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1.  21年4月期の業績（平成20年5月1日～平成21年4月30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4月期 8,702 △13.0 650 △65.1 730 △61.5 304 △73.1
20年4月期 10,005 14.5 1,867 19.2 1,897 19.7 1,133 20.2

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4月期 44.82 ― 4.5 7.4 7.5
20年4月期 166.88 ― 17.8 18.9 18.7

（参考） 持分法投資損益 21年4月期  17百万円 20年4月期  20百万円

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4月期 9,051 6,744 74.5 992.70
20年4月期 10,644 6,907 64.9 1,016.78

（参考） 自己資本   21年4月期  6,744百万円 20年4月期  6,907百万円

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4月期 822 △1,903 432 884
20年4月期 1,371 △972 △148 1,533

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
純資産配当

率（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年4月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00 101 9.0 1.6
21年4月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00 101 33.5 1.5
22年4月期 

（予想）
― 0.00 ― 15.00 15.00 ―

3.  22年4月期の業績予想（平成21年5月1日～平成22年4月30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

2,200 △63.3 △390 ― △330 ― △200 ― △29.44

通期 6,200 △28.8 △60 ― 2 △99.7 1 △99.7 0.15



4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

（注） 詳細は、16ページ「重要な会計方針」をご覧ください。 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

（注） １株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、26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4月期 6,800,000株 20年4月期 6,800,000株
② 期末自己株式数 21年4月期  6,187株 20年4月期  6,187株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
業績予想につきましては、現時点において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合が
あります。なお、上記業績予想に関する事項は３ページ「翌事業年度の見通し」をご参照ください。 



１．経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

① 当事業年度の経営成績 

当事業年度における我が国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的な金融危機

の拡大や、株式相場の低迷、為替の円高傾向の推移などにより急激に景気が減速し厳しい環境となり

ました。そのため、当社におきましては下期に入り国内建設機械メーカーからの受注が急激に減少し

ました。また、海外需要におきましても、全地域において減少しました。その結果、建設機械向け製

品全体としては、前年同期を大幅に下回りました。 

また、自動車用鍛造部品におきましても、自動車業界の販売不振による影響により、前年同期を大

幅に下回りました。 

この結果、当事業年度の売上高は 87 億２百万円（前期比 13.0％減）、経常利益７億 30 百万円（前

期比 61.5％減）、当期純利益３億４百万円（前期比 73.1％減）の減収減益となりました。 

主要な部門別の概況は以下のとおりであります。 

「建設機械部門」 

建設機械部門の売上高は、国内売上 62 億 60 百万円（前期比 10.3％減、７億 15 百万円減）、海外売

上８億 43 百万円（前期比 17.0％減、１億 72 百万円減）となりました。 

当社の主力である建設機械向け製品の受注は、国内及び海外向けにおきましても、世界的な不況に

より前年同期を下回りました。 

「自動車関連部門」 

自動車関連部門の売上高は、９億 15 百万円（前期比 28.9％減、３億 71 百万円減）となりました。 

 自動車業界の販売不振が影響しました。 

「産業機械部門」 

産業機械部門の売上高は、３億 74 百万円（前期比 3.8％増、13 百万円増）となりました。 

 当部門は内外需要の減少の影響がありますが、引続き売上増加に努めていきます。 

 

② 翌事業年度の見通し 

米国に端を発した世界的な金融危機は米国、欧州のみならず中国など新興国に波及しており、全世

界が厳しい環境にあります。当社の主力である建設機械向け製品の需要は、取引先の在庫調整が続い

ていることから、翌事業年度は下期には幾分回復すると予想されますが、厳しい状況が引続き続くと

予想されます。 

また、自動車関連製品についても現状は、厳しく前期比減収を見込んでおります。 

このように翌事業年度は全部門において厳しい状況が予想されます。その環境の中で、前事業年度

までに終了した設備投資による減価償却費の負担増が見込まれますが、工場内のレイアウト変更によ

る生産効率のアップ等の施策及び固定費低減等の経費圧縮に努めてまいります。 

翌事業年度の業績につきましては、売上高 62 億円（前期比 28.8％減）、経常利益２百万円（前期比

99.7％減）、当期純利益１百万円（前期比 99.7％減）を見込んでおります。 

 

(2) 財務状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

当事業年度末は、総資産は 90 億 51 百万円となり、前事業年度末と比して 15 億 93 百万円の減少と

なりました。 

資産の部では、流動資産は 42 億 95 百万円となり、現金及び預金の減少、売上減少による売上債権

が前事業年度末に比して 19 億 46 百万円の減少により、前事業年度末と比し 22 億 29 百万円減少しま

した。固定資産は、有形固定資産が工場建設、機械装置の設置等により、前事業年度末と比し 14 億

47 百万円増加し、投資その他の資産は、投資有価証券の減少等により前事業年度末と比し８億 14 百

万円減少しました。 

 負債の部では、流動負債は 14 億 98 百万円となり、支払手形、買掛金の減少、未払法人税等の減少

により前事業年度末と比し 16 億 77 百万円の減少となりました。固定負債は８億８百万円となり、長

期借入金の増加、繰延税金負債の減少により負債合計は前事業年度末と比し 14 億 29 百万円の減少と

なりました。 



 純資産は、別途積立金が増加しましたが、繰越利益剰余金、その他有価証券評価差額金の減少によ

り 67 億 44 百万円となり、前事業年度末と比して１億 63 百万円減少しました。 

自己資本比率は 9.62 ポイント増加の 74.5%となりました。 

 

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の期末残高は８億 84 百万円となり、前事業年度末に比較

して６億 48 百万円減少いたしました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

税引前当期純利益は７億 18 百万円、減価償却費５億 61 百万円、売上減による売上債権の減少 19 億

46 百万円などを計上しましたが、一方で、仕入債務の減少 13 億 18 百万円、法人税等の支払８億 94

百万円等を計上したことを主な要因として、営業活動によって得られた資金は８億 22 百万円となり

ました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

有形固定資産の取得に 18 億 85 百万円、投資有価証券の取得に 31 百万円充当したことから、投資

活動により 19 億３百万円の資金を要しました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

長期借入金６億円を調達、長期借入金の返済 66 百万円、配当金の支払に１億１百万円の資金をそ

れぞれ充当したことから、財務活動により４億 32 百万円の資金を得ました。 

 

