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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 41,281 △20.8 2,790 △65.8 2,672 △66.9 445 △87.5

20年3月期 52,101 3.3 8,153 △17.3 8,075 △19.2 3,566 △43.7

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 6.06 5.80 0.8 3.2 6.8
20年3月期 48.37 43.66 6.0 9.5 15.6

（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 81,021 55,733 68.8 758.70
20年3月期 84,761 59,004 69.6 803.14

（参考） 自己資本   21年3月期  55,733百万円 20年3月期  59,004百万円

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 △224 △4,085 3,424 12,559
20年3月期 6,573 △8,247 △2,125 14,004

2.  配当の状況 

（注）22年3月期の1株当たり配当金予想額は、現時点では未定であります。 

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 ― 8.00 ― 8.00 16.00 1,193 33.1 2.0
21年3月期 ― 8.00 ― 3.00 11.00 808 181.5 1.5

22年3月期 
（予想）

― ― ― ― ― ―

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）

（注）22年3月期通期の連結業績予想は、現時点では未定であります。 

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 
連結累計期間

9,200 △64.2 △3,100 ― △3,200 ― △3,400 ― △46.28

通期 ― ― ― ― ― ― ― ― ―
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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  

(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、16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、21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 73,499,875株 20年3月期 74,599,875株

② 期末自己株式数 21年3月期  40,737株 20年3月期  1,132,824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 35,755 △22.6 1,920 △72.8 1,999 △71.5 579 △80.6

20年3月期 46,169 2.8 7,068 △19.3 7,012 △20.5 2,985 △44.3

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
円 銭 円 銭

21年3月期 7.90 7.55
20年3月期 40.49 36.54

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 75,400 51,638 68.5 702.96
20年3月期 75,690 52,875 69.9 719.72

（参考） 自己資本 21年3月期  51,638百万円 20年3月期  52,875百万円

※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、実際の実績は今後様々な要因により異なる可能性がありま
す。なお、上記予想に関する事項は、4ページ「1．経営成績〔次期の見通し〕」をご参照ください。 
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〔当期の経営成績〕 

当連結会計年度におけるわが国の経済は、上半期は原油・原材料価格の高騰等により減速傾向を強め

ながらも比較的堅調に推移しました。しかしながら秋口以降、米国に端を発した金融危機が実体経済に

波及し、一転して、世界規模で急激かつ大幅な景気後退に見舞われました。当社グループを取り巻く市

場環境は、輸出の大幅な減少等に加え、製造業を中心とした大規模な生産調整や設備投資の凍結・抑制

等から、下半期はかつて経験のない極めて厳しいものとなりました。 

 このような情勢のもとで、当社グループといたしましては、販売政策の柱となる「ユーザーに密着し

た提案型営業活動」を積極的に展開し、ユーザーニーズの具現化やきめ細かなユーザーサポート等によ

り、既存顧客における受注の確保と新規顧客の需要開拓等を積極的に推進しました。また、需要の喚起

を促す製品開発面においては、ローラタイプ直動案内機器や環境負荷低減製品の「メンテナンスフリー

シリーズ」等の独創的な製品群を中心に開発・市場投入し、新規需要の創出にも注力しました。生産面

につきましては、下半期からの受注の大幅な減少に対して、生産体制の適正化を図るべく、生産調整の

実施と製造コストの低減、設備投資の見直し等を図り、収益の悪化に歯止めをかけるべく努力してまい

りました。 

 しかし、予想以上の景気悪化の影響は避けられず、主要顧客であるエレクトロニクス関連機器や工作

機械等の生産調整による受注の減少をはじめ、機械産業全域に広がった設備投資の凍結・抑制等や世界

的な輸出環境の悪化等に加え、円高の進行によるマイナス影響もあり、下半期の当社グループの売上高

は国内外ともに大幅に減少しました。 

 その結果、当連結会計年度の売上高は41,281百万円(前年同期比20.8%減)となりました。収益面につ

きましては、原価低減や事務合理化、経費削減等を徹底して推し進めるとともに、受注に見合った生産

調整の実施等により収益悪化の抑止に努めましたが、大幅な売上高の減少とそれに伴う操業度の低下等

の影響により、経常利益は2,672百万円(前年同期比66.9%減)となり、当期純利益は、減損処理による投

資有価証券評価損1,562百万円の特別損失の計上もあり445百万円(前年同期比87.5%減)となりました。 

  

（セグメント情報） 

① 事業の種類別セグメントについて、当社グループは、針状ころ軸受等および直動案内機器(以下、軸

受等)ならびに諸機械部品の製造販売を主な単一の事業として運営しているため、事業の種類別セグメ

ントおよび事業部門は一括して記載しております。なお、部門別では、軸受等の売上高は35,478百万円

(前年同期比21.1%減)で、諸機械部品の売上高は、5,803百万円(前年同期比18.7%減)となりました。 

  

