今村 敏人    (現 東京支店長） 

     取締役明石工場長、製造部長    治  健一    (現 鋳造部長) 

     製造部門担当        

   ・新任監査役候補 

     常勤監査役            石原 京治    (現 取締役明石工場長、製造部長 

                                  生産部門担当) 

   ・担当部門の変更等  

     常務取締役            宇賀 誠也    (現 常務取締役 

     製造部門、技術・品質保証部管掌              生産部門、品質保証部管掌） 

     常勤監査役            多田 敬一    (現 非常勤監査役） 

   ・退任予定取締役 

     常務取締役            澤田 邦秋    (顧問に就任予定) 

     取締役明石工場長、製造部長    石原 京治 

   ・退任予定監査役 

     常勤監査役            玉田 正幸 

  ③ 就任予定日 

    平成21年６月26日 

  

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       455円49銭

１株当たり当期純利益金額     78円72銭

１株当たり純資産額          516円10銭

１株当たり当期純利益金額       79円72銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式がないため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式がないため記載しておりません。 

  
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） 

当期純利益（千円） 1,257,574 1,273,224 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純利益（千円） 1,257,574 1,273,224 

期中平均株式数（千株） 15,975 15,971 
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受注及び販売の状況

（1）受注の状況 （単位　百万円：未満切捨）

主 機 関 17,645 (77.3%) 11,682 (67.9%) △ 33.8%

部 分 品 ・ 修 理 工 事 5,188 (22.7%) 5,526 (32.1%) 6.5%

22,834 (100.0%) 17,208 (100.0%) △ 24.6%

主 機 関 14,693 (100.0%) 12,853 (100.0%) △ 12.5%

部 分 品 ・ 修 理 工 事 - ( - ) - ( - ) -

14,693 (100.0%) 12,853 (100.0%) △ 12.5%

（2）販売の状況

12,511 (70.7%) 13,521 (71.0%) 8.1%

5,188 (29.3%) 5,526 (29.0%) 6.5%

17,700 (100.0%) 19,047 (100.0%) 7.6%

(7,696) (43.5%) (8,653) (45.4%) (12.4%)

(2)　その他

対前期増減率

区　　　分 平成19. 4. 1 から 平成20. 4. 1 から 対前期増減率

平成20. 3.31 まで 平成21. 3.31 まで

区　　　分

受
 
注
 
残
 
高

合　　　計

合　　　計

受
　
注
　
高

当事業年度前事業年度

当事業年度前事業年度

平成19. 4. 1 から

平成20. 3.31 まで

平成20. 4. 1 から

平成21. 3.31 まで

（うち輸出分）

主 機 関

部 分 品 ・ 修 理 工 事

合　　　計
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