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しております。配当につきまし

ては、事業計画、財務状況、収益性等を考慮しつつ、企業体質の一層の強化を図るとともに、安定的

な配当の継続を行うことを基本方針としております。 

当事業年度の年間配当金については、上記基本方針に基づき、当事業年度も１株当たり 15 円とさ

せていただく予定であります。 

 翌事業年度の配当は、当事業年度同様、利益配分に関する基本方針と翌事業年度の業績に基づき１

株当たり 15 円と予想しております。 

 

(4) 事業等のリスク 

以下の文中における将来に関する事項は、当事業年度末において当社が判断したものであります。 

① 建設機械業界に対する依存度が高いことについて 

当社は従来から、建設機械向け製品の売上比率が高く、内外の建設機械需要の動向に影響を受けや

すく、今後もその影響により業績が大きく変動することが考えられます。 

このような状況において、業績の安定化を図るため、建設機械部門以外の需要分野開拓により収益

基盤の拡大を図ります。非建設機械部門は 18.4％にとどまっておりますが、今後も大型の熱間・冷間

の設備と技術を活かし、難加工に対応すべく切削加工機等の設備を増強し営業活動を強力に展開して、

売上比率を高めていきます。 

 

② 材料価格の変動について 

当社の主要材料である鋼材は、国内景気、為替、原油価格等の影響によって価格が変動します。材

料費の当期総製造費用及び売上高に対する比率は、平成 21 年４月期でそれぞれ 54.0％、43.7％と高

く、当社の業績は鋼材価格の変動によって影響を受けます。ここ数年、材料費の当期総製造費用に対

する比率は 54％以上及び売上高に対する比率は 40％以上で推移しております。 

 

２．企業集団の状況 

当社グループは、株式会社共和工業所（当社）及び関連会社である株式会社ネツレン小松並びにそ

の他の関連会社である有限会社ワイ・エム・ジイにより構成されております。 

当社グループは、ボルト専門メーカーとして、六角ボルト、六角穴付ボルト、特殊ボルト等を冷間

鍛造及び熱間鍛造により、素材から熱処理までの一貫生産体制で製造し、建設機械、自動車関連、産

業機械等の業界向けに販売を行っております。 



株式会社ネツレン小松は当社製品の無段変速機用シャフトの高周波焼入れ加工を行っており、また、

有限会社ワイ・エム・ジイとの取引関係はありません。 

 

３．経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

当社は、企業体質の強化、改善を図り、企業の社会的責任をより明確にし、「良い製品を早く、安

く、お客様にサービスしていく」との基本方針のもとに、ねじ分野のほか特殊形状圧造部品等、新分

野への挑戦に努め、品質第一でお客様の満足度を向上させることを経営の 重要課題と認識し、全社

員の幸せと生活の向上を図り永続的な生き残りを目指しております。 

 

(2) 目標とする経営指標 

当社は、中期経営戦略を推し進めることにより、ＲＯＥ（株主資本利益率）３％を目標としており

ます。 

中期経営計画における経営指標 

項  目 2012 年４月の目標値 

売上高 7,160 百万円 

営業利益 260 百万円 

経常利益 270 百万円 

当期純利益 160 百万円 

１株当たり当期純利益 23 円 55 銭 

ＲＯＥ（株主資本利益率） ３％ 

 

(3) 中長期的な会社の経営戦略と会社の対処すべき課題 

当社の主力である建設機械向け製品は、世界的金融危機の影響で昨年 11 月より急激に受注が減少

しております。 

このような事業環境の中で、経営計画を見直し、2009 年５月より 2012 年４月期までの３年間を対

象に、中期経営計画をスタートさせました。 

この中期経営計画では、これまでの方針を継続し、主力である建設機械向け製品の生産対応、新規

需要分野の開拓と競争力の基盤強化に対処すべく取り組んでおります。 

主力である建設機械向け製品及び自動車部品、新規分野品（非ボルト部品）製造のため、一昨年よ

り手狭になった工場環境の改善、お客様ニーズの安定的対応のため、現工場の隣接地に３棟の工場を

建設し、既存工場のレイアウトの変更をしてまいりました。計画していた設備投資はほぼ完了し、今

後も顧客満足度を向上すべく経営環境の変化に迅速に対応していきます。 

また、昨年より新規分野品（非ボルト部品）として、コマツよりパワーショベルの旋回輪を回転さ

せる部品（スイングマシナリーシャフト）、変速機に組み込まれる部品（プナレタリーギア）、グレー

ダのブレーキ部品（タンデム部品）を受注しました。この分野を強力に推し進めるため平成 21 年度

より専門の部署を設置して生産体制を強化しました。 

今後も大型の熱間・冷間鍛造の設備と技術を活かし、難加工に対処すべく設備を増強し営業活動を

強力に展開して、建設機械向けや自動車部品の分野で新規需要開拓を進めて、売上拡大に努めてまい

ります。 

次に、競争力の基盤強化についてですが、生産性の向上、新製品開発と高技術力の蓄積、人的資源

の教育強化を図り、技術の優位性と収益性による「事業の選択と集中」を推進し、経営資源を有効活

用して競争力の基盤強化を図ってまいります。また、収益力の改善と業績の伸展を果たすため、徹底

した固定費削減により、低成長においても安定した収益を確保できる企業体質の構築に努めてまいり

ます。 

 

 

 

 

 



(4) 内部管理体制の整備・運用状況 

当該事項につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関す

る基本的な考え方及びその整備状況」において、記載された事項と本項目に関する記載事項とが重複

しますので、記載を省略しております。 

 

(5) その他、会社の経営上重要な事項 

該当事項はありません。 

 

 



４．財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年４月30日) 

当事業年度 
(平成21年４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,563,076 1,914,315