 
  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

部門別売上高 （単位 百万円）

区  分

当連結会計年度 前連結会計年度

比 較 増 減（自 平成20年4月 1日 （自 平成19年4月 1日
至 平成21年3月31日） 至 平成20年3月31日）

金額 比率 金額 比率 金額 伸び率

% % %

軸受等 35,478 85.9 44,964 86.3 △9,486 △21.1

諸機械部品 5,803 14.1 7,136 13.7 △1,332 △18.7

売上高合計 41,281 100.0 52,101 100.0 △10,819 △20.8
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② 所在地別セグメントの業績を示すと、次のとおりです。 

 日本 

 国内市場は、景気の悪化に伴い、下半期には製造業を中心に大規模な生産調整と急激かつ大幅な設備

投資の凍結・抑制等が相次ぎ、かつてない売上の落ち込みとなりました。特に、当社の主要な顧客であ

る半導体製造装置・電子部品実装機等のエレクトロニクス関連機器や工作機械向け等をはじめ、国内代

理店向けも売上が大幅に減少しました。輸出についても、世界経済の急激な後退と為替変動によるマイ

ナス影響を受け、下半期は大幅に売上が減少しました。その結果、売上高は31,373百万円(前年同期比

23.7%減)となり、営業利益は経費削減に努めたものの減収の影響が大きく、2,350百万円(前年同期比

69.8%減)となりました。 

北米 

 北米地域は、医療機器や精密機械向けは底堅く推移したものの、エレクロトニクス関連機器向けの低

迷が続いたことや下半期には代理店向け等の売上が減少したことに加え、為替変動によるマイナス影響

を受けたため、売上高は4,467百万円(前年同期比15.2%減)となり、営業利益は193百万円(前年同期比

60.2%減)となりました。 

欧州 

 欧州地域は、上半期は比較的堅調に推移していましたが、下半期は金融危機の影響が広まり、設備需

要の減少からエレクロトニクス関連機器や工作機械向けのほか、代理店向け等の売上も減少したことに

加え、為替変動によるマイナス影響を受けたため、売上高は5,440百万円(前年同期比4.9%減)となり、

営業利益は141百万円(前年同期比69.5%減)となりました。 

  

〔次期の見通し〕 

昨年後半以降、急速に悪化した世界経済は、予断を許さない厳しい状況が続くものと予想されます。

特に、わが国においては、当社グループの主要顧客であります工作機械、半導体製造装置・電子部品実

装機等の各業界は昨年度対比大幅なマイナス成長が予想されております。また、中国市場においては一

部に下げ止まり感が出てきているものの、総じて世界経済は景気低迷からの脱却になお相当の時間を要

するものと思われます。 

 当社グループといたしましては、引き続き「ユーザーに密着した提案型営業活動」を推進し、ソリュ

ーション提供力を高め、真にお客様のお役に立つ活動を展開してまいります。また、需要動向に合わせ

た 適な生産体制を見直し、より一層の原価低減を図るとともに、更なる経費削減等にも努めてまいり

ますが、極めて厳しい環境下、現時点では、第2四半期連結累計期間の業績予想といたしましては、売

上高92億円、経常損失32億円、当期純損失34億円を見込んでおります。なお、通期の業績予想といたし

ましては、現時点において合理的な予想値を算出することは極めて困難でありますので、未定とさせて

いただきます。当該予想の開示が可能となった時点で速やかに開示いたします。 
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当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ3,739百万円減少し81,021百万円となりまし

た。これは主に、現金及び預金2,245百万円、受取手形及び売掛金6,480百万円、投資有価証券2,368百

万円等の減少と、製品、仕掛品等のたな卸資産4,403百万円、有形固定資産2,100百万円等の増加による

ものであります。 

 負債は、前連結会計年度末に比べ468百万円減少し25,288百万円となりました。これは主に、長期借

入金12,722百万円等の増加と、支払手形及び買掛金3,237百万円、未払法人税等1,499百万円、転換社債

7,586百万円等の減少によるものであります。 

 なお、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関と40億円のコミットメントライン設定契約を

締結しております。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べ3,270百万円減少し55,733百万円となりました。これは主に、自

己株式を1,209百万円消却したこと、利益剰余金1,948百万円、評価・換算差額等2,530百万円等の減少

によるものであります。 

  

(キャッシュ・フローについて) 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は12,559百万円となり、前連結会計年度末に比べ

1,445百万円減少しました。 

 当連結会計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。 

  

① 営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動によって支出されたキャッシュ・フローは224百万円となりました。これは主に、税金等調

整前当期純利益1,114百万円、減価償却費3,272百万円、投資有価証券評価損1,562百万円、売上債権の

減少額6,144百万円等による収入と、たな卸資産の増加額5,590百万円、仕入債務の減少額3,069百万

円、法人税等の支払額1,710百万円等の支出との差額によるものであります。 

  

② 投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動により使用されたキャッシュ・フローは4,085百万円となりました。これは主に、定期預金

等の払戻による収入800百万円と、有形固定資産の取得による支出5,136百万円等によるものでありま

す。 

 なお、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローをあわせたフリーキ

ャッシュ・フローは4,310百万円のマイナスとなりました。 

  

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動により得られたキャッシュ・フローは3,424百万円となりました。これは主に、長期借入れ

による収入13,000百万円、転換社債の償還による支出7,586百万円、配当金の支払額1,174百万円等によ

るものであります。 

  

