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1.  21年4月期の連結業績（平成20年5月1日～平成21年4月30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4月期 16,804 0.3 405 ― 114 ― △54 ―
20年4月期 16,755 △4.7 △288 ― △586 ― △548 ―

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 △5.95 ― △1.5 0.6 2.4
20年4月期 △59.72 ― △13.3 △3.1 △1.7

（参考） 持分法投資損益 21年4月期  ―百万円 20年4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4月期 18,150 3,513 19.4 382.95
20年4月期 18,770 3,698 19.7 402.73

（参考） 自己資本   21年4月期  3,513百万円 20年4月期  3,698百万円

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 788 △377 1,222 2,443
20年4月期 391 △1,156 450 809

2.  配当の状況 

(注)22年４月期の配当予想額につきましては、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4月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
21年4月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
22年4月期 

（予想）
― ― ― ― ― ―

3.  22年4月期の連結業績予想（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

6,660 △27.5 280 58.8 130 310.2 △20 ― △2.16

通期 13,260 △21.1 630 55.5 310 169.7 60 ― 6.49
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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、19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、36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 9,240,000株 20年4月期 9,240,000株
② 期末自己株式数 21年4月期  64,312株 20年4月期  55,569株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年4月期の個別業績（平成20年5月1日～平成21年4月30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4月期 16,750 0.3 442 ― 111 ― △56 ―
20年4月期 16,705 △4.6 △302 ― △578 ― △544 ―

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4月期 △6.16 ―
20年4月期 △59.22 ―

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 18,150 3,516 19.4 383.24
20年4月期 18,769 3,703 19.7 403.22

（参考） 自己資本 21年4月期  3,516百万円 20年4月期  3,703百万円

2.  22年4月期の個別業績予想（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）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、３ページ「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」をご覧ください。 

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

6,600 △27.9 280 49.9 130 363.6 △20 ― △2.16

通期 13,200 △21.2 630 42.5 310 178.7 60 ― 6.49
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当連結会計年度におけるわが国経済は、米国のサブプライム・ローンに端を発した経済変動が金融界

を揺るがし、リーマンショックという形で世界規模の金融、実体両面にわたる経済危機に陥りました。

これらの変動はそれまで高騰していた原材料価格の低下等一部コスト面で好転した要素も見られはしま

したが、全般的にはわが国の実体経済の変調という形で、当社及び当社グループを取り巻く業界環境に

多大な影響を与えました。とりわけ下期には、売上が急速に減少し、経営環境としては極めて厳しい状

況となりました。  

 このような経済、経営環境でありましたが、昨年度来一貫して取組んでおりました、営業基盤の拡

充、新規得意先営業の推進を行い、当連結会計年度の売上高は、上期に売上を伸ばしていたことから、

通期でも16,804百万円と前期比48百万円増収することが出来ました。売上総利益は、製造コストの削減

等を徹底して進め4,423百万円となり、前期比669百万円の増益となり、利益率も26.3%と3.9%改善いた

しました。販売費及び一般管理費は4,018百万円となり、前期比23百万円減少しております。また、営

業利益は405百万円となり前期比693百万円改善し、経常利益は114百万円と前期比701百万円改善いたし

ました。  

 特別利益371百万円、特別損失466百万円を計上いたしましたが、特別損失の中には、平成21年４月の

取締役会決議に基づき、平成21年度５月７日より５月15日まで募集した希望退職に関する割増退職金84

百万円（対象者数54名）を含んでおります。  

 この結果、税金等調整前当期純利益は20百万円と前期比747百万円の増益となりましたが、当期純利

益は大変遺憾ながら54百万円の損失となりました。  

        

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。  

 建材事業におきましては、住宅着工件数の減少から経営環境は極めて厳しい状況が続きましたが、新

規得意先との営業基盤の拡充により、売上高は12,988百万円と前期比593百万円（4.8%）増収となり、

営業利益も588百万円と前期比855百万円増益となりました。  

 工業薬品事業は世界経済の落込みから輸出が減少し、売上高は3,762百万円と前期比549百万円（△

12.7%）減収となり、営業利益も375百万円と前期比231百万円の減益となりました。  

 養殖事業は売上高53百万円、営業損失は63百万円となっております。  

  