受取手形 568,715 256,696

売掛金 2,745,988 1,111,188

有価証券 － 207,067

製品 173,959 －

商品及び製品 － 186,461

原材料 86,395 －

仕掛品 200,759 86,052

貯蔵品 9,894 －

原材料及び貯蔵品 － 137,193

前払費用 807 1,561

繰延税金資産 140,244 83,699

未収還付法人税等 － 161,205

未収消費税等 － 100,318

その他 34,989 49,481

貸倒引当金 △334 －

流動資産合計 6,524,496 4,295,242

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※1,2  1,151,567 ※1,2  1,669,674

減価償却累計額 △678,084 △724,711

建物（純額） 473,483 944,963

構築物 ※2  136,026 ※2  218,661

減価償却累計額 △78,375 △96,569

構築物（純額） 57,650 122,091

機械及び装置 ※2  4,614,252 ※2  5,871,738

減価償却累計額 △3,531,173 △3,914,386

機械及び装置（純額） 1,083,078 1,957,352

車両運搬具 35,480 49,650

減価償却累計額 △15,756 △28,794

車両運搬具（純額） 19,724 20,856

工具、器具及び備品 ※2  199,338 ※2  340,567

減価償却累計額 △132,758 △191,050

工具、器具及び備品（純額） 66,579 149,517

土地 ※1  702,259 ※1,2  707,538

建設仮勘定 52,004 －

有形固定資産合計 2,454,781 3,902,319



（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年４月30日) 

当事業年度 
(平成21年４月30日) 

無形固定資産   

ソフトウエア 5,041 7,424

電話加入権 266 266

水道施設利用権 92 261

無形固定資産合計 5,399 7,951

投資その他の資産   

投資有価証券 1,434,246 637,473

関係会社株式 7,000 7,000

出資金 10,270 10,270

長期貸付金 89,649 91,460

長期前払費用 547 547

保険積立金 20,241 21,403

会員権 48,531 48,531

その他 70,000 50,000

貸倒引当金 △20,500 △20,892

投資その他の資産合計 1,659,986 845,794

固定資産合計 4,120,167 4,756,065

資産合計 10,644,663 9,051,307

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,357,254 431,608

買掛金 545,363 152,971

1年内返済予定の長期借入金 － ※1  199,560

未払金 369,947 255,451

未払費用 25,567 15,141

未払法人税等 494,167 －

未払消費税等 43,699 －

預り金 2,906 2,561

賞与引当金 211,988 124,041

設備関係支払手形 125,264 317,151

流動負債合計 3,176,158 1,498,486

固定負債   

長期借入金 － ※1  333,920

繰延税金負債 193,047 56,017

退職給付引当金 172,417 169,467

役員退職慰労引当金 195,219 249,197

固定負債合計 560,684 808,602

負債合計 3,736,842 2,307,089



（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年４月30日) 

当事業年度 
(平成21年４月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 592,000 592,000

資本剰余金   

資本準備金 464,241 464,241

資本剰余金合計 464,241 464,241

利益剰余金   

利益準備金 148,000 148,000

その他利益剰余金   

特別償却準備金 41,094 72,222

別途積立金 3,800,000 4,800,000

繰越利益剰余金 1,374,144 545,618

利益剰余金合計 5,363,239 5,565,841

自己株式 △5,332 △5,332

株主資本合計 6,414,148 6,616,750

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 493,672 127,467

評価・換算差額等合計 493,672 127,467

純資産合計 6,907,820 6,744,218

負債純資産合計 10,644,663 9,051,307



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年５月１日 
 至 平成20年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成21年４月30日) 

売上高 10,005,227 8,702,557

売上原価   

製品期首たな卸高 165,987 173,959

当期製品製造原価 7,223,300 7,161,329

合計 7,389,288 7,335,289

製品期末たな卸高 173,959 ※5  186,461

製品売上原価 7,215,328 7,148,827

売上総利益 2,789,899 1,553,729

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 468,684 389,679

広告宣伝費 2,461 2,815

貸倒引当金繰入額 14 －

役員報酬 47,350 56,800

給料及び手当 101,308 122,112

賞与 24,967 30,055

賞与引当金繰入額 28,819 16,652

退職給付費用 9,997 11,686

役員退職慰労引当金繰入額 39,636 53,978

福利厚生費 30,506 34,299

交際費 12,061 12,001

旅費及び交通費 21,307 16,791

消耗品費 17,640 13,628

減価償却費 15,259 20,923

支払手数料 28,944 38,636

賃借料 5,705 1,840

その他 67,325 80,853

販売費及び一般管理費合計 921,992 902,753

営業利益 1,867,906 650,976

営業外収益   

受取利息 8,146 6,818

受取配当金 14,000 15,967

助成金収入 － 46,674

その他 7,919 12,194

営業外収益合計 30,066 81,653

営業外費用   

支払利息 206 2,280

営業外費用合計 206 2,280

経常利益 1,897,766 730,349



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年５月１日 
 至 平成20年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成21年４月30日) 

特別利益   

前期損益修正益 ※1  14,009 －

貸倒引当金戻入額 － 334

固定資産売却益 ※2  721 －

投資有価証券売却益 32 －

補助金収入 － 85,900

特別利益合計 14,763 86,234

特別損失   

固定資産除売却損 ※3,4  3,305 ※4  11,987

投資有価証券評価損 － 6,519

会員権評価損 － 392

固定資産圧縮損 － 79,655

特別損失合計 3,305 98,555

税引前当期純利益 1,909,224 718,028

法人税、住民税及び事業税 819,029 245,772

法人税等調整額 △43,618 167,746

法人税等合計 775,411 413,519

当期純利益 1,133,813 304,509



（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５月１日 
 至 平成20年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成21年４月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 592,000 592,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 592,000 592,000

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 464,241 464,241

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 464,241 464,241

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 148,000 148,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 148,000 148,000

