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（訂正・数値データ訂正あり）「平成21年３月期決算短信」の一部訂正について 
 
 平成21年５月14日に公表いたしました「平成21年３月期決算短信」の記載内容に誤りがありましたので、下記のとおり訂正いた

します。 
 

記 
 
１．訂正の理由 
 海外連結子会社の監査後の結果を基に連結決算を行っておりますが、詳細な確認を行ったところ、海外連結子会

社における勘定科目の処理ならびに海外連結子会社間の取引の連結消去手続において訂正すべき事項が発覚したた

め修正するものであります。 

  
２．訂正の箇所（訂正箇所は  を付して表示しております。） 
決算短信１ページ 

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) 

（１）連結経営成績 

 （訂正前） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

21年３月期 

百万円

78,163

％ 

△11.0 

百万円

818

％

△84.9

百万円

347

％ 

△92.7 

百万円

2,036

％

△1.3

20年３月期 87,790 6.4 5,404 △5.1 4,750 △13.4 2,062 △13.7
 

 
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

21年３月期 

円 銭 

66.96 

円 銭

－ 

％

5.6

％ 

0.5 

％

1.0

20年３月期 66.70 － 5.6 7.1 6.2
  
（訂正後） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

21年３月期 

百万円

78,163

％ 

△11.0 

百万円

730

％

△86.5

百万円

356

％ 

△92.5 

百万円

2,050

％

△0.6

20年３月期 87,790 6.4 5,404 △5.1 4,750 △13.4 2,062 △13.7
 

 
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

21年３月期 

円 銭 

67.40 

円 銭

－ 

％

5.7

％ 

0.6 

％

0.9

20年３月期 66.70 － 5.6 7.1 6.2
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（２）連結財政状態 

 （訂正前） 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

21年３月期 

百万円 

61,722 

百万円

35,904

％ 

58.0 

円 銭

1,189.04

20年３月期 66,103 36,671 55.4 1,195.69

（参考）自己資本  21年３月期 35,804百万円   20年３月期 36,604百万円 
 

 （訂正後） 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

21年３月期 

百万円 

61,692 

百万円

35,918

％ 

58.1 

円 銭

1,189.50

20年３月期 66,103 36,671 55.4 1,195.69

（参考）自己資本  21年３月期 35,818百万円   20年３月期 36,604百万円 

 
（３）連結キャッシュ・フローの状況 

 （訂正前） 

 
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 

21年３月期 

百万円 

4,994 

百万円

△2,216

百万円 

△2,476 

百万円

10,814

20年３月期 4,108 △2,522 △793 11,035
 

 （訂正後） 

 
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 

21年３月期 

百万円 

4,994 

百万円

△2,217

百万円 

△2,476 

百万円

10,814

20年３月期 4,108 △2,522 △793 11,035

 
２．配当の状況 

 （訂正前） 

 １株当たり配当金 

（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 

配当金総額 
（年間） 

配当性向 
（連結） 

純資産配当率
（連結） 

20年３月期 

円 銭 

－ 

円 銭 

16.00 

円 銭

－ 

円 銭

17.00

円 銭

33.00

百万円 

1,018 

％ 

49.5 

％

2.8

21年３月期 － 16.00 － 17.00 33.00 1,001 49.3 2.8

22年３月期 
（予想） 

－ 16.00 － 17.00 33.00  － 

 
 （訂正後） 

 １株当たり配当金 

（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 

配当金総額 
（年間） 

配当性向 
（連結） 

純資産配当率
（連結） 

20年３月期 

円 銭 

－ 

円 銭 

16.00 

円 銭

－ 

円 銭

17.00

円 銭

33.00

百万円 

1,018 

％ 

49.5 

％

2.8

21年３月期 － 16.00 － 17.00 33.00 1,001 49.0 2.8

22年３月期 
（予想） 

－ 16.00 － 17.00 33.00  － 
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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) 

 （訂正前） 

 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

 

第２四半期 

連結累計期間 

百万円

35,000

％ 

 

△18.2 

百万円

200

％

△88.8

百万円

0

％

 

－ 

百万円 

 

△500 

％ 

 

－ 

円 銭

△16.44

通期 73,000 △6.6 1,500 83.3 1,200 245.2 0 － 0.00
 

 （訂正後） 

 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

 

第２四半期 

連結累計期間 

百万円

35,000

％ 

 

△18.2 

百万円

200

％

△88.8

百万円

0

％

 

－ 

百万円 

 

△500 

％ 

 

－ 

円 銭

△16.44

通期 73,000 △6.6 1,500 105.5 1,200 237.0 0 － 0.00

 
決算短信３ページ 

１．経営成績 

（１）経営成績に関する分析 

 ａ．当該事業年度の状況 

 （訂正前） 

 これらの活動の結果、当連結会計期間の売上高は、78,163百万円（前年同期比89.0％）、営業利益818百万円

（同15.1％）、経常利益347百万円（同7.3％）、当期純利益2,036百万円（同98.7％）となりました。 

 

 セグメント別の状況は以下のとおりであります。 

 ｢製品群別｣ 

（ａ）．メカトロ製品事業 

売上高31,325百万円（前年同期比85.0％）、営業利益３百万円（前年同期比0.1％）となりました。 

（ｂ）．サプライ製品事業 

売上高46,837百万円（前年同期比91.9％）、営業利益814万円（前年同期比30.3％）となりました。 

 ｢所在地別｣ 

（ｃ）．欧州地域 

売上高8,459百万円（前年同期比75.8％）、営業損失1,515百万円（前年同期は営業損失482百万円）とな

りました。 

（ｄ）．アジア・オセアニア地域 

売上高5,028百万円（前年同期比73.1％）、営業損失507百万円（前年同期は営業利益528百万円）となり

ました。 
 
（訂正後） 

 これらの活動の結果、当連結会計期間の売上高は、78,163百万円（前年同期比89.0％）、営業利益730百万円

（同13.5％）、経常利益356百万円（同7.5％）、当期純利益2,050百万円（同99.4％）となりました。 

 

 セグメント別の状況は以下のとおりであります。 

 ｢製品群別｣ 

（ａ）．メカトロ製品事業 

売上高31,325百万円（前年同期比85.0％）、営業損失81百万円（前年同期は営業利益2,716百万円）とな

りました。 

（ｂ）．サプライ製品事業 

売上高46,837百万円（前年同期比91.9％）、営業利益811万円（前年同期比30.2％）となりました。 
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 ｢所在地別｣ 