 次期の見通しにつきましては、大変見通しづらい環境が今後も継続するものと思われます。実体経済

の回復度合いに依存し、建材事業では住宅着工件数の推移等、工業薬品事業では、米国経済の動向等に

影響を受けており、現時点では、昨年秋以降見られた急速な減少は止まったものの、今後の回復には相

当な時間を要するものと思われます。  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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①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、総資産は18,150百万円となり、前期比619百万円減少しま

した。流動資産は10,074百万円となり前期比590百万円増加しました。主な内訳は、現金及び預金が

2,443百万円となり前期比1,633百万円増加しました。増加した要因は後述の②キャッシュ・フローの状

況で説明いたします。売上債権3,570百万円（前期比249百万円減少）、たな卸資産3,609百万円（前期

比720百万円減少）であります。  

 固定資産は8,076百万円となり前期比1,210百万円減少しました。有形固定資産6,859百万円（前期比

902百万円減少）、投資等1,085百万円（前期比277百万円減少）であります。  

 負債につきましては、負債合計14,636百万円となり前期比434百万円減少いたしました。主な内訳

は、仕入債務2,026百万円（前期比1,124百万円減少）、有利子債務11,003百万円（前期比1,225百万円

増加）です。有利子債務の増加した要因は後述の②キャッシュ・フローの状況で説明します。  

 純資産は3,513百万円となり、前期比184百万円減少しました。主な内訳は、利益剰余金1,323百万円

（前期比54百万円減少）、その他有価証券評価差額金△183百万円（前期比128百万円減少）でありま

す。  

②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、2,443百万円となり、前期

比1,633百万円増加しました。  

 当連結会計年度における各キャッシュ・フロの状況とそれらの要因は次の通りであります。  

（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788百万円（前期比396百万円の収入の増加）となりました。これは

主に、税金等調整前当期純利益20百万円、減価償却費1,304百万円、売上債権の減少249百万円、仕入

債務の減少△1,023百万円、たな卸資産の減少720百万円等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377百万円（前期比779百万円の支出の減少）となりました。主な要

因は、有形固定資産の取得による支出が633百万円となりましたが、投資有価証券の売却による収入

181百万円、有形固定資産の売却による収入80百万円、その他の投資の回収による収入24百万円等資

金の回収に努めました。 

（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1,222百万円（前期比772百万円の収入の増加）となりました。営業

活動によるキャッシュ・フロー788百万円から投資活動によるキャッシュ・フロー377百万円を控除し

ますと411百万円資金が余剰となりますものの、昨年秋以降の金融環境の激変に対し手元の資金を厚

く保有しておく必要があるとの判断から、先述しましたように、有利子負債を増加させ資金を更に増

加させております。 

  

(2) 財政状態に関する分析
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(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）いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。 
 （注2）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います。 
 （注3）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。 

（注4）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
対象としています。 

  

当社は、株主に対する安定した配当を重要な経営課題の一つとして考えており、この方針のもと安定

した配当を継続してまいりましたが、当連結会計年度につきましては、当期純損失が54百万円となりま

したことから、大変遺憾ながら、昨年度に引き続き期末配当は見送らせて頂きたく存じます。  

 なお、次期につきましては、実体経済の回復、住宅着工件数の推移等現時点では見通しが大変難しい

状況でありますことから、配当の見込みは「未定」とさせて頂き、今後の状況が見通せる時期に改めて

発表させて頂きたいと存じます。  

  