その他利益剰余金   

特別償却準備金   

前期末残高 49,720 41,094

当期変動額   

特別償却準備金の積立 － 39,639

特別償却準備金の取崩 △8,625 △8,511

当期変動額合計 △8,625 31,127

当期末残高 41,094 72,222

別途積立金   

前期末残高 3,000,000 3,800,000

当期変動額   

別途積立金の積立 800,000 1,000,000

当期変動額合計 800,000 1,000,000

当期末残高 3,800,000 4,800,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,120,039 1,374,144

当期変動額   

特別償却準備金の積立 － △39,639

特別償却準備金の取崩 8,625 8,511

別途積立金の積立 △800,000 △1,000,000

剰余金の配当 △88,334 △101,907

当期純利益 1,133,813 304,509



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年５月１日 
 至 平成20年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成21年４月30日) 

当期変動額合計 254,105 △828,525

当期末残高 1,374,144 545,618

利益剰余金合計   

前期末残高 4,317,760 5,363,239

当期変動額   

剰余金の配当 △88,334 △101,907

当期純利益 1,133,813 304,509

当期変動額合計 1,045,479 202,602

当期末残高 5,363,239 5,565,841

自己株式   

前期末残高 △3,313 △5,332

当期変動額   

自己株式の取得 △2,019 －

当期変動額合計 △2,019 －

当期末残高 △5,332 △5,332

株主資本合計   

前期末残高 5,370,688 6,414,148

当期変動額   

剰余金の配当 △88,334 △101,907

当期純利益 1,133,813 304,509

自己株式の取得 △2,019 －

当期変動額合計 1,043,459 202,602

当期末残高 6,414,148 6,616,750

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 461,204 493,672

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 32,467 △366,204

当期変動額合計 32,467 △366,204

当期末残高 493,672 127,467

純資産合計   

前期末残高 5,831,893 6,907,820

当期変動額   

剰余金の配当 △88,334 △101,907

当期純利益 1,133,813 304,509

自己株式の取得 △2,019 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 32,467 △366,204

当期変動額合計 1,075,927 △163,602

当期末残高 6,907,820 6,744,218



（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５月１日 
 至 平成20年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成21年４月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 1,909,224 718,028

減価償却費 356,021 561,658

賞与引当金の増減額（△は減少） 39,657 △87,946

貸倒引当金の増減額（△は減少） 14 △334

退職給付引当金の増減額（△は減少） △518 △2,949

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 39,636 53,978

受取利息及び受取配当金 △24,758 △26,331

支払利息 206 2,280

固定資産売却損益（△は益） △721 －

固定資産除売却損益（△は益） 3,305 11,987

固定資産圧縮損 － 79,655

投資有価証券売却損益（△は益） △32 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 6,519

会員権評価損 － 392

補助金収入 － △85,900

売上債権の増減額（△は増加） △122,931 1,946,818

たな卸資産の増減額（△は増加） △77,139 61,301

仕入債務の増減額（△は減少） 71,479 △1,318,037

未払消費税等の増減額（△は減少） △28,945 △144,018

その他 △13,684 △169,726

小計 2,150,813 1,607,377

利息及び配当金の受取額 23,435 26,532

利息の支払額 △186 △2,820

補助金の受取額 － 85,900

法人税等の支払額 △802,587 △894,012

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,371,475 822,977

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 △2,030,000 △2,030,000

定期預金の払戻による収入 2,030,000 2,030,000

有形固定資産の取得による支出 △892,748 △1,885,550

有形固定資産の売却による収入 2,119 －

無形固定資産の取得による支出 △5,500 △3,880

有価証券の償還による収入 300,000 －

投資有価証券の取得による支出 △361,332 △31,415

投資有価証券の売却による収入 232 －

その他 △15,258 17,026

投資活動によるキャッシュ・フロー △972,487 △1,903,819



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年５月１日 
 至 平成20年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成21年４月30日) 

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 － 600,000

長期借入金の返済による支出 △58,400 △66,520

自己株式の取得による支出 △2,019 －

配当金の支払額 △87,885 △101,399

財務活動によるキャッシュ・フロー △148,305 432,080

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 250,682 △648,761

現金及び現金同等物の期首残高 1,282,393 1,533,076

現金及び現金同等物の期末残高 1,533,076 884,315



継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

重要な会計方針 

項目 

前事業年度 

（自 平成 19 年５月 １日 

  至 平成 20 年４月 30 日） 

当事業年度 

（自 平成 20 年５月 １日 

  至 平成 21 年４月 30 日） 

満期保有目的の債券 満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法） 同左 

関連会社株式 関連会社株式 

移動平均法による原価法 同左 

その他有価証券 その他有価証券 

時価のあるもの 時価のあるもの 

期末決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定） 

同左 

時価のないもの 時価のないもの 

１．有価証券の評価基準及び評価

方法 

移動平均法による原価法 同左 

製品・原材料・仕掛品 製品・原材料・仕掛品 

先入先出法による原価法 先入先出法による原価法 

（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）

貯蔵品 貯蔵品 

最終仕入原価法 同左 

 （会計方針の変更） 

２．たな卸資産の評価基準及び評

価方法 

 通常の販売目的で保有するたな卸資

産については、従来、主として先入先

出法による原価法によっておりました

が、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日公表分）が適用

されたことに伴い、主として先入先出

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。

これによる当事業年度の損益に与え

る影響は軽微であります。 

有形固定資産 有形固定資産 ３．固定資産の減価償却の方法 

定率法（ただし、平成 10 年４月１

日以降に取得した建物（附属設備を除

く）については定額法）を採用してお

ります。 

主な有形固定資産の耐用年数は以

下のとおりであります。 

建物 ８年～38 年 機械及び装置

10 年 

同左 

 

 



項目 

前事業年度 

（自 平成 19 年５月 １日 

  至 平成 20 年４月 30 日） 

当事業年度 

（自 平成 20 年５月 １日 

  至 平成 21 年４月 30 日） 

無形固定資産 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、社内における利用可能期間

（５年）に基づいております。 

同左 

（追加情報） ―――――― 

 

 法人税法改正に伴い、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

税引前当期純利益がそれぞれ 23,003

千円減少しております。 

 