(2) 財政状態に関する分析
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なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標の推移は以下のとおりです。 

 
（注） 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、利払いについては、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。 

  

当社は、利益配分につきましては、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営課題のひとつとして位

置づけており、業績水準等を総合的に勘案し、安定的な配当を継続することを基本方針としておりま

す。また、内部留保資金につきましては、今後の経営環境等に留意しながら、企業価値の 大化に向け

て、収益力の向上と経営基盤の強化を図るとともに、急速な技術革新と需要の変化に対応させた生産体

制の見直し、新製品開発等の投資に充てる考えであります。 

 この基本方針に基づき、当期の期末配当金につきましては、当期の業績水準や内部留保等を総合的に

勘案した結果、1株につき3円といたし、中間配当金とあわせ当期の配当金は1株につき年11円を予定し

ております。 

 なお、次期の配当につきましては、世界的な景気の悪化により、経営環境は厳しく、また、先行きは

不透明な要因が多いため、現時点では未定とさせていただきます。 

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(％) 67.7 68.5 69.6 68.8

時価ベースの自己資本比率(％) 130.2 94.5 53.0 30.1

キャッシュ・フロー対有利子負債比率(年) 0.3 0.2 0.1 ―

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) 37.1 110.1 94.6 ―

(3）利益配分に関する基本方針および当期・次期の配当
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当社グループの事業展開上、経営成績および財政状態に影響をおよ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。当社グループは、これらリスク発生の可能性を認識した上で、発生の予防

および発生した場合の対応に努める方針であります。 

 なお、文中における将来に関する事項は、当決算発表日(平成21年5月18日)現在において、当社グル

ープが判断したものであります。 

(ア) 市場環境 

 当社グループの売上高の内訳は、軸受等が全体の85%程度、諸機械部品は15%程度でありますが、当

面、この傾向に大きな変化はないものと考えております。また、新たな事業への進出は、現在のところ

考えておりません。 

 当社グループの製品は、国内外のエレクトロニクス関連機器、工作機械、自動車・自動二輪車をはじ

め、ロボット、建設機械や一般産業機械等の幅広い分野で使用されております。従いまして、日本、北

米、欧州、アジアを含む当社グループの主要市場における景気後退およびそれに伴う需要の縮小は、当

社グループの経営成績および財政状態に影響をおよぼす可能性があります。 

(イ) 為替変動 

 当社グループは、北米、欧州、アジアをはじめとした世界市場へ製品の販売を行っております。その

ため、為替予約等により為替相場の変動リスクをヘッジしておりますが、そのリスクを全て排除するこ

とは不可能であります。また、米国、オランダなどの海外連結子会社における売上、費用、資産等を含

む外貨建て項目は、連結財務諸表作成のために円貨換算しており、為替相場の変動の影響があります。

(ウ) 海外における事業活動 

 当社グループは、海外市場における事業比率が高まってきているため、海外諸国の法律、規制等の変

更や、政治、経済等の混乱等により、事業活動に影響を及ぼす可能性があります。 

(エ) 製品開発 

 当社グループが生産・販売する軸受等は、販売戦略の根幹である「ユーザーに密着した提案型営業活

動」により収集されたユーザーニーズを反映させた製品であり、競合他社製品との差別化を図った製品

を多数開発し、市場に投入しております。しかしながら、品質、性能の優位性よりも廉価な類似製品に

需要が傾斜した場合、付加価値に見合った販売価格の設定が困難になる恐れがあります。 

(オ) 生産体制 

 当社グループは、常に変化する国内外市場の需要と短納期化の要請に応えるため、資材、生産設備等

の先行投資が不可欠であると考えております。従いまして、ユーザーからの需要の変化に柔軟に対応で

きる生産体制の維持・改善に努めておりますが、予想を超える短期間での需要の変化は、供給の遅延や

コストの増加を招く恐れがあります。 

(カ) 大規模災害の発生 

 当社グループの生産拠点において、地震等の大規模自然災害やその他の災害が発生した場合、生産設

備や製品、仕掛品等の破損により、生産機能が低下または停止し、業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

  

以上のような様々なリスクが存在しておりますが、ここに記載したリスクが当社グループの全てのリ

スクではありません。 

  

(4）事業等のリスク
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 近の有価証券報告書（平成20年6月27日提出）における「事業系統図（事業の内容）」および「関

係会社の状況」から重要な変更がないため開示を省略しております。 

当社グループは、「社会に貢献する技術開発型企業」を経営理念として掲げ、針状ころ軸受や直動案

内機器等の重要な機械要素の製造販売を通じて広く社会に貢献し、社会の信頼を得ながら発展する国際

企業を目指しております。規模の大きさのみにとらわれず、質の高い企業であることを目標に、ユーザ

ーニーズに即した高付加価値製品の開発を使命として、当社のブランドである『ＩＫＯ』が意味すると

ころの、常に当社の製品が、革新的で(Ｉnnovation)、高度な技術に立脚し(Ｋnow-How)、そして創造性

に富む(Ｏriginality)製品であるよう、全社を挙げて取り組んでおります。また、豊かな地球環境の実

現のために環境に配慮した企業活動を推進するとともに、企業倫理の徹底に努め、良き企業市民として

コンプライアンス(法令遵守)経営を全うし、社会的責任を果たしてまいります。 

  