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。  

①新設住宅着工件数  

 当社グループの建材事業は、窯業系の外壁材、軒天井ボード、破風板、内装化粧板等の製造販売であ

り、これらの製品市況は住宅着工件数との連動性が高いと考えられます。国内の実体経済が悪化し季節

調整済年率換算値が80万戸を割る水準まで低下をしてきており、当面は急激な回復は望めない状況にあ

ります。  

 一方、新規の営業基盤の拡充を図って来たことから、大手ハウスメーカーとの取引も拡大をしてお

り、売上低下もほぼ下げ止まったものと判断をしておりますので、今後更に大きな売上低下を想定する

必要はないものと考えております。  

②首都圏、及び横浜における建設アスベスト損害賠償請求訴訟 

 東京都、埼玉県、千葉県在住の建設労働者とその遺族178名（原告）は石綿関連疾患に関して、国に

対し、国家賠償法に基づき、また建材メーカー46社（含む当社）に対し、民法に定める不法行為責任な

らびに製造物責任法に定める製造物責任に基づき、被告ら各自に総額約66億円の損害賠償請求の訴訟を

提起しており、現在東京地方裁判所において係争中であります。  

 また、神奈川県在住の建設労働者とその遺族43名（原告）は石綿関連疾患に関して、国に対し、国家

賠償法に基づき、また建材メーカー46社（含む当社）に対し、民法に定める不法行為責任ならびに製造

物責任法に定める製造物責任に基づき、被告ら各自に総額約15億円の損害賠償請求の訴訟を提起してお

り、現在横浜地方裁判所において係争中であります。 

 なお、現段階では、本件に関する見通しは不明であり、当社の事業等に与える影響も不明です。 

平成17年４月期 平成18年４月期 平成19年４月期 平成20年４月期 平成21年４月期

自己資本比率 23.4 23.3 23.2 19.7 19.4

時価ベースの自己資本比率 15.5 35.0 24.9 15.2 11.0

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率

364.8 522.3 1,608.0 2,497.9 1,395.9

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ

10.1 7.8 2.5 1.5 3.0

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(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７月18日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「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ます。 

2. 企業集団の状況
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平成18年４月期決算短信（平成18年６月26日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないた

め開示を省略しております。 

当該開示資料は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ）   http://www.konoshima.co.jp/ 

昨年秋より低下してきた売上高はほぼ下げ止まったように見受けられますが、今後の回復は、当面望

めない状況と判断をしております。 

 このため、当社は売上高規模に合わせた、生産体制の再構築、その他の固定費の削減を図るために、

人員構成の見直し等を図っており、今年４月の取締役会にて希望退職者を募集することに致しました。

希望退職の募集の概要は以下の通りです。 

  ①対象者   満22歳以上の社員 

  ②募集人員  60名程度 

  ③募集期間  平成21年５月７日～平成21年５月15日 

  ④退職日   平成21年６月20日 

  ⑤優遇措置  希望退職者に対し割増退職金を支給 

 これに対し、募集の結果、応募者は54名であり、この割増退職金等の費用84百万円は、21年４月期決

算において特別損失として計上しております。 

 また、本社の移転を行うことを決定しており、大阪市中央区から西区に21年７月下旬に移転する予定

であります。 

 その他、あらゆる観点から固定費の削減を図り、売上規模に合わせた企業体形のスリム化により、当

面売上高が増加しなくても利益のでる体質作りを行っております。 

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

(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４月30日) 

当連結会計年度 
(平成21年４月30日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 809 2,443 

受取手形及び売掛金 3,820 3,570 

たな卸資産 4,330 － 

商品及び製品 － 2,629 

仕掛品 － 471 

原材料及び貯蔵品 － 509 

繰延税金資産 373 321 

その他 174 146 

貸倒引当金 △24 △18 

流動資産合計 9,483 10,074 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 ※1 5,804 ※1 5,791 

減価償却累計額 △3,491 △3,624 

建物及び構築物（純額） ※1 2,312 ※1 2,166 

機械装置及び運搬具 ※1, ※2 20,508 ※1, ※2 20,862 

減価償却累計額 △16,504 △17,565 

機械装置及び運搬具（純額） ※1, ※2 4,004 ※1, ※2 3,297 

土地 ※1 1,323 ※1 1,260 

建設仮勘定 15 54 

その他 ※1, ※2 1,081 ※1, ※2 1,092 

減価償却累計額 △975 △1,011 

その他（純額） ※1, ※2 105 ※1, ※2 81 

有形固定資産合計 7,761 6,859 

無形固定資産 161 131 

投資その他の資産 

投資有価証券 614 411 

繰延税金資産 554 506 

その他 231 232 

貸倒引当金 △37 △64 

投資その他の資産合計 1,362 1,085 

固定資産合計 9,286 8,076 

資産合計 18,770 18,150 
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(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(平成20年４月30日) 

当連結会計年度 
(平成21年４月30日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 2,999 1,976 

短期借入金 3,100 ※1 2,900 

1年内返済予定の長期借入金 ※1 1,505 ※1 2,138 

1年内償還予定の社債 70 － 

未払金 472 368 

未払費用 235 169 

未払法人税等 54 27 

賞与引当金 377 47 

設備関係支払手形 151 50 

その他 73 153 

流動負債合計 9,040 7,831 

固定負債 

長期借入金 ※1 5,103 ※1 5,965 

退職給付引当金 791 742 

役員退職慰労引当金 136 97 

固定負債合計 6,031 6,805 

負債合計 15,071 14,636 

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,320 1,320 

資本剰余金 1,078 1,078 

利益剰余金 1,377 1,323 

自己株式 △21 △23 

株主資本合計 3,754 3,697 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △55 △183 

評価・換算差額等合計 △55 △183 

純資産合計 3,698 3,513 

負債純資産合計 18,770 18,150 
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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５月１日 
至 平成20年４月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年５月１日 
至 平成21年４月30日) 