（ｃ）．欧州地域 

売上高8,459百万円（前年同期比75.8％）、営業損失1,559百万円（前年同期は営業損失482百万円）とな

りました。 

（ｄ）．アジア・オセアニア地域 

売上高5,028百万円（前年同期比73.1％）、営業損失517百万円（前年同期は営業利益528百万円）となり

ました。 

 

決算短信４ページ 

ｂ．次事業年度の見通し 

 （訂正前） 

 上記の施策により、平成22年３月期は、売上高73,000百万円（前年同期比93.4％）、営業利益1,500百万円

（前年同期比183.4％）、経常利益1,200百万円（前年同期比345.8％）、当期純利益は0（前年同期は2,036百万

円の当期純利益）を見込んでおります。 
 

 （訂正後） 

 上記の施策により、平成22年３月期は、売上高73,000百万円（前年同期比93.4％）、営業利益1,500百万円

（前年同期比205.5％）、経常利益1,200百万円（前年同期比337.0％）、当期純利益は0（前年同期は2,050百万

円の当期純利益）を見込んでおります。 

 

（２）財政状態に関する分析 

 ａ．資産、負債及び純資産の状況 

 （訂正前） 

 当連結会計年度末の資産につきましては、流動資産の残高が36,941百万円（前連結会計年度末は44,329百万

円）となり7,387百万円減少しました。これは主に、受取手形及び売掛金の減少（5,030百万円）、たな卸資産の

減少（1,919百万円）があったことによるものであります。 

（中略） 

負債につきましては、流動負債の残高が21,328百万円（前連結会計年度末は27,023百万円）となり5,695百

万円減少しました。 

（中略） 

純資産につきましては、当連結会計年度末における残高が35,904百万円（前連結会計年度末は36,671百万円）

となり766 百万円減少しました。これは主に、当期純利益計上による利益剰余金の増加（2,036 百万円）があっ

た一方で、自己株式の取得による減少（503百万円）、配当金の支払いによる減少（1,010百万円）及び為替換算

調整勘定の減少（1,344百万円）によるものであります。 
 

 （訂正後） 

 当連結会計年度末の資産につきましては、流動資産の残高が36,912百万円（前連結会計年度末は44,329百万

円）となり7,416百万円減少しました。これは主に、受取手形及び売掛金の減少（5,030百万円）、たな卸資産の

減少（1,954百万円）があったことによるものであります。 

（中略） 

負債につきましては、流動負債の残高が21,285百万円（前連結会計年度末は27,023百万円）となり5,737百

万円減少しました。 

（中略） 

純資産につきましては、当連結会計年度末における残高が35,918百万円（前連結会計年度末は36,671百万円）

となり753 百万円減少しました。これは主に、当期純利益計上による利益剰余金の増加（2,050 百万円）があっ

た一方で、自己株式の取得による減少（503百万円）、配当金の支払いによる減少（1,010百万円）及び為替換算

調整勘定の減少（1,344百万円）によるものであります。 
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 ｂ．キャッシュ・フローの状況 

 （訂正前） 

（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4,994百万円となりました。 

これは主に、税金等調整前当期純利益が△440 百万円であったものの、減価償却費2,619 百万円等の収入要因

に加え、売上債権の減少3,920百万円、たな卸資産の減少1,080百万円等があったことによるものであります。 

（中略） 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動に使用した資金は2,216百万円となりました。 

これは主に有形固定資産1,548百万円、無形固定資産337百万円の取得他によるものであります。 

（中略） 

キャッシュ・フロー指標のトレンド 

 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（％） 58.6 56.0 55.4 58.0

時価ベースの自己資本比率（％） 143.8 110.7 58.9 35.0

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） 76.9 198.8 165.2 110.9

インタレスト・ガバレッジ・レシオ（倍） 46.8 22.0 22.7 35.3
 

 （訂正後） 

（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4,994百万円となりました。 

これは主に、税金等調整前当期純利益が△431 百万円であったものの、減価償却費2,620 百万円等の収入要因

に加え、売上債権の減少3,920百万円、たな卸資産の減少1,114百万円等があったことによるものであります。 

（中略） 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動に使用した資金は2,217百万円となりました。 

これは主に有形固定資産1,549百万円、無形固定資産337百万円の取得他によるものであります。 

（中略） 

キャッシュ・フロー指標のトレンド 

 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（％） 58.6 56.0 55.4 58.1

時価ベースの自己資本比率（％） 143.8 110.7 58.9 35.0

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） 76.9 198.8 165.2 110.9

インタレスト・ガバレッジ・レシオ（倍） 46.8 22.0 22.7 35.3
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４．連結財務諸表

（１）連結貸借対照表

（訂正前）

（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 10,926 10,726

受取手形及び売掛金 20,334 15,304

有価証券 108 88

たな卸資産 11,127 －

商品及び製品 － 7,284

仕掛品 － 135

原材料及び貯蔵品 － 1,788

未収入金 675 907

繰延税金資産 369 272

その他 1,011 716

貸倒引当金 △ 226 △ 282

流動資産合計 44,329 36,941

（中略）

資産合計 66,103 61,722

負債の部

流動負債

（中略）

その他 3,202 3,129

流動負債合計 27,023 21,328

（中略）

負債合計 29,431 25,817

純資産の部

株主資本

資本金 6,331 6,331

資本剰余金 5,799 5,799

利益剰余金 27,481 28,526

自己株式 △ 2,953 △ 3,457

株主資本合計 36,658 37,199

（中略）

純資産合計 36,671 35,904

負債純資産合計 66,103 61,722
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（訂正後）

（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 10,926 10,726

受取手形及び売掛金 20,334 15,304

有価証券 108 88

たな卸資産 11,127 －

商品及び製品 － 7,249

仕掛品 － 135

原材料及び貯蔵品 － 1,788

未収入金 675 907

繰延税金資産 369 277

その他 1,011 716

貸倒引当金 △ 226 △ 282

流動資産合計 44,329 36,912

（中略）

資産合計 66,103 61,692

負債の部

流動負債

（中略）

その他 3,202 3,086

流動負債合計 27,023 21,285

（中略）

負債合計 29,431 25,774

純資産の部

株主資本

資本金 6,331 6,331

資本剰余金 5,799 5,799

利益剰余金 27,481 28,539

自己株式 △ 2,953 △ 3,457

株主資本合計 36,658 37,213

（中略）

純資産合計 36,671 35,918

負債純資産合計 66,103 61,692
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（２）連結損益計算書