当社グループは、株主価値増大化の視点から株主資本利益率（ＲＯＥ）の向上のために資本効率の改

善に取り組むとともに、企業基盤の安定・強化を図るため、キャッシュ・フローを重視した経営を進め

てまいります。 

  

当社グループは、世界市場において独創的で競争力のある企業集団であり続けるために、国内外のグ

ループ会社と連携し、直動案内機器等の成長性の高い戦略事業に経営資源を集中するなど、需要に応じ

た事業展開を推進し、収益力の向上と財務体質の強化に総力を結集してまいります。 

  

2. 企業集団の状況

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
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平成21年度は、当面厳しい経営環境が続くことが予想されます。このため、徹底した原価低減、経費

の削減等を図るとともに、以下の諸施策を通じて、収益力の回復に努めてまいります。また、経済のグ

ローバル化や世界規模で技術革新が進展する中、大きく変動する国内外の市場動向を的確に把握し、長

期的な視野に立って着実に経営基盤の強化を図るとともに、環境対策面や性能面に優れたＩＫＯブラン

ド製品を通じて企業価値の向上を目指すための取り組みに注力してまいります。 

(ア) 販売活動につきましては、当社グループの販売戦略の根幹をなす「ユーザーに密着した提案型営

業活動」の積極的な展開により、新規市場の開拓や既存市場に対する当社製品の浸透を図ってまい

ります。そのために、国内外の市場の変化に適応した合理的、効率的な販売体制の構築を継続的に

推進してまいります。 

① 国内市場に対する施策 

当社グループは、先端産業等の主要な需要産業のみならず市場規模にとらわれない緻密な販売活

動を図り、当社グループの強みである多品種生産体制を生かしながら、提案型営業活動の要となる

「ユーザーを直接訪問して行うミニ展示会・技術セミナー」を積極的に開催し、幅広い産業分野の

需要を開拓することで、特定産業に傾斜しないバランスの取れた売上構成を形成してまいります。

② 海外市場に対する施策 

当社グループがＩＫＯブランド製品の市場浸透力を高め、事業の発展・成長を促進するために

は、海外市場に対する販売強化は不可欠であります。そのために、米国、欧州、中国の海外現地法

人を中心に販売網を整備・拡大して、各地域における需要開拓を図るとともに、新興国等に対する

市場開拓も積極的に推進してまいります。今後もグローバルな視点で販売網を充実させ、市場ニー

ズの掘り起こしと販売拡大を進展させてまいります。 

(イ)  製品開発につきましては、新製品開発能力の向上は、当社グループが製品を通じて社会への貢献

を可能にするとともに、当社グループの企業価値を高める上で必要不可欠な要素であると認識して

おります。当社グループは、社内体制として確立している「ユーザーニーズを反映させた製品開発

体制」により、顧客満足が得られる独創的な高付加価値製品を開発し、ＩＫＯブランド製品が有す

る多様な優位性を訴求していくことで、需要の拡大を促進してまいります。当連結会計年度は14品

目の新製品を市場に投入しましたが、今後も永続的なテーマとして、市場ニーズに基づいた 適製

品の開発に注力してまいります。 

(ウ)  生産活動につきましては、需要の変化に柔軟に対応できるよう国内生産拠点を整備しつつ、競争

が激しさを増す世界市場においても収益性の高い生産体制を構築してまいります。具体的には、需

要の増減に適した生産シフトを製品ごとに検討し、国内生産拠点と海外生産子会社の密接な連携に

より国際競争力の強化を図ってまいります。今後とも、長期的な視野に立って生産体制の充実を図

り、高い収益性を確保できる生産活動を推進するとともに、需要の変化に迅速に対応した製品供給

を実現し、グループ全体の市場競争力を向上させてまいります。 

  

(4) 会社の対処すべき課題
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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 14,804 12,559

受取手形及び売掛金 13,199 6,719

たな卸資産 26,594 －

商品及び製品 － 15,696

仕掛品 － 8,867

原材料及び貯蔵品 － 6,434

繰延税金資産 1,864 1,217

その他 845 2,373

貸倒引当金 △36 △22

流動資産合計 57,272 53,844

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 16,982 17,161

減価償却累計額 △11,403 △11,967

建物及び構築物（純額） 5,578 5,193

機械装置及び運搬具 39,382 40,046

減価償却累計額 △31,433 △32,043

機械装置及び運搬具（純額） 7,948 8,003

工具、器具及び備品 8,831 9,080

減価償却累計額 △7,419 △7,963

工具、器具及び備品（純額） 1,411 1,116

土地 1,484 3,145

建設仮勘定 320 1,385

有形固定資産合計 16,743 18,844

無形固定資産 340 250

投資その他の資産

投資有価証券 7,242 4,874

繰延税金資産 13 630

その他 3,201 2,682

貸倒引当金 △51 △106

投資その他の資産合計 10,405 8,081

固定資産合計 27,489 27,177

資産合計 84,761 81,021
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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 9,912 6,675