売上高 16,755 16,804 

売上原価 ※1 13,001 ※1 12,380 

売上総利益 3,753 4,423 

販売費及び一般管理費 

運送費及び保管費 2,454 2,561 

貸倒引当金繰入額 14 62 

役員報酬 139 119 

給料及び手当 397 400 

賞与引当金繰入額 70 10 

賞与及び手当 82 46 

退職給付費用 24 28 

役員退職慰労引当金繰入額 18 － 

その他 ※1 839 ※1 789 

販売費及び一般管理費合計 4,042 4,018 

営業利益又は営業損失（△） △288 405 

営業外収益 

受取利息 1 1 

受取配当金 13 12 

破損損害金 10 17 

助成金収入 － 14 

雑収入 41 20 

営業外収益合計 66 67 

営業外費用 

支払利息 253 260 

たな卸資産評価損 52 50 

雑支出 58 46 

営業外費用合計 364 357 

経常利益又は経常損失（△） △586 114 

特別利益 

賞与引当金戻入額 － 162 

投資有価証券売却益 － 102 

受取保険金 － 38 

役員退職慰労引当金戻入額 21 24 

貸倒引当金戻入額 － 20 

有形固定資産売却益 － 16 

その他 － 6 

特別利益合計 21 371 
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(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年５月１日 
至 平成20年４月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年５月１日 
至 平成21年４月30日) 

特別損失 

たな卸資産評価損 31 290 

割増退職金 － 84 

投資有価証券評価損 － 43 

たな卸資産廃棄損 93 23 

災害による損失 － 18 

減損損失 ※2 2 ※2 5 

貸倒引当金繰入額 20 － 

固定資産除却損 ※3 13 － 

特別損失合計 163 466 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失
（△） 

△727 20 

法人税、住民税及び事業税 16 16 

過年度法人税等戻入額 － △1 

法人税等調整額 △194 60 

法人税等合計 △178 74 

当期純損失（△） △548 △54 
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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５月１日 
至 平成20年４月30日) 

当連結会計年度 
(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 1,320 1,320 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,320 1,320 

資本剰余金 

前期末残高 1,078 1,078 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,078 1,078 

利益剰余金 

前期末残高 2,018 1,377 

当期変動額 

剰余金の配当 △91 － 

当期純損失（△） △548 △54 

当期変動額合計 △640 △54 

当期末残高 1,377 1,323 

自己株式 

前期末残高 △17 △21 

当期変動額 

自己株式の取得 △3 △2 

当期変動額合計 △3 △2 

当期末残高 △21 △23 

株主資本合計 

前期末残高 4,398 3,754 

当期変動額 

剰余金の配当 △91 － 

当期純損失（△） △548 △54 

自己株式の取得 △3 △2 

当期変動額合計 △644 △56 

当期末残高 3,754 3,697 
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(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年５月１日 
至 平成20年４月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年５月１日 
至 平成21年４月30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 128 △55 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△184 △128 

当期変動額合計 △184 △128 

当期末残高 △55 △183 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 128 △55 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△184 △128 

当期変動額合計 △184 △128 

当期末残高 △55 △183 

純資産合計 

前期末残高 4,527 3,698 

当期変動額 

剰余金の配当 △91 － 

当期純損失（△） △548 △54 

自己株式の取得 △3 △2 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △184 △128 

当期変動額合計 △828 △184 

当期末残高 3,698 3,513 
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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５月１日 
至 平成20年４月30日) 

当連結会計年度 
(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 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期
純損失（△） 

△727 20 

減価償却費 1,215 1,304 

減損損失 2 5 

受取保険金 － △38 

固定資産除却損 13 0 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 17 21 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 50 △49 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △3 △38 