（訂正前）

（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 87,790 78,163

売上原価 49,932 45,676

売上総利益 37,857 32,486

販売費及び一般管理費 32,453 31,668

営業利益 5,404 818

（中略）

営業外費用

支払利息 180 142

たな卸資産処分損 105 －

為替差損 562 468

その他 190 231

営業外費用合計 1,039 843

経常利益 4,750 347

（中略）

4,162 △440

法人税、住民税及び事業税 2,250 1,395

法人税等調整額 △153 △3,873

法人税等合計 2,097 △2,478

少数株主利益 1 1

当期純利益 2,062 2,036

税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△）
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（訂正後）

（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 87,790 78,163

売上原価 49,932 45,763

売上総利益 37,857 32,399

販売費及び一般管理費 32,453 31,669

営業利益 5,404 730

（中略）

営業外費用

支払利息 180 142

たな卸資産処分損 105 －

為替差損 562 468

その他 190 135

営業外費用合計 1,039 746

経常利益 4,750 356

（中略）

4,162 △ 431

法人税、住民税及び事業税 2,250 1,395

法人税等調整額 △153 △ 3,878

法人税等合計 2,097 △ 2,483

少数株主利益 1 1

当期純利益 2,062 2,050

税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△）

9
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（３）連結株主資本等変動計算書

（訂正前）

（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

（中略）

利益剰余金

前期末残高 26,333 27,481

当期変動額

剰余金の配当 △ 1,026 △ 1,010

当期純利益 2,062 2,036

在外子会社の年金会計に係る未積立債務の減
少による増加額

111 －

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － 18

当期変動額合計 1,147 1,045

当期末残高 27,481 28,526

（中略）

株主資本合計

前期末残高 36,404 36,658

当期変動額

剰余金の配当 △ 1,026 △ 1,010

当期純利益 2,062 2,036

自己株式の取得 △ 893 △ 503

在外子会社の年金会計に係る未積立債務の減
少による増加額

111 －

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － 18

当期変動額合計 253 541

当期末残高 36,658 37,199

（中略）

純資産合計

前期末残高 37,508 36,671

当期変動額

剰余金の配当 △ 1,026 △ 1,010

当期純利益 2,062 2,036

自己株式の取得 △ 893 △ 503

在外子会社の年金会計に係る未積立債務の減
少による増加額

111 －

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － 18

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △ 1,090 △ 1,307

当期変動額合計 △836 △766

当期末残高 36,671 35,904
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（訂正後）

（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

（中略）

利益剰余金

前期末残高 26,333 27,481

当期変動額

剰余金の配当 △ 1,026 △ 1,010

当期純利益 2,062 2,050

在外子会社の年金会計に係る未積立債務の減
少による増加額

111 －

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － 18

当期変動額合計 1,147 1,058

当期末残高 27,481 28,539

（中略）

株主資本合計

前期末残高 36,404 36,658

当期変動額

剰余金の配当 △ 1,026 △ 1,010

当期純利益 2,062 2,050

自己株式の取得 △ 893 △ 503

在外子会社の年金会計に係る未積立債務の減
少による増加額

111 －

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － 18

当期変動額合計 253 554

当期末残高 36,658 37,213

（中略）

純資産合計

前期末残高 37,508 36,671

当期変動額

剰余金の配当 △ 1,026 △ 1,010

当期純利益 2,062 2,050

自己株式の取得 △ 893 △ 503

在外子会社の年金会計に係る未積立債務の減
少による増加額

111 －

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － 18

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △ 1,090 △ 1,307

当期変動額合計 △836 △ 753

当期末残高 36,671 35,918
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

（訂正前）

（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 4,162 △440

減価償却費 2,571 2,619

のれん償却額 232 214

固定資産売却益 △ 44 △ 17

固定資産売却損 85 6

固定資産除却損 55 29

事業再編損失 419 150

貸倒引当金の増減額（△は減少） 12 146

賞与引当金の増減額（△は減少） 0 △ 23

退職給付引当金の増減額（△は減少） 54 26

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △ 7 △ 42

受取利息及び受取配当金 △ 80 △ 70

支払利息 180 142

為替差損益（△は益） △ 373 660

売上債権の増減額（△は増加） △ 119 3,920

たな卸資産の増減額（△は増加） △ 408 1,080

前払費用の増減額（△は増加） △ 143 98

未収入金の増減額（△は増加） 1 △ 251

仕入債務の増減額（△は減少） 149 △ 1,654

未払金の増減額（△は減少） △ 22 △ 167

その他 764 531

小計 7,490 6,961

（中略）

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,108 4,994

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 △ 114 －

定期預金の払戻による収入 114 －

投資有価証券の取得による支出 △ 70 △ 100

有形固定資産の取得による支出 △ 1,897 △ 1,548

有形固定資産の売却による収入 348 72

無形固定資産の取得による支出 △ 574 △ 337

営業譲受による支出 △ 68 －

その他 △ 260 △ 304

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,522 △2,216
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（訂正後）

（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 4,162 △ 431

減価償却費 2,571 2,620

のれん償却額 232 214

固定資産売却益 △ 44 △ 17

固定資産売却損 85 6

固定資産除却損 55 29

事業再編損失 419 150

貸倒引当金の増減額（△は減少） 12 146

賞与引当金の増減額（△は減少） 0 △ 23

退職給付引当金の増減額（△は減少） 54 26

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △ 7 △ 42

受取利息及び受取配当金 △ 80 △ 70

支払利息 180 142

為替差損益（△は益） △ 373 660

売上債権の増減額（△は増加） △ 119 3,920

たな卸資産の増減額（△は増加） △ 408 1,114

前払費用の増減額（△は増加） △ 143 98

未収入金の増減額（△は増加） 1 △ 251

仕入債務の増減額（△は減少） 149 △ 1,654

未払金の増減額（△は減少） △ 22 △ 167

その他 764 489

小計 7,490 6,962

（中略）

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,108 4,994

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 △ 114 －

定期預金の払戻による収入 114 －

投資有価証券の取得による支出 △ 70 △ 100

有形固定資産の取得による支出 △ 1,897 △ 1,549

有形固定資産の売却による収入 348 72

無形固定資産の取得による支出 △ 574 △ 337

営業譲受による支出 △ 68 －

その他 △ 260 △ 304

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,522 △ 2,217
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４．連結財務諸表 