短期借入金 981 284

1年内償還予定の転換社債 7,586 －

1年内返済予定の長期借入金 － 555

未払費用 2,966 2,022

未払法人税等 1,663 164

役員賞与引当金 81 46

その他 1,264 1,623

流動負債合計 24,455 11,370

固定負債

長期借入金 － 12,167

繰延税金負債 236 245

退職給付引当金 679 1,200

役員退職慰労引当金 356 275

その他 27 27

固定負債合計 1,301 13,917

負債合計 25,757 25,288

純資産の部

株主資本

資本金 9,532 9,532

資本剰余金 12,886 12,886

利益剰余金 36,579 34,630

自己株式 △1,246 △37

株主資本合計 57,752 57,011

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,136 475

為替換算調整勘定 115 △1,753

評価・換算差額等合計 1,252 △1,278

純資産合計 59,004 55,733

負債純資産合計 84,761 81,021
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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 52,101 41,281

売上原価 33,188 28,034

売上総利益 18,913 13,247

販売費及び一般管理費 10,760 10,457

営業利益 8,153 2,790

営業外収益

受取利息 148 81

受取配当金 106 154

不動産賃貸料 37 38

その他 83 128

営業外収益合計 375 402

営業外費用

支払利息 3 103

売上割引 66 55

固定資産除却損 80 93

為替差損 130 185

その他 172 83

営業外費用合計 453 521

経常利益 8,075 2,672

特別利益

投資有価証券売却益 － 4

過年度関税還付額 39 －

特別利益合計 39 4

特別損失

固定資産売却損 22 －

投資有価証券評価損 990 1,562

特別損失合計 1,012 1,562

税金等調整前当期純利益 7,102 1,114

法人税、住民税及び事業税 3,509 246

法人税等調整額 26 421

法人税等合計 3,535 668

当期純利益 3,566 445
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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 9,532 9,532

当期末残高 9,532 9,532

資本剰余金

前期末残高 12,887 12,886

当期変動額

自己株式の処分 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 12,886 12,886

利益剰余金

前期末残高 34,196 36,579

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △6

当期変動額

剰余金の配当 △1,183 △1,175

当期純利益 3,566 445

自己株式の処分 － △3

自己株式の消却 － △1,209

当期変動額合計 2,382 △1,942

当期末残高 36,579 34,630

自己株式

前期末残高 △77 △1,246

当期変動額

自己株式の取得 △1,170 △6

自己株式の処分 1 6

自己株式の消却 － 1,209

当期変動額合計 △1,169 1,208

当期末残高 △1,246 △37

株主資本合計

前期末残高 56,538 57,752

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △6

当期変動額

剰余金の配当 △1,183 △1,175

当期純利益 3,566 445

自己株式の取得 △1,170 △6

自己株式の処分 0 3

当期変動額合計 1,213 △733

当期末残高 57,752 57,011
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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 2,190 1,136

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,053 △661

当期変動額合計 △1,053 △661

当期末残高 1,136 475

為替換算調整勘定

前期末残高 164 115

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △48 △1,869

当期変動額合計 △48 △1,869

当期末残高 115 △1,753

評価・換算差額等合計

前期末残高 2,354 1,252

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,102 △2,530

当期変動額合計 △1,102 △2,530

当期末残高 1,252 △1,278

純資産合計

前期末残高 58,893 59,004

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △6

当期変動額

剰余金の配当 △1,183 △1,175

当期純利益 3,566 445

自己株式の取得 △1,170 △6

自己株式の処分 0 3

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,102 △2,530

当期変動額合計 110 △3,264

当期末残高 59,004 55,733
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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 7,102 1,114

減価償却費 3,187 3,272

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3 56

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 11 △34

退職給付引当金の増減額（△は減少） △63 516

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 58 △81

受取利息及び受取配当金 △255 △235

支払利息 3 103

固定資産除却損 80 93

投資有価証券売却損益（△は益） － △4

固定資産売却損益（△は益） 22 0

投資有価証券評価損益（△は益） 990 1,562

売上債権の増減額（△は増加） △123 6,144

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,136 △5,590

仕入債務の増減額（△は減少） 384 △3,069

未収入金の増減額（△は増加） － △1,311

未払費用の増減額（△は減少） 210 △888

その他 390 △264

小計 10,859 1,382

利息及び配当金の受取額 255 235

利息の支払額 △69 △133

法人税等の支払額 △4,471 △1,710

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,573 △224

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 △800 －

定期預金の払戻による収入 200 800

有形固定資産の取得による支出 △4,095 △5,136

投資有価証券の取得による支出 △3,512 △298

その他 △39 549

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,247 △4,085

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 4,387 3,510

短期借入金の返済による支出 △4,160 △4,043

長期借入れによる収入 － 13,000

長期借入金の返済による支出 － △277

転換社債の償還による支出 － △7,586

自己株式の取得による支出 △1,170 △6

配当金の支払額 △1,183 △1,174

その他 0 3

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,125 3,424

現金及び現金同等物に係る換算差額 △53 △560

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,853 △1,445

現金及び現金同等物の期首残高 17,858 14,004

現金及び現金同等物の期末残高 14,004 12,559
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該当事項はありません。 