貸倒引当金 貸倒引当金 ４．引当金の計上基準 

売掛債権等の貸倒れに備えるため、

一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を検討し、回収

不能見込額を計上しております。 

同左 

賞与引当金 賞与引当金  

従業員に対して支給する賞与の支

出に充てるため、支給見込額を計上し

ております。 

同左 

退職給付引当金 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。 

同左 

役員退職慰労引当金 役員退職慰労引当金 

 

役員の退職慰労金の支給に充てる

ため、内規に基づく期末要支給額を計

上しております。 

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。 

―――――― 

 

 

 



項目 

前事業年度 

（自 平成 19 年５月 １日 

  至 平成 20 年４月 30 日） 

当事業年度 

（自 平成 20 年５月 １日 

  至 平成 21 年４月 30 日） 

６．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であります。 

同左 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 ７．その他財務諸表作成のための

基本となる重要な事項 税抜方式によっております。 同左 

 

表示方法の変更 

前事業年度 

（自 平成 19 年５月 １日 

  至 平成 20 年４月 30 日） 

当事業年度 

（自 平成 20 年５月 １日 

  至 平成 21 年４月 30 日） 

―――――― （貸借対照表） 

 前事業年度において、投資その他の資産「組合積立金」

として掲記されていたものは、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲ

Ｌ導入に伴い財務諸表の比較可能性を向上するため、当

事業年度より「長期貸付金」として表示しております。

 

注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 当事業年度 

（平成 20 年４月 30 日） （平成 21 年４月 30 日） 

※１．担保提供資産 
担保に供している資産 

※１．担保提供資産 
担保に供している資産 

 建物 47,647 千円   建物 46,532 千円  
 土地 10,244    土地 10,244   

 計 57,891    計 56,776   
  

上記に対応する債務 上記に対応する債務 

 ありません。     １年内返済予定の長期借入

金 
99,600 千円  

      長期借入金 167,200   
※２．固定資産について、取得価額から控除されている市およ

び県からの助成金の圧縮記帳額は次のとおりでありま

す。 

※２．固定資産について、取得価額から控除されている市およ

び県からの助成金の圧縮記帳額は次のとおりでありま

す。 

 建物 13,773 千円   建物 42,060 千円  
 構築物 400    構築物 1,976   

 機械及び装置 57    機械及び装置 42,286   
 工具、器具及び備品 214    工具、器具及び備品 3,723   

 計 14,445    土地 4,054   

      計 94,101   

          

 
 
 



（損益計算書関係） 

前事業年度 当事業年度 

（自 平成 19 年５月 1 日 （自 平成 20 年５月 1 日 

  至 平成 20 年４月 30 日）   至 平成 21 年４月 30 日） 

※１．前期損益修正益は、税務調査の指摘により修正を受け入

れたものであります。なお、修正の内容は次のとおりで

あります。 

※１．        ―――――― 

 土地取得価額修正 3,822 千円       
 構築物取得価額修正 2,434        

 未収入金修正 7,751        
※２．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 ※２．        ―――――― 

 車両運搬具 721 千円       
※３．固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 ※３．        ―――――― 

 機械及び装置 77 千円       
 車両運搬具 186        
※４．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※４．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

 機械及び装置 3,000 千円   構築物 2,970 千円  
 工具、器具及び備品 41    機械及び装置 8,389   

      工具、器具及び備品 626   
※５．        ―――――― ※５．製品期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下げ後の

金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれ

ております。 

       112,747 千円  
          

 

（株主資本等変動計算書関係） 

前事業年度（自 平成 19 年５月１日 至 平成 20 年４月 30 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 

 前事業年度末 

株式数（千株） 

当 事 業 年 度

増加株式数（千株）

当 事 業 年 度

減少株式数（千株）

当事業年度末 

株式数（千株） 

発行済株式  

 普通株式 6,800 － － 6,800

合計 6,800 － － 6,800

自己株式  

普通株式 5 1 － 6

合計 5 1 － 6

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加 1千株は、単元未満株式の買取りによる増加 1千株であります。 

２．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

（千円） 

１株当たり

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年７月 20日 

定時株主総会 
普通株式 88,334 13 平成 19 年４月 30 日 平成19年７月23日

 (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

決議予定 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７月 24 日 

定時株主総会 
普通株式 101,907 利益剰余金 15 平成 20年４月 30日 平成 20年７月 25日



当事業年度（自 平成 20 年５月１日 至 平成 21 年４月 30 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 

 前事業年度末 

株式数（千株） 

当 事 業 年 度

増加株式数（千株）

当 事 業 年 度

減少株式数（千株）

当事業年度末 

株式数（千株） 

発行済株式  

 普通株式 6,800 － － 6,800

合計 6,800 － － 6,800

自己株式  

普通株式 6 － － 6

合計 6 － － 6

２．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

（千円） 

１株当たり

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 

平成20年７月 24日 

定時株主総会 
普通株式 101,907 15 平成 20 年４月 30 日 平成20年７月25日

 (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

決議予定 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７月 23 日 

定時株主総会 
普通株式 101,907 利益剰余金 15 平成 21年４月 30日 平成 21年７月 24日

 

（キャッシュ・フロー計算書関係） 

前事業年度 当事業年度 
（自 平成 19 年５月 1 日 （自 平成 20 年５月 1 日 

  至 平成 20 年４月 30 日）   至 平成 21 年４月 30 日） 

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に記載さ

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記載さ

れている科目の金額との関係 
 現金及び預金勘定 2,563,076 千円   現金及び預金勘定 1,914,315 千円  
 預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金 
△1,030,000

   預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金 
△1,030,000 

  

 現金及び現金同等物 1,533,076    現金及び現金同等物 884,315   
          
 
（リース取引関係） 

前事業年度 当事業年度 
（自 平成 19 年５月 1 日 （自 平成 20 年５月 1 日 

  至 平成 20 年４月 30 日）   至 平成 21 年４月 30 日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 
１．ファイナンス・リース取引 

記載すべき事項はありません。 
(1)支払リース料及び減価償却費相当額 ２．オペレーティング・リース取引 
 支払リース料 3,816 千円  記載すべき事項はありません。 
 減価償却費相当額 3,816    
(2)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。 
 