連結財務諸表の注記事項 

 （連結損益計算書関係） 

 （訂正前） 

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 販売費及び一般管理費のうち主要なもの ※１ 販売費及び一般管理費のうち主要なもの 

給料諸手当 

減価償却費 

14,828百万円

1,255百万円

給料諸手当 

減価償却費 

14,564百万円

1,349百万円

※２ 引当金繰入額の内訳 ※２ 引当金繰入額の内訳 

単位：百万円 単位：百万円

区分 
販売費及び 

一般管理費 
売上原価 計 区分 

販売費及び 

一般管理費 
売上原価 計 

                                                                         

賞与引当金繰入額 132 54 187 賞与引当金繰入額 83 59 143

役員賞与引当金繰

入額 
42 － 42 退職給付費用 652 74 726

退職給付費用 764 88 852    

 

 （訂正後） 

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 販売費及び一般管理費のうち主要なもの ※１ 販売費及び一般管理費のうち主要なもの 

給料諸手当 

減価償却費 

14,828百万円

1,255百万円

給料諸手当 

減価償却費 

14,564百万円

1,349百万円

※２ 引当金繰入額の内訳 ※２ 引当金繰入額の内訳 

単位：百万円 単位：百万円

区分 
販売費及び 

一般管理費 
売上原価 計 区分 

販売費及び 

一般管理費 
売上原価 計 

                                                                         

賞与引当金繰入額 132 54 187 賞与引当金繰入額 83 59 143

役員賞与引当金繰

入額 
42 － 42 退職給付費用 721 74 796

退職給付費用 764 88 852    
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 （セグメント情報） 

 ａ．事業の種類別セグメント情報 

 （訂正前） 

    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） 

 
メカトロ製品
事業（百万円）

サプライ製品
事業（百万円）

計（百万円）
消去又は全社 
（百万円） 

連結（百万円）

Ⅰ．売上高及び営業利益  

売上高  

(1)外部顧客に対する売上高 31,325 46,837 78,163 (－) 78,163

(2)セグメント間の内部売上高又 
は振替高 

－ － － (－) (－)

計 31,325 46,837 78,163 (－) 78,163

営業費用 31,322 46,023 77,345 (－) 77,345

営業利益 3 814 818 (－) 818

Ⅱ．資産、減価償却費及び 
資本的支出 

 

資産 26,738 28,051 54,789 6,932 61,722

減価償却費 1,095 1,524 2,620 (－) 2,620

資本的支出 1,105 1,271 2,376 (－) 2,376

（注）１．（中略) 

２．当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、6,932 百万円

であり、その主なものは、親会社での余資運用資金（現金及び有価証券）、管理部門に係る資産であり

ます。 

 

 （訂正後） 

    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） 

 
メカトロ製品
事業（百万円）

サプライ製品
事業（百万円）

計（百万円）
消去又は全社 
（百万円） 

連結（百万円）

Ⅰ．売上高及び営業利益  

売上高  

(1)外部顧客に対する売上高 31,325 46,837 78,163 (－) 78,163

(2)セグメント間の内部売上高又 
は振替高 

－ － － (－) (－)

計 31,325 46,837 78,163 (－) 78,163

営業費用 31,407 46,026 77,433 (－) 77,433

営業利益 △81 811 730 (－) 730

Ⅱ．資産、減価償却費及び 
資本的支出 

 

資産 26,703 28,051 54,755 6,937 61,692

減価償却費 1,095 1,524 2,620 (－) 2,620

資本的支出 1,105 1,271 2,376 (－) 2,376

（注）１．（中略) 

２．当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、6,937 百万円

であり、その主なものは、親会社での余資運用資金（現金及び有価証券）、管理部門に係る資産であり

ます。 
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 （セグメント情報） 

 ｂ．所在地別セグメント情報 

 （訂正前） 

    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）

アジアオセ
アニア 

（百万円）

計 
（百万円） 

消去又は全
社 

（百万円）

連結 
（百万円）

Ⅰ．売上高及び営業利益  

売上高  

(1)外部顧客に対する売上高 57,185 7,489 8,459 5,028 78,163 － 78,163

(2)セグメント間の内部売上高 1,793 54 284 6,761 8,893 （8,893） －

計 58,978 7,544 8,744 11,790 87,057 （8,893） 78,163

営業費用 56,093 7,268 10,259 12,297 85,920 （8,574） 77,345

営業利益又は営業損失（△） 2,885 275 △1,515 △507 1,137 △318 818

Ⅱ．資産 69,818 6,998 6,237 29,255 112,309 （50,587） 61,722

 

 （訂正後） 

    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）

アジアオセ
アニア 

（百万円）

計 
（百万円） 

消去又は全
社 

（百万円）

連結 
（百万円）

Ⅰ．売上高及び営業利益  

売上高  

(1)外部顧客に対する売上高 57,185 7,489 8,459 5,028 78,163 － 78,163

(2)セグメント間の内部売上高 1,793 54 284 6,761 8,893 （8,893） －

計 58,978 7,544 8,744 11,790 87,057 （8,893） 78,163

営業費用 56,093 7,268 10,303 12,307 85,974 （8,540） 77,433

営業利益又は営業損失（△） 2,885 275 △1,559 △517 1,083 △353 730

Ⅱ．資産 69,818 6,998 6,237 29,255 112,309 （50,616） 61,692
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 （１株当たり情報） 

 （訂正前） 

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 1,195.69円 1株当たり純資産額 1,189.04円

1株当たり当期純利益金額 66.70円 1株当たり当期純利益金額 66.96円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため 

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

ては希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため 

記載しておりません。 
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（注）１．１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。 