    

 
  

（会計処理の原則または手続の変更） 

① 当連結会計年度から、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 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。 

 この結果、前連結会計年度と同一の方法によった場合と比べ、営業利益、経常利益および税金等調

整前当期純利益がそれぞれ68百万円減少しております。 

  

② リース取引に関する会計基準 

  当連結会計年度から、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 企業会計基準第13

号 平成19年3月30日改正）および「リース取引に関する会計基準の適用指針第16号」（企業会計基

準委員会 企業会計基準適用指針第16号 平成19年3月30日改正）を適用しております。 

 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。 

 これによる当連結会計年度の損益に与える影響はありません。 

③ 当連結会計年度から、「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」

（企業会計基準委員会 実務対応報告第18号 平成18年5月17日）を適用し、連結決算上必要な修正

を行っております。 

 これによる当連結会計年度の損益に与える影響は軽微であります。 

  

(5) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象または状況

(6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

1．会計処理基準に関する事項

（1）重要な資産の評価基準および評価方法

 ①有価証券

  満期保有目的の債権 

 その他有価証券

償却原価法（定額法）

   時価のあるもの 決算期末日の市場価格等による時価法（評価差額は、全部純資産

直入法により処理し、売却原価は、主に移動平均法により算定）

   時価のないもの 主に移動平均法による原価法

 ②たな卸資産 主に総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）

（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

 ①有形固定資産 主に定率法 

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3～50年 

機械装置及び運搬具5～12年

 ②無形固定資産 定額法 

 なお、自社利用ソフトウェアについては、主に社内における利

用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

(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
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（追加情報） 

有形固定資産の耐用年数の変更 

当社および国内連結子会社の機械装置については、従来、耐用年数を10年としておりましたが、当

連結会計年度より12年に変更しております。 

 この変更は、平成20年度の税制改正を契機に資産の利用状況等を見直ししたことによるものであり

ます。 

 この結果、前連結会計年度と同一の方法によった場合と比べ、営業利益、経常利益および税金等調

整前当期純利益がそれぞれ119百万円増加しております。 

  

なお、上記以外は、 近の有価証券報告書(平成20年6月27日提出)における記載から重要な変更が

ないため開示を省略いたします。 

  

  

 
  

  

 
  

(8) 連結財務諸表に関する注記事項

(連結貸借対照表関係)

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  非連結子会社に対するものは、次のとおりでありま

す。

投資有価証券（株式） 136 百万円

出資金  150 百万円

１ 非連結子会社に対するものは、次のとおりでありま

す。

投資有価証券（株式）    136 百万円

出資金 150 百万円

(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 このうち主要なものは次のとおりであります。

従業員給与 3,987百万円

福利厚生費 665百万円

荷造運搬費 716百万円

賃借料 558百万円

業務委託費 762百万円

１ このうち主要なものは次のとおりであります。

従業員給与 3,606百万円

福利厚生費 635百万円

荷造運搬費 689百万円

賃借料 563百万円

業務委託費 773百万円

２ この中に研究開発費が1,151百万円含まれておりま

す。

２ この中に研究開発費が1,086百万円含まれておりま

す。
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(変動事由の概要)  

増加の内訳は、次のとおりであります。 

 取締役会決議による取得による増加   1,000,000株 

 単元未満株式の買取りによる増加      19,045株 

減少の内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買増請求による減少       1,342株 

  

 
  

 
  

(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) 74,599,875 ― ― 74,599,875

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) 115,121 1,019,045 1,342 1,132,824

３ 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 595 8.00 平成19年3月31日 平成19年6月29日

平成19年11月12日 
取締役会

普通株式 587 8.00 平成19年9月30日 平成19年12月6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 587 8.00 平成20年3月31日 平成20年6月30日

日本トムソン㈱（6480） 平成21年3月期 決算短信

18



   

(変動事由の概要)  

減少の内訳は、次のとおりであります。 

 自己株式の消却による減少      1,100,000株 

  

   

(変動事由の概要)  

増加の内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加     14,344株 

減少の内訳は、次のとおりであります。 

 自己株式の消却による減少      1,100,000株 

 単元未満株式の買増請求による減少      6,431株 

  

 
  

 
  

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) 74,599,875 ― 1,100,000 73,499,875

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) 1,132,824 14,344 1,106,431 40,737

３ 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 587 8.00 平成20年3月31日 平成20年6月30日

平成20年11月10日 
取締役会

普通株式 587 8.00 平成20年9月30日 平成20年12月10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 220 3.00 平成21年3月31日 平成21年6月29日
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１ 所在地別セグメント情報 

 

 
  