 
 



（有価証券関係） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの  
前事業年度 当事業年度 

（平成 20 年４月 30 日） （平成 21 年４月 30 日） 

 種 類 貸 借 
対照表 
計上額 
（千円） 

時価 
（千円） 

差額 
（千円） 

貸 借 
対照表 
計上額 
（千円） 

時価 
（千円） 

差額 
（千円） 

(1)国債・地方債等 ― ― ― 300,262 302,400 2,137

(2)社債 ― ― ― ― ― ―

(3)その他 ― ― ― ― ― ―

時価が貸借対照

表計上額を超え

るもの 
小  計 ― ― ― 300,262 302,400 2,137

(1)国債・地方債等 300,425 299,890 △535 ― ― ―

(2)社債 ― ― ― ― ― ―

(3)その他 ― ― ― ― ― ―

時価が貸借対照

表計上額を超え

ないもの 
小  計 300,425 299,890 △535 ― ― ―

合  計 300,425 299,890 △535 300,262 302,400 2,137

２．その他有価証券で時価のあるもの  
前事業年度 当事業年度 

（平成 20 年４月 30 日） （平成 21 年４月 30 日） 

 種 類 
取得原価 
（千円） 

貸 借 
対照表 
計上額 
（千円） 

差額 
（千円） 

取得原価 
（千円） 

貸 借 
対照表 
計上額 
（千円） 

差額 
（千円） 

(1)株式 228,843 1,059,665 830,822 156,721 377,229 220,507

(2)債券   

 ①国債・地方債等 ― ― ― ― ― ―

 ②社債 ― ― ― ― ― ―

 ③その他 ― ― ― ― ― ―

(3)その他 ― ― ― ― ― ―

貸借対照表計上

額が取得原価を

超えるもの 

小  計 228,843 1,059,665 830,822 156,721 377,229 220,507

(1)株式 4,267 2,519 △1,748 84,285 77,650 △6,635

(2)債券   

 ①国債・地方債等 ― ― ― ― ― ―

 ②社債 ― ― ― ― ― ―

 ③その他 ― ― ― ― ― ―

(3)その他 10,000 9,236 △764 6,999 6,999 ―

貸借対照表計上

額が取得原価を

超えないもの 

小  計 14,267 11,755 △2,512 91,284 84,649 △6,635

合  計 243,110 1,071,420 828,309 248,006 461,878 213,872

（注）取得原価は、減損後の帳簿価額であります。当事業年度において、減損処理を行い、投資有価証券評価損 6,519

千円を計上しております。 

なお、減損処理にあたっては、当事業年度末における時価が取得原価に比べ、30％以上下落した場合にはすべ

て減損処理を行っております。 

 
 
 
 
 
 



３．時価のない有価証券の主な内容 
前事業年度 当事業年度 

（平成 20 年４月 30 日） （平成 21 年４月 30 日）  
貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円） 

(1)関連会社株式  7,000  7,000 

(2)その他有価証券   

非上場株式 12,400 32,400 

社債 50,000 50,000 

４．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 
前事業年度（平成 20 年４月 30 日） 当事業年度（平成 21 年４月 30 日） 

 １年以内 

（千円） 

１年超 

５年以内

（千円）

５年超 

10 年以内

（千円）

10 年超 

（千円）

１年以内 

（千円） 

１年超 

５年以内 

（千円） 

５年超 

10 年以内 

（千円） 

10 年超 

（千円）

１．債券    

(1)国債･地方債等 ― 300,425 ― ― 200,068 100,194 ― ―

(2)社債 ― 50,000 ― ― ― 50,000 ― ―

(3)その他 ― ― ― ― ― ― ― ―

２．その他 ― 9,236 ― ― 6,999 ― ― ―

合計 ― 359,661 ― ― 207,067 150,194 ― ―

 

（デリバティブ取引関係） 

前事業年度（自 平成 19 年５月 1日 至 平成 20 年４月 30 日） 

当社はデリバティブ取引は行っておりませんので、該当事項はありません。 

 

当事業年度（自 平成 20 年５月 1日 至 平成 21 年４月 30 日） 

当社はデリバティブ取引は行っておりませんので、該当事項はありません。 

 



（退職給付関係） 

前事業年度 

（自 平成 19 年５月 １日 

至 平成 20 年４月 30 日） 

当事業年度 

（自 平成 20 年５月 １日 

至 平成 21 年４月 30 日） 

１．採用している退職給付制度の概要 

当社は、退職金規程に基づく社内積立の退職一時金

制度のほか、中小企業退職金共済制度に加入しており

ます。 

また、退職金制度の別枠で石川県機械工業厚生年金

基金に加入しております。当該厚生年金基金制度は退

職給付会計実務指針 33 項の例外処理を行う制度であ

ります。同基金に関する事項は次のとおりでありま

す。 

(1) 制度全体の積立状況に関する事項（平成 19 年３月

31 日現在） 

年金資産の額 22,527,987 千円 

年金財政計算上の 

給付債務の額 
20,392,145 

 

差引額 2,135,842  

(2) 制度全体に占める当社の掛金拠出割合 

 2.53 ％ 

(3) 補足説明 

上記(1)の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過

去勤務債務残高 3,791,279 千円及び剰余金 5,927,121 千

円であります。本制度における過去勤務債務の償却方法

は期間 16 年の元利均等償却であります。 

なお、上記(2)の割合は当社の実際の負担割合とは一

致しません。 

 

１．採用している退職給付制度の概要 

当社は、退職金規程に基づく社内積立の退職一時金

制度のほか、中小企業退職金共済制度に加入しており

ます。 

また、退職金制度の別枠で石川県機械工業厚生年金

基金に加入しております。当該厚生年金基金制度は退

職給付会計実務指針 33 項の例外処理を行う制度であ

ります。同基金に関する事項は次のとおりでありま

す。 

(1) 制度全体の積立状況に関する事項（平成 20 年３月

31 日現在） 

年金資産の額 20,887,286 千円 

年金財政計算上の 

給付債務の額 
22,345,533 

 