 
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株当たり当期純利益金額 

当期純利益（百万円） 2,062 2,036

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） 2,062 2,036

期中平均株式数（千株） 30,929 30,421

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めなかった潜

在株式の概要 

新株予約権方式によるストック

オプション（新株予約権の数

3,476個） 

新株予約権方式によるストック

オプション（新株予約権の数

3,280個） 

 

（注）２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
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） 

純資産の部の合計額（百万円） 36,671 35,904

純資産の部の合計額から控除する金額 

（百万円） 
66 99

（うち新株予約権） （58） （93）

（うち少数株主持分） （8） （6）

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 36,604 35,804

1株当たり純資産額の算定に用いられた期末

の普通株式の数（千株） 
30,613 30,111

 

 （訂正後） 

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 1,195.69円 1株当たり純資産額 1,189.50円

1株当たり当期純利益金額 66.70円 1株当たり当期純利益金額 67.40円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため 

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

ては希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため 

記載しておりません。 

 

（注）１．１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。 

 
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株当たり当期純利益金額 

当期純利益（百万円） 2,062 2,050

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） 2,062 2,050

期中平均株式数（千株） 30,929 30,421

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めなかった潜

在株式の概要 

新株予約権方式によるストック

オプション（新株予約権の数

3,476個） 

新株予約権方式によるストック

オプション（新株予約権の数

3,280個） 
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（注）２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
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） 

純資産の部の合計額（百万円） 36,671 35,918

純資産の部の合計額から控除する金額 

（百万円） 
66 99

（うち新株予約権） （58） （93）

（うち少数株主持分） （8） （6）

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 36,604 35,818

1株当たり純資産額の算定に用いられた期末

の普通株式の数（千株） 
30,613 30,111

 

                                            以 上 
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有価証券報告書提出予定日 平成21年6月22日

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 78,163 △11.0 730 △86.5 356 △92.5 2,050 △0.6
20年3月期 87,790 6.4 5,404 △5.1 4,750 △13.4 2,062 △13.7

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 67.40 ― 5.7 0.6 0.9
20年3月期 66.70 ― 5.6 7.1 6.2

（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 61,692 35,918 58.1 1,189.50
20年3月期 66,103 36,671 55.4 1,195.69

（参考） 自己資本   21年3月期  35,818百万円 20年3月期  36,604百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 4,994 △2,217 △2,476 10,814
20年3月期 4,108 △2,522 △793 11,035

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 16.00 ― 17.00 33.00 1,018 49.5 2.8
21年3月期 ― 16.00 ― 17.00 33.00 1,001 49.0 2.8
22年3月期 

（予想）
― 16.00 ― 17.00 33.00 ―

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

35,000 △18.2 200 △88.8 0 ― △500 ― △16.44

通期 73,000 △6.6 1,500 105.5 1,200 237.0 0 ― 0.00



(1）経営成績に関する分析 

 ａ．当該事業年度の状況 

当連結会計期間における世界経済は、米国に端を発する金融市場の混乱が世界各国の実体経済に多大な影響を及

ぼし、９月以降、急速に悪化いたしました。また、円高や株価下落により企業を取り巻く環境は激変し、設備投資の

抑制や雇用調整の動きも顕著となるなど、極めて厳しい状況となってまいりました。 

当社は国内において引き続き食品加工、製造、運輸配送、メディカルなど、様々な分野で自動認識技術を活か

し、「正確・省力・省資源」の提供による業務効率化やトレーサビリティ需要に対する積極的な提案を行うととも

に、売上拡大の努力を行ってまいりました。しかしながら、このような厳しい経済環境の下で、取引先各社の設備投

資意欲の減退、在庫調整等、企業活動の低迷が顕著となり、前年同期比では2,828百万円の減収となりました。海外

におきましても世界経済の急速な悪化に伴い、米州、欧州、アジア・オセアニア地域各国で売上が急激に減少したこ

とや、円高による為替評価の影響額3,340百万円等もあり、海外売上高は前年同期比6,799百万円の減収となりまし

た。 

利益面では、売上高の減少に伴い、より一層のコストダウンと諸経費の節減に取り組みました。構造改革途上の

欧州につきましては営業、管理の両面から国内事業のオペレーション方法を注入し、抜本的な梃入れをしているとこ

ろでありますが、体質改善の一環として、会計上の健全化をはかるため、一部子会社の引当金計上の見直しや、のれ

んの一括償却、固定資産の減損処理、繰延税金資産の取崩しを行ったことなどから、営業利益、経常利益、税引前利

益は大幅な減益を余儀なくされました。当期純利益につきましては、平成21年４月３日の取締役会において、構造改

革の一環として、海外販売会社を統括するSATO INTERNATIONAL PTE. LTD.（サトーインターナショナル 在シンガポ

ール、以下SI)の解散を決議し、本年10月より清算手続きを開始すべく準備に取り掛かっております。これによりSI

清算損に係る税効果会計の適用を行い、繰延税金資産4,400百万円を計上しております。 

これらの活動の結果、当連結会計期間の売上高は、78,163百万円（前年同期比89.0％）、営業利益730百万円（同

13.5％）、経常利益356百万円（同7.5％）、当期純利益2,050百万円（同99.4％）となりました。 

セグメント別の状況は以下のとおりであります。 

[製品群別] 

(a).メカトロ製品事業 

売上高31,325百万円(前年同期比85.0%)、営業損失81百万円(前年同期は営業利益2,716百万円)となりました。 

(b).サプライ製品事業 

売上高46,837百万円(前年同期比91.9%)、営業利益811百万円(前年同期比30.2%)となりました。 

[所在地別] 