(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 14,804百万円

預入期間が3ヵ月を超える定期預金 △800百万円

現金及び現金同等物 14,004百万円
 

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 12,559百万円

現金及び現金同等物 12,559百万円

(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）

日本 
（百万円）

北米
（百万円）

欧州
（百万円）

計
（百万円）

消去または 
全社 

（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ 売上高および営業損益

売上高

（1） 外部顧客に対する売上高 41,114 5,265 5,721 52,101 ― 52,101

（2） セグメント間の内部売上
高または振替高

7,278 1 18 7,297 △7,297 ―

計 48,393 5,266 5,739 59,399 △7,297 52,101

営業費用 40,607 4,780 5,274 50,662 △6,714 43,948

営業利益 7,785 485 465 8,736 △583 8,153

Ⅱ 資産 58,291 4,467 5,398 68,157 16,604 84,761

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）

日本 
（百万円）

北米
（百万円）

欧州
（百万円）

計
（百万円）

消去または 
全社 

（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ 売上高および営業損益

売上高

（1） 外部顧客に対する売上高 31,373 4,467 5,440 41,281 ― 41,281

（2） セグメント間の内部売上
高または振替高

6,016 4 14 6,035 △6,035 ―

計 37,390 4,471 5,454 47,317 △6,035 41,281

営業費用 35,040 4,278 5,313 44,631 △6,140 38,491

営業利益 2,350 193 141 2,685 104 2,790

Ⅱ 資産 61,226 3,618 3,333 68,178 12,843 81,021

（注） １．国または地域の区分…地理的な近接度

    ２．各区分に属する主な国または地域

    （1） 北米……米国

    （2） 欧州……オランダ、ドイツ、イギリス、スペイン

３．営業費用のうち、「消去または全社」に含めた配賦不能営業費用（前連結会計年度 407百万円、当連結会

計年度 423百万円）の主なものは、当社の本社管理部門に係る費用であります。

４．資産のうち、「消去または全社」に含めた全社資産（前連結会計年度20,911百万円、当連結会計年度

17,099百万円）の主なものは、当社の余資運用資金、長期投資資金および管理部門に係る資産であります。
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２ 海外売上高 

 

 
  

  

  

 
(注) 1株当たり当期純利益および潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎 

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）

米州 欧州 アジア他 計

Ⅰ 海外売上高 （百万円） 6,111 5,819 6,630 18,561

Ⅱ 連結売上高 （百万円） ― ― ― 52,101

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(%)

11.7 11.2 12.7 35.6

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）

米州 欧州 アジア他 計

Ⅰ 海外売上高 （百万円） 5,184 5,513 5,401 16,099

Ⅱ 連結売上高 （百万円） ― ― ― 41,281

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(%)

12.6 13.3 13.1 39.0

（注） １．国または地域の区分…地理的な近接度

    ２．各区分に属する主な国または地域

    （1） 米州………米国、カナダ、中南米

    （2） 欧州………オランダ、ドイツ、イギリス、スペイン

    （3） アジア他…シンガポール、中国、台湾、中近東

    ３．海外売上高は、当社グループの本邦以外の国または地域における売上高であります。

(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 803円14銭 758円70銭

1株当たり当期純利益 48円37銭 6円06銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益 43円66銭 5円80銭

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)

連結損益計算書上の当期純利益 3,566百万円 445百万円

普通株主に帰属しない金額 ― ―

普通株式に係る当期純利益 3,566百万円 445百万円

普通株式の期中平均株式数 73,723,046株 73,462,668株

潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に用いら

れた当期純利益調整額
― ―

潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に用いら

れた普通株式増加数

 第1回無担保転換社債 7,968,487株 3,320,202株

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当た

り当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要
― ―
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リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプション等

に関する注記事項については、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。 

(重要な後発事象)

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)

重要な設備投資

１ 目的 

 当社は、将来を見据えた事業規模の拡大を図るた

めに工場用地を取得し、新工場を建設するために、

平成20年4月23日に岐阜県土岐市と企業立地協定を

締結しました。

２ 設備投資の内容 

(1) 取得用地 岐阜県土岐市 土岐アクアシルヴァ 

       工業団地内 

(2) 敷地面積 約6万3千㎡ 

(3) 取得価額 約17億円 

(4) 資金調達 自己資金

３ 当該設備投資が営業・生産に及ぼす影響 

 当該設備投資による業績への影響は、来期以降に

なる見通しです。

         ───────

(開示の省略)
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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 11,765 10,855

受取手形 2,041 1,076

売掛金 9,159 4,304

製品 10,170 －

商品及び製品 － 12,570

原材料 5,199 －

仕掛品 6,837 8,213

原材料及び貯蔵品 － 6,261

繰延税金資産 945 873

未収入金 1,349 1,793

未収還付法人税等 － 1,266

その他 413 472

貸倒引当金 △7 △4

流動資産合計 47,874 47,684

固定資産

有形固定資産

建物 14,325 14,555

減価償却累計額 △9,922 △10,340

建物（純額） 4,402 4,214

構築物 1,340 1,368

減価償却累計額 △898 △958

構築物（純額） 441 410

機械及び装置 38,778 39,426

減価償却累計額 △31,004 △31,661

機械及び装置（純額） 7,774 7,764

車両運搬具 241 241

減価償却累計額 △218 △212

車両運搬具（純額） 23 28

工具、器具及び備品 8,371 8,728

減価償却累計額 △7,002 △7,640

工具、器具及び備品（純額） 1,368 1,087

土地 1,361 3,022

建設仮勘定 320 1,385

有形固定資産合計 15,693 17,913

無形固定資産

ソフトウエア 190 128

その他 25 24

無形固定資産合計 216 152

投資その他の資産

投資有価証券 6,234 3,903

関係会社株式 1,674 1,674

関係会社出資金 1,093 1,093

破産更生債権等 11 45

団体生命保険金 2,605 2,065

繰延税金資産 － 638

その他 318 305

貸倒引当金 △31 △76

投資その他の資産合計 11,907 9,649

固定資産合計 27,816 27,715

資産合計 75,690 75,400
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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)