差引額 △1,458,246  

(2) 制度全体に占める当社の掛金拠出割合 

 2.89 ％ 

(3) 補足説明 

上記(1)の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過

去勤務債務残高 3,723,925 千円及び剰余金 2,265,678 千

円であります。本制度における過去勤務債務の償却方法

は期間 16 年の元利均等償却であります。 

なお、上記(2)の割合は当社の実際の負担割合とは一

致しません。 

 

２．退職給付債務に関する事項（平成 20 年 4月 30 日現

在） 

退職給付債務 △394,998 千円 

年金資産残高 222,581  

退職給付引当金 △172,417  

当社は退職給付債務の算定に当たり、簡便法を採用し

ております。なお、年金資産残高は中小企業退職金共済

制度の期末解約返戻金相当額であります。 

 

２．退職給付債務に関する事項（平成 21 年 4月 30 日現

在） 

退職給付債務 △399,558 千円 

年金資産残高 230,090  

退職給付引当金 △169,467  

当社は退職給付債務の算定に当たり、簡便法を採用し

ております。なお、年金資産残高は中小企業退職金共済

制度の期末解約返戻金相当額であります。 

 

３．退職給付費用に関する事項 

勤務費用（注） 73,547 千円 

退職給付費用合計 73,547  

（注）自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計

算することのできない総合設立の厚生年金基金

への拠出額（会社負担分）42,274 千円を勤務費用

に含めております。 

 

（追加情報） 

当事業年度より、「『退職給付に係る会計基準』の一部

改正（その２）」（企業会計基準第 14 号 平成 19 年５月

15 日）を適用しております。 

 

３．退職給付費用に関する事項 

勤務費用（注） 77,908 千円 

退職給付費用合計 77,908  

（注）自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計

算することのできない総合設立の厚生年金基金

への拠出額（会社負担分）44,696 千円を勤務費用

に含めております。 

 

―――――― 

 



 

（税効果会計関係） 

前事業年度 当事業年度 
（平成 20 年４月 30 日） （平成 21 年４月 30 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

内訳 
 繰延税金資産（流動）     繰延税金資産（流動）    
  賞与引当金 85,643 千円   賞与引当金 50,112 千円  
  棚卸資産評価損 12,917     棚卸資産評価損 45,549   

  未払事業税 36,216     未払社会保険料 6,116   
  未払社会保険料 10,329     その他 1,771   

  その他 907    繰延税金資産計 103,551   

 繰延税金資産計 146,014    繰延税金負債（流動）    

 繰延税金負債（流動）     未収事業税 10,243   
  特別償却準備金 5,769     特別償却準備金 9,608   

 繰延税金資産の純額 140,244    繰延税金負債計 19,851   

     繰延税金資産の純額 83,699   

         
 繰延税金資産（固定）     繰延税金資産（固定）    

  ゴルフ会員権評価損 10,047     ゴルフ会員権評価損 10,206   
  退職給付引当金 69,656     退職給付引当金 68,464   
  役員退職慰労引当金 78,868     役員退職慰労引当金 100,675   

  その他 5,102     その他 8,938   

 繰延税金資産計 163,675    繰延税金資産小計 1887285   

 繰延税金負債（固定）     評価性引当額 △118,550   

  特別償却準備金 22,086    繰延税金資産合計 69,735   

  その他有価証券評価差額金 334,637    繰延税金負債（固定）    

 繰延税金負債計 356,723     特別償却準備金 39,348   
 繰延税金負債の純額 △193,047     その他有価証券評価差額金 86,404   
     繰延税金負債計 125,752   
     繰延税金負債の純額 △56,017   
         
          
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間に重要な差異があるときの、当該差異

の原因となった主要な項目別内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別内訳 
 法定実効税率 40.4 %  法定実効税率 40.4 %

 （調整）    （調整）   
 交際費等永久に損金に算入されない項目 0.3   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 △0.2   受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.4  
 住民税均等割等 0.1   住民税均等割等 0.3  
 その他 △0.0   評価性引当額 16.5  

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 40.6   その他 0.1  

    税効果会計適用後の法人税等の負担率 57.6  

        
 



（持分法損益等） 

前事業年度 当事業年度 
（自 平成 19 年５月 1 日 （自 平成 20 年５月 1 日 

  至 平成 20 年４月 30 日）   至 平成 21 年４月 30 日） 

 関連会社に対する投資の金額 7,000 千円   関連会社に対する投資の金額 7,000 千円  
 持分法を適用した場合の投資の

金額 
97,426

   持分法を適用した場合の投資の

金額 
113,764 

  

 持分法を適用した場合の投資利

益の金額 
20,319

   持分法を適用した場合の投資利

益の金額 
17,089 

  

 
（関連当事者情報） 

前事業年度（自 平成 19 年５月１日 至 平成 20 年４月 30 日） 
役員及び個人主要株主等 

属性 会社等の名称 住所 
資 本 金 又

は 出 資 金

（千円） 

事業の内容又は

職業 
議決権等の所有

(被所有)割合 

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等 
（当該会社等の子会社を含む） 

㈱武田工業所 
（注） 

石川県

小松市 
67,000

建設機械各種部

品の製造・販売 
（被所有） 

直接 0.1% 

    
関係内容 

役員の兼任等 事業上の関係 
取引の内容 

取引金額 
（千円） 

科目 期末残高（千円） 

受 取 手 形 1,266
なし 

当社より建設機械

用ボルトを供給し

ている 
当社製品の販売 3,354

売 掛 金 355

（注）取引金額には消費税等は含まれておりません。 
取引条件及び取引条件の決定方針等 
（注）1.㈱武田工業所は当社監査役武田 純及びその近親者が議決権の 81.1％を直接保有しております。 

2.当社製品の販売については、他の販売先と同様の方法により価格の決定をしております。 
 
当事業年度（自 平成 20 年５月１日 至 平成 21 年４月 30 日） 
（追加情報） 

当事業年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第 11 号 平成 18 年 10 月 17 日）及び