(a).日本 

売上高57,185百万円(前年同期比95.3%)、営業利益2,885百万円(前年同期比57.8%)となりました。 

(b).北米地域 

売上高7,489百万円(前年同期比76.9%)、営業利益275百万円(前年同期比52.7%)となりました。 

(c).欧州地域 

売上高8,459百万円(前年同期比75.8%)、営業損失1,559百万円(前年同期は営業損失482百万円)となりました。 

(d).アジア・オセアニア地域 

売上高5,028百万円(前年同期比73.1%)、営業損失517百万円(前年同期は営業利益528百万円)となりました。 

１．経営成績



 ｂ．次事業年度の見通し 

平成22年３月期の見通しにつきましては、米国の金融不安に端を発した未曾有の世界同時不況が、依然として深

刻であり、先行き不透明な状況が続いていることから、改革に取り組んでいた欧州事業を中心として、当社業績に大

きな影響を与えるとともに、当社の経営課題を顕在化させております。 

当社ではこの事態を次の成長のための収益体質確立の契機と捉え、抜本的な構造改革に取り組んでおります。具

体的には、未だ事業基盤の弱い海外事業について、現場力を引き上げることを目的に重層化した組織の壁をなくし、

日本国内のオペレーションノウハウがそのまま現地に浸透するよう、平成21年４月３日の取締役会で当社の連結子会

社であるSIの解散を決議し、本年10月より清算手続きを開始すべく準備に取り掛かっております。  

また、継続的な取組み課題となっております欧州事業の黒字化につきましては、従来から取り組んでいる国内営

業ノウハウの現場指導が徐々に成果を見せ、業務オペレーション面においても改善が進んでおりますが、今後更に構

造改革を進め、当上期において、欧州全域におけるラベル生産・供給体制の再構築及び各子会社の黒字体質の構築に

取り組みます。具体的には、ドイツ子会社のラベル生産工場について、スペイン・ポーランドなどへの生産移管、生

産縮小を含め工場体制の抜本的見直しに急ぎ取り組み、大幅な固定費削減による収益体質の確立を目指します。ま

た、イギリス及びスペイン子会社のラベル工場についても、ドイツ子会社に続き固定費削減に取り組んでまいりま

す。 

今後、国内海外を問わずグループのオペレーション体制を一本化し、地域ニーズに適合した営業施策を徹底して

まいります。また、営業活動を支える主要機能であるラベル生産体制、プリンタ製品推進、サービス、SCM、情報シ

ステム、人事などについては日本国内にあるノウハウ、資産を活用できる体制を構築し、グループ全体の 適化を目

指して活動し、現場組織の活性化と本社・管理部門のスリム化を実現することで、早期に収益体質の確立をはかって

まいります。 

当社が提供する「正確・省力・省資源」への需要は、市場や地域を問わず、根強くあると認識しており、総力を

挙げてそのニーズを取り込んでまいります。前期下期より、新製品を順次投入しており、市場別・用途別に効率化投

資への需要を喚起していく計画であります。 

上記の施策により、平成22年３月期は、売上高73,000百万円（前年同期比93.4％）、営業利益1,500百万円（前年

同期比205.5％）、経常利益1,200百万円（前年同期比337.0％）、当期純利益は0（前年同期は2,050百万円の当期純

利益）を見込んでおります。 

なお、前提となる期中平均為替レートは、1米ドル95円、1ユーロ125円としております。 

（2）財政状態に関する分析 

ａ．資産、負債及び純資産の状況 

 当連結会計年度末の資産につきましては、流動資産の残高が36,912百万円（前連結会計年度末は44,329百万円）と

なり7,416百万円減少しました。これは主に、受取手形及び売掛金の減少（5,030百万円）、たな卸資産の減少

（1,954百万円）があったことによるものであります。固定資産の残高は24,780百万円（前連結会計年度末は21,773

百万円）となり3,006百万円増加しました。これは、長期繰延税金資産の増加（3,960百万円）があった一方で、減価

償却費の計上や、のれんと建物及び構築物で減損を実施したことによるものであります。 

 負債につきましては、流動負債の残高が21,285百万円（前連結会計年度末は27,023百万円）となり5,737百万円減

少しました。これは主に、支払手形及び買掛金の減少（1,831百万円）、長期借入金への借り換えを含む短期借入金

の減少（3,075百万円）によるものであります。固定負債の残高は4,489百万円（前連結会計年度末は2,408百万円）

となり2,080百万円増加しました。その主な要因は、長期借入金の増加によるものであります。 

 純資産につきましては、当連結会計年度末における残高が35,918百万円（前連結会計年度末は36,671百万円）とな

り753百万円減少しました。これは主に、当期純利益計上による利益剰余金の増加（2,050百万円）があった一方で、

自己株式の取得による減少（503百万円）、配当金の支払いによる減少（1,010百万円）及び為替換算調整勘定の減少

（1,344百万円）によるものであります。 

  



ｂ．キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ220百万円減少

し、当連結会計年度末は10,814百万円となりました。 

 当連結会計期末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4,994百万円となりました。 

 これは主に、税金等調整前当期純利益が△431百万円であったものの、減価償却費2,620百万円等の収入要因に加

え、売上債権の減少3,920百万円、たな卸資産の減少1,114百万円等があったことによるものであります。その一方

で、仕入債務の減少1,654百万円、法人税等の支払額1,745百万円他によりその一部が相殺されております。 

  （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

   投資活動に使用した資金は2,217百万円となりました。 

   これは主に有形固定資産1,549百万円、無形固定資産337百万円の取得他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） 

   財務活動の結果使用した資金は2,476百万円となりました。 

   これは主に借入金の減少962百万円、配当金の支払額1,009百万円及び自己株式の取得による支出503百万円があ

ったことによるものです。 

  

  キャッシュ・フロー指標のトレンド 

（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計算しております。 

＊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払っているすべ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。 

(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、株主、社会、会社、社員に対する「四者還元」を基本方針とし、安定的かつ継続的な

配当及び今後の事業拡大のために内部留保を基本に、高い投資効率を目指し、あわせて業績、経営環境を総合的に勘

案して決定することとしております。 

平成21年３月期の配当金につきましては、安定した配当を継続的に行うという上記方針に基づき、予定どおり期

末配当を１株当たり17円とし、中間配当金（１株につき16円）を加えた年間配当金は、１株につき33円となります。

また、次期の配当につきましても、１株につき年間33円を予定しております。  

  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（％）  58.6  56.0  55.4  58.1

時価ベースの自己資本比率（％）  143.8  110.7  58.9  35.0

キャッシュ・フロー対有利子負債比率
(％) 