負債の部

流動負債 

買掛金 9,151 6,012

1年内償還予定の転換社債 7,586 －

1年内返済予定の長期借入金 － 555

未払金 993 1,425

未払費用 2,527 1,827

未払法人税等 1,249 98

役員賞与引当金 80 45

その他 174 148

流動負債合計 21,761 10,113

固定負債

長期借入金 － 12,167

繰延税金負債 7 －

退職給付引当金 660 1,177

役員退職慰労引当金 356 275

その他 27 27

固定負債合計 1,052 13,648

負債合計 22,814 23,761

純資産の部

株主資本

資本金 9,532 9,532

資本剰余金

資本準備金 12,886 12,886

その他資本剰余金 0 －

資本剰余金合計 12,886 12,886

利益剰余金

利益準備金 1,416 1,416

その他利益剰余金

配当準備積立金 1,510 1,510

退職手当積立金 500 500

別途積立金 14,500 15,500

繰越利益剰余金 12,841 10,033

利益剰余金合計 30,768 28,960

自己株式 △1,246 △37

株主資本合計 51,941 51,342

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 934 296

評価・換算差額等合計 934 296

純資産合計 52,875 51,638

負債純資産合計 75,690 75,400
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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 46,169 35,755

売上原価 31,266 26,087

売上総利益 14,903 9,667

販売費及び一般管理費 7,834 7,747

営業利益 7,068 1,920

営業外収益

受取利息及び配当金 147 306

その他 120 204

営業外収益合計 268 510

営業外費用

支払利息 2 85

固定資産除却損 80 93

為替差損 130 180

その他 110 73

営業外費用合計 324 431

経常利益 7,012 1,999

特別利益

投資有価証券売却益 － 4

特別利益合計 － 4

特別損失

固定資産売却損 21 －

投資有価証券評価損 990 1,552

特別損失合計 1,012 1,552

税引前当期純利益 6,000 450

法人税、住民税及び事業税 2,950 34

法人税等調整額 65 △163

法人税等合計 3,015 △129

当期純利益 2,985 579

日本トムソン㈱（6480） 平成21年3月期 決算短信

25



(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 9,532 9,532

当期末残高 9,532 9,532

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 12,886 12,886

当期末残高 12,886 12,886

その他資本剰余金

前期末残高 0 0

当期変動額

自己株式の処分 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 0 －

資本剰余金合計

前期末残高 12,887 12,886

当期変動額

自己株式の処分 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 12,886 12,886

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 1,416 1,416

当期末残高 1,416 1,416

その他利益剰余金

配当準備積立金

前期末残高 1,510 1,510

当期末残高 1,510 1,510

退職手当積立金

前期末残高 500 500

当期末残高 500 500

別途積立金

前期末残高 13,500 14,500

当期変動額

別途積立金の積立 1,000 1,000

当期変動額合計 1,000 1,000

当期末残高 14,500 15,500

繰越利益剰余金

前期末残高 12,040 12,841

当期変動額

剰余金の配当 △1,183 △1,175

別途積立金の積立 △1,000 △1,000

当期純利益 2,985 579

自己株式の処分 － △3

自己株式の消却 － △1,209

当期変動額合計 801 △2,807

当期末残高 12,841 10,033
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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 28,966 30,768

当期変動額

剰余金の配当 △1,183 △1,175

当期純利益 2,985 579

自己株式の処分 － △3

自己株式の消却 － △1,209

当期変動額合計 1,801 △1,807

当期末残高 30,768 28,960

自己株式

前期末残高 △77 △1,246

当期変動額

自己株式の取得 △1,170 △6

自己株式の処分 1 6

自己株式の消却 － 1,209

当期変動額合計 △1,169 1,208

当期末残高 △1,246 △37

株主資本合計

前期末残高 51,309 51,941

当期変動額

剰余金の配当 △1,183 △1,175

当期純利益 2,985 579

自己株式の取得 △1,170 △6

自己株式の処分 0 3

当期変動額合計 631 △599

当期末残高 51,941 51,342

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 1,826 934

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△892 △638

当期変動額合計 △892 △638

当期末残高 934 296

評価・換算差額等合計

前期末残高 1,826 934

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△892 △638

当期変動額合計 △892 △638

当期末残高 934 296

純資産合計

前期末残高 53,136 52,875

当期変動額

剰余金の配当 △1,183 △1,175

当期純利益 2,985 579

自己株式の取得 △1,170 △6

自己株式の処分 0 3

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △892 △638

当期変動額合計 △260 △1,237

当期末残高 52,875 51,638
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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または状況
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