「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 13 号 平成 18 年 10 月 17 日）を

適用しております。 

なお、これによる開示すべき重要な取引はありません。 
 



（ストック・オプション等関係） 

前事業年度（自 平成 19 年５月 1日 至 平成 20 年４月 30 日） 

該当事項はありません。 

 

当事業年度（自 平成 20 年５月 1日 至 平成 21 年４月 30 日） 

該当事項はありません。 

 

（企業結合等関係） 

前事業年度（自 平成 19 年５月 1日 至 平成 20 年４月 30 日） 

該当事項はありません。 

 

当事業年度（自 平成 20 年５月 1日 至 平成 21 年４月 30 日） 

該当事項はありません。 

 

（１株当たり情報） 

前事業年度 当事業年度 
（自 平成 19 年５月 1 日 （自 平成 20 年５月 1 日 

  至 平成 20 年４月 30 日）   至 平成 21 年４月 30 日） 

 １株当たり純資産額 1,016 円 78 銭    １株当たり純資産額 992 円 70 銭   
 １株当たり当期純利益金額 166 円 88 銭    １株当たり当期純利益金額 44 円 82 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。 
 

  同左  

（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。 
前事業年度 当事業年度 

（自 平成 19 年５月 1 日 （自 平成 20 年５月 1 日 

 

  至 平成 20 年４月 30 日）   至 平成 21 年４月 30 日）

当期純利益（千円） 1,133,813 304,509 

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） 1,133,813 304,509 

期中平均株式数（株） 6,794,134 6,793,813 

 

（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 

・退任予定監査役 

（常勤）監査役 高林 順一 平成 21 年７月 23 日退任予定 

・就任予定監査役 

（常勤）監査役 僧野 栄太郎 （現 北国総合リース㈱） 平成 21 年７月 23 日就任予定 

 

(2) 生産、受注及び販売の状況 

① 生産実績 

前事業年度 当事業年度 増  減 
（自平成 19 年５月 １日 （自平成 20 年５月 １日  
至平成 20 年４月 30 日） 至平成 21 年４月 30 日） （△印は減） 部門 

金額（千円） 
構成比

（％） 
金額（千円） 

構成比

（％） 
金額（千円） 率（％） 

 建 設 機 械  7,531,096 80.9 6,498,640 82.4 △1,032,455 86.3

 自 動 車 関 連  1,284,158 13.8 901,870 11.4 △382,287 70.2

 産 業 機 械  257,759 2.8 283,241 3.6 25,482 109.9

 そ の 他  232,089 2.5 202,349 2.6 △29,740 87.2

 合 計  9,305,104 100.0 7,886,102 100.0 △1,419,001 84.8

（注）１．金額は販売価格によります。 
２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

② 受注状況 

前事業年度 当事業年度 増  減 
（自平成 19 年５月 １日 （自平成 20 年５月 １日  
至平成 20 年４月 30 日） 至平成 21 年４月 30 日） （△印は減） 部門 

金額（千円） 
構成比

（％） 
金額（千円） 

構成比

（％） 
金額（千円） 率（％） 

建 設 機 械  8,069,243 79.9 7,016,738 81.6 △1,052,505 87.0

自 動 車 関 連  1,288,894 12.8 912,939 10.6 △375,954 70.8

産 業 機 械  371,328 3.7 362,891 4.2 △8,436 97.7

受

注

高 
そ の 他  368,969 3.6 309,811 3.6 △59,158 84.0

 合 計  10,098,435 100.0 8,602,381 100.0 △1,496,054 85.2

建 設 機 械  96,560 82.5 9,168 54.3 △87,392 9.5

自 動 車 関 連  2,512 2.2 28 0.2 △2,484 1.1

産 業 機 械  11,853 10.1 － － △11,853 －

受

注

残

高 そ の 他  6,138 5.2 7,692 45.5 1,554 125.3

 合 計  117,065 100.0 16,888 100.0 △100,176 14.4

（注）１．金額は販売価格によります。 
２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 



 

③ 販売実績 

前事業年度 当事業年度 増  減 
（自平成 19 年５月 １日 （自平成 20 年５月 １日  
至平成 20 年４月 30 日） 至平成 21 年４月 30 日） （△印は減） 部門 

金額（千円） 
構成比

（％） 
金額（千円） 

構成比

（％） 
金額（千円） 率（％） 

 建 設 機 械  7,991,904 79.9 7,104,130 81.6 △887,773 88.9

 自 動 車 関 連  1,287,275 12.9 915,424 10.5 △371,850 71.1

 産 業 機 械  360,917 3.6 374,745 4.3 13,827 103.8

 そ の 他  365,130 3.6 308,256 3.6 △56,873 84.4

 合 計  10,005,227 100.0 8,702,557 100.0 △1,302,670 87.0

（注）１．金額は販売価格によります。 
２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
３．最近２事業年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおり

であります。 
前事業年度 当事業年度 増  減 

（自平成 19 年５月 １日 （自平成 20 年５月 １日  

至平成 20 年４月 30 日） 至平成21年４月30日） （△印は減） 
相手先 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 率（％） 

㈱小松製作所 1,867,993 18.7 1,686,908 19.4 △181,084 90.3

コマツ物流㈱ 1,536,472 15.4 1,307,908 15.0 △228,563 85.1

 
４．最近２事業年度の主な輸出先及び輸出販売高及び割合は次のとおりであります。 

（ ）内は総販売実績に対する輸出高の割合であります。 
前事業年度 当事業年度 増  減 

（自平成 19 年５月 １日 （自平成 20 年５月 １日  

至平成 20 年４月 30 日） 至平成21年４月30日） （△印は減） 
輸出先 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 率（％） 

北米 314,198 30.9 255,141 30.2 △59,057 81.2

アジア 632,719 62.3 566,984 67.2 △65,734 89.6

欧州 69,330 6.8 21,751 2.6 △47,579 31.4

合計 
1,016,249

(10.2％)

100.0 843,877

( 9.7％)

100.0 △172,371 83.0

 

 

以上 
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