 76.9  198.8  165.2  110.9

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍)  46.8  22.0  22.7  35.3



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 10,926 10,726

受取手形及び売掛金 20,334 15,304

有価証券 108 88

たな卸資産 11,127 －

商品及び製品 － 7,249

仕掛品 － 135

原材料及び貯蔵品 － 1,788

未収入金 675 907

繰延税金資産 369 277

その他 1,011 716

貸倒引当金 △226 △282

流動資産合計 44,329 36,912

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 10,340 9,911

減価償却累計額 △4,914 △5,096

建物及び構築物（純額） 5,425 4,814

機械装置及び運搬具 10,312 10,100

減価償却累計額 △6,588 △6,474

機械装置及び運搬具（純額） 3,724 3,625

工具、器具及び備品 5,212 5,220

減価償却累計額 △3,949 3,840

工具、器具及び備品（純額） 1,262 1,379

土地 5,380 5,366

建設仮勘定 54 628

有形固定資産合計 15,846 15,815

無形固定資産   

のれん 997 420

ソフトウエア 1,683 1,277

借地権 223 173

その他 211 162

無形固定資産合計 3,115 2,034

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  247 ※1  331

長期貸付金 42 315

差入保証金 817 825

繰延税金資産 997 4,957

その他 752 595

貸倒引当金 △46 △94

投資その他の資産合計 2,811 6,931

固定資産合計 21,773 24,780

資産合計 66,103 61,692



（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 5,845 4,013

短期借入金 6,558 3,483

未払金 10,394 10,297

リース債務 － 97

未払法人税等 734 192

賞与引当金 221 84

役員賞与引当金 42 －

製品保証引当金 24 29

その他 3,202 3,086

流動負債合計 27,023 21,285

固定負債   

長期借入金 8 2,000

リース債務 － 478

退職給付引当金 1,811 1,613

役員退職長期未払金 245 245

その他 343 151

固定負債合計 2,408 4,489

負債合計 29,431 25,774

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,331 6,331

資本剰余金 5,799 5,799

利益剰余金 27,481 28,539

自己株式 △2,953 △3,457

株主資本合計 36,658 37,213

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5 8

為替換算調整勘定 △59 △1,403

評価・換算差額等合計 △53 △1,394

新株予約権 58 93

少数株主持分 8 6

純資産合計 36,671 35,918

負債純資産合計 66,103 61,692



（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 87,790 78,163

売上原価 ※2  49,932 ※2  45,763

売上総利益 37,857 32,399

販売費及び一般管理費 ※1, 2, 3  32,453 ※1, 2, 3  31,669

営業利益 5,404 730

営業外収益   

受取利息 78 66

受取配当金 2 3

仕入割引 39 33

スワップ評価益 121 135

受取賃貸料 20 12

その他 124 121

営業外収益合計 385 372

営業外費用   

支払利息 180 142

たな卸資産処分損 105 －

為替差損 562 468

その他 190 135

営業外費用合計 1,039 746

経常利益 4,750 356

特別利益   

固定資産売却益 ※4  44 ※4  17

その他 13 1

特別利益合計 58 19

特別損失   

事業再編損 ※5  419 ※5  150

固定資産除却損 ※6  55 ※6  29

前期損益修正損 － ※7  323

固定資産売却損 ※8  85 ※8  6

減損損失 ※9  4 ※9  295

過年度出向者所得税負担金 40 －

貸倒引当金繰入額 22 －

その他 18 1

特別損失合計 646 807

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

4,162 △431

法人税、住民税及び事業税 2,250 1,395

法人税等調整額 △153 △3,878

法人税等合計 2,097 △2,483

少数株主利益 1 1

当期純利益 2,062 2,050



（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 6,331 6,331

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,331 6,331

資本剰余金   

前期末残高 5,799 5,799

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,799 5,799

利益剰余金   

前期末残高 26,333 27,481

当期変動額   

剰余金の配当 △1,026 △1,010

当期純利益 2,062 2,050

在外子会社の年金会計に係る未積立債務の
減少による増加額 111 －

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － 18

当期変動額合計 1,147 1,058

当期末残高 27,481 28,539

自己株式   

前期末残高 △2,059 △2,953

当期変動額   

自己株式の取得 △893 △503

当期変動額合計 △893 △503

当期末残高 △2,953 △3,457

株主資本合計   

前期末残高 36,404 36,658

当期変動額   

剰余金の配当 △1,026 △1,010

当期純利益 2,062 2,050

自己株式の取得 △893 △503

在外子会社の年金会計に係る未積立債務の
減少による増加額 111 －

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － 18

当期変動額合計 253 554

当期末残高 36,658 37,213



（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 7 5

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2 3

当期変動額合計 △2 3

当期末残高 5 8

為替換算調整勘定   

前期末残高 1,091 △59

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,150 △1,344

当期変動額合計 △1,150 △1,344

当期末残高 △59 △1,403

評価・換算差額等合計   

前期末残高 1,098 △53

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,152 △1,340

当期変動額合計 △1,152 △1,340

当期末残高 △53 △1,394

新株予約権   

前期末残高 － 58

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 58 34

当期変動額合計 58 34

当期末残高 58 93

少数株主持分   

前期末残高 4 8

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3 △1

当期変動額合計 3 △1

当期末残高 8 6

純資産合計   

前期末残高 37,508 36,671

当期変動額   

剰余金の配当 △1,026 △1,010

当期純利益 2,062 2,050

自己株式の取得 △893 △503

在外子会社の年金会計に係る未積立債務の減
少による増加額

111 －

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － 18

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,090 △1,307

当期変動額合計 △836 △753

当期末残高 36,671 35,918



（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 4,162 △431

減価償却費 2,571 2,620

のれん償却額 232 214

固定資産売却益 △44 △17

固定資産売却損 85 6

固定資産除却損 55 29

事業再編損失 419 150

貸倒引当金の増減額（△は減少） 12 146

賞与引当金の増減額（△は減少） 0 △23

退職給付引当金の増減額（△は減少） 54 26

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △7 △42

受取利息及び受取配当金 △80 △70

支払利息 180 142

為替差損益（△は益） △373 660

売上債権の増減額（△は増加） △119 3,920

たな卸資産の増減額（△は増加） △408 1,114

前払費用の増減額（△は増加） △143 98

未収入金の増減額（△は増加） 1 △251

仕入債務の増減額（△は減少） 149 △1,654

未払金の増減額（△は減少） △22 △167

その他 764 489

小計 7,490 6,962

利息及び配当金の受取額 80 70

利息の支払額 △180 △141

事業再編損失に係る支払額 △419 △150

過年度出向者所得税負担金に係る支払額 △40 －

法人税等の支払額 △2,822 △1,745

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,108 4,994

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 △114 －

定期預金の払戻による収入 114 －

投資有価証券の取得による支出 △70 △100

有形固定資産の取得による支出 △1,897 △1,549

有形固定資産の売却による収入 348 72

無形固定資産の取得による支出 △574 △337

営業譲受による支出 △68 －

その他 △260 △304

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,522 △2,217



  

（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 販売費及び一般管理費のうち主要なもの ※１ 販売費及び一般管理費のうち主要なもの 

給料諸手当 14,828百万円 

減価償却費 1,255百万円 

給料諸手当 14,564百万円 

減価償却費 1,349百万円 

※２ 引当金繰入額の内訳 ※２ 引当金繰入額の内訳 

  単位：百万円

区分   
販売費及び

一般管理費 
  売上原価   計 

賞与引当金繰

入額 
   132    54    187

役員賞与引当

金繰入額 
   42    －    42

退職給付費用    764    88    852

  単位：百万円

区分  
販売費及び

一般管理費
  売上原価   計 

賞与引当金繰

入額 
   83    59    143

退職給付費用   721    74    796

※３ 一般管理費に含まれる研究開発費 ※３ 一般管理費に含まれる研究開発費 

1,728百万円 1,922百万円 

※４ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 ※４ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 

  百万円

建物及び構築物  28

機械装置及び運搬具   7

土地   8

合計  44

  百万円

建物及び構築物  8

機械装置及び運搬具   7

工具器具及び備品  1

合計  17

※５ 事業再編損失は事業再編にかかる特別退職金等でで

ありその主な内訳は次のとおりであります。 

  

   百万円

SATO LABELLING SOLUTIONS 

EUROPE GmbH 

 215

SATO IBERIA S.A.  111

SATO LABELING SOLUTIONS 

AMERICA,INC. 

 25

SATO NEW ZEALAND LTD.  24

SATO UK LTD.  17

SATO FRANCE S.A.S.  16

その他  7

合計  419

※５ 事業再編損失は事業再編にかかる特別退職金等でで

ありその主な内訳は次のとおりであります。 

  

   百万円

SATO LABELLING SOLUTIONS 

EUROPE GmbH 

 123

SATO UK LTD.  17

SATO IBERIA S.A.  9

合計  150

※６        ―――――― ※６ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

    百万円

機械装置及び運搬具  19

工具器具及び備品   6

建物及び構築物  3

合計  29

※７        ―――――― ※７ 前期損益修正損は在外子会社における過年度売上修

正等であります。 



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） 

（注）１. 事業区分は製品の種類によりメカトロ製品事業とサプライ製品事業に区分しており、主な製品は以下の 

 とおりであります。 

 ① メカトロ製品事業……電子プリンタ、ハンドラベラー 

 ② サプライ製品事業……電子プリンタ用ラベル・タグ、ハンドラベラー用ラベル、ICタグ・ラベル、 

             シール、チケット、リボン、MCカード  

２. 当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、 百万円であ

り、その主なものは、親会社での余資運用資金（現金及び有価証券）、管理部門に係る資産でありま

す。  

  
メカトロ製品
事業（百万
円） 

サプライ製品
事業（百万
円） 

計（百万円） 
消去又は全社
（百万円） 

連結（百万円）

Ⅰ．売上高及び営業利益           

売上高           

(1)外部顧客に対する売上高  31,325  46,837  78,163 （－）  78,163

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  －  － （－）  －

計  31,325  46,837  78,163 （－）  78,163

営業費用  31,407  46,026  77,433 （－）  77,433

営業利益  △81  811  730 （－）  730

Ⅱ．資産、減価償却費及び

資本的支出 
          

資産  26,703  28,051  54,755 6,937  61,692

減価償却費  1,095  1,524  2,620 （－）  2,620

資本的支出  1,105  1,271  2,376 （－）  2,376

6,937



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） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(1) 北米 ………… 米国 

(2) 欧州 ………… ドイツ、イギリス、ポーランド、ベルギー、フランス、スペイン、スウェーデン 

(3) アジア・オセアニア ……… マレーシア、シンガポール、タイ、中国、ベトナム、オーストラリア、 

                               ニュージーランド     

     ３．当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額はありません。 

  
日本（百万

円） 
北米（百万

円） 
欧州（百万

円） 

アジアオセア

ニア（百万

円） 
計（百万円） 

消去又は全社

（百万円） 
連結（百万

円） 

Ⅰ．売上高及び営業利益               

売上高               

(1)外部顧客に対する売上高  57,185 7,489 8,459 5,028  78,163  － 78,163

(2)セグメント間の内部売上高  1,793 54 284 6,761  8,893 (8,893) －

計  58,978 7,544 8,744 11,790  87,057 (8,893) 78,163

営業費用  56,093 7,268 10,303 12,307  85,974 (8,540) 77,433

営業利益又は営業損失

（△） 
 2,885 275 △1,559 △517  1,083 △353 730

Ⅱ．資産  69,818 6,998 6,237 29,255  112,309 (50,616) 61,692



 （注）１．１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。 

 （注）２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（１株当たり情報）

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) 

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 1,195.69円 

１株当たり当期純利益金額 66.70円 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

については希薄化効果を有している潜在株式が存在

しないため記載しておりません。 

１株当たり純資産額 1,189.50円 

１株当たり当期純利益金額 67.40円 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

については希薄化効果を有している潜在株式が存在

しないため記載しておりません。 

  
前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益（百万円）  2,062  2,050

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）  2,062  2,050

期中平均株式数（千株）  30,929  30,421

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めなか

った潜在株式の概要 

新株予約権方式によるストックオプ

ション（新株予約権の数3,476個） 

新株予約権方式によるストックオプ

ション（新株予約権の数3,280個） 

  
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) 

純資産の部の合計額（百万円）  36,671  35,918

純資産の部の合計額から控除する金額

（百万円） 
 66  99

 （うち新株予約権）  (58)  (93)

 （うち少数株主持分）  (8)  (6)

普通株式に係る期末の純資産額 

（百万円） 
 36,604  35,818

１株当たり純資産額の算定に用いられた

期末の普通株式の数（千株） 
 30,613  30,111
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