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） － △102 

有形固定資産除売却損益（△は益） － △16 

投資有価証券評価損益（△は益） － 43 

受取利息及び受取配当金 △14 △14 

支払利息 253 260 

売上債権の増減額（△は増加） 451 249 

たな卸資産の増減額（△は増加） △225 720 

仕入債務の増減額（△は減少） △361 △1,023 

その他 △1 △297 

小計 671 1,044 

利息及び配当金の受取額 14 14 

利息の支払額 △237 △248 

保険金の受取額 － 26 

法人税等の支払額 △57 △48 

営業活動によるキャッシュ・フロー 391 788 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

定期預金の払戻による収入 150 － 

投資有価証券の取得による支出 △60 △8 

投資有価証券の売却による収入 － 181 

有形固定資産の取得による支出 △1,143 △633 

有形固定資産の売却による収入 － 80 

無形固定資産の取得による支出 △103 △17 

その他の収入 － 24 

その他の支出 － △3 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,156 △377 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,300 △200 

長期借入れによる収入 2,400 3,000 

長期借入金の返済による支出 △3,083 △1,505 

社債の償還による支出 △70 △70 

配当金の支払額 △91 － 

その他 △3 △2 

財務活動によるキャッシュ・フロー 450 1,222 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △314 1,633 

現金及び現金同等物の期首残高 1,123 809 

現金及び現金同等物の期末残高 809 2,443 
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(5)【継続企業の前提に関する注記】

該当事項はありません。
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(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

前連結会計年度
(自 平成19年５月１日
至 平成20年４月30日)

当連結会計年度
(自 平成20年５月１日
至 平成21年４月30日)

１ 連結の範囲に関する事項

 すべての子会社を連結の範囲に含めております。

連結子会社の数   １社

連結子会社の名称  神島物産㈱

１ 連結の範囲に関する事項

同左

２ 持分法の適用に関する事項

 該当事項はありません。

２ 持分法の適用に関する事項

同左

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項

 連結子会社の事業年度末日と連結決算日は同一で

あります。

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項

同左

４ 会計処理基準に関する事項

 (1) 重要な資産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

 当連結会計年度末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)

４ 会計処理基準に関する事項

 (1) 重要な資産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

同左

時価のないもの 

 移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

  ②たな卸資産

移動平均法による原価法

  ②たな卸資産

 移動平均法による原価法(収益性の低下による

簿価切下げの方法により算定) 

 (会計方針の変更) 

 当連結会計年度より「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、評価基準につい

ては、移動平均法による原価法から移動平均法に

よる原価法(収益性の低下による簿価切下げの方

法により算定)に変更しております。 

 なお、同会計基準の適用にあたっては、期首在

庫の評価から適用したとみなし、期首在庫に含ま

れる変更差額(290百万円)を「たな卸資産評価

損」として特別損失を計上しております。 

 これにより当連結会計年度の営業利益及び経常

利益はそれぞれ49百万円減少し、税金等調整前当

期純利益は340百万円減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響について

は、当該箇所に記載しております。

 (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

建物（建物附属設備は除く）

(a)平成10年３月31日以前に取得したもの

法人税法に規定する旧定率法

(b)平成10年４月１日から平成19年３月31日まで

に取得したもの

法人税法に規定する旧定額法

(c)平成19年４月１日以後に取得したもの

法人税法に規定する定額法

 (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（リース資産を除く）

同左

建物以外

(a)平成19年３月31日以前に取得したもの

法人税法に規定する旧定率法

(b)平成19年４月１日以降に取得したもの

法人税法に規定する定率法
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前連結会計年度
(自 平成19年５月１日
至 平成20年４月30日)

当連結会計年度
(自 平成20年５月１日
至 平成21年４月30日)

  (追加情報) 

 法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以

前に取得した有形固定資産については、取得価

額の５％に到達した連結会計年度の翌連結会計

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。 

 これにより営業損失、経常損失及び税金等調

整前当期純損失は、それぞれ41百万円増加して

おります。 

 なお、セグメント情報に与える影響について

は、当該箇所に記載しております。

  (追加情報) 

 法人税法の改正による法定耐用年数の変更に

伴い、耐用年数を見直した結果、有形固定資産

の一部について、耐用年数を変更しておりま

す。 

 これにより営業利益、経常利益及び税金等調

整前当期純利益は、それぞれ97百万円減少して

おります。 

 なお、セグメント情報に与える影響について

は、当該箇所に記載しております。

②無形固定資産

定額法

 なお、ソフトウエア(自社利用分)について

は、社内における利用可能期間(５年)に基づく

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

③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリ

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４月30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。

 (3) 重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

 債権の貸倒れによる損失に備えるため、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

を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま

す。

 (3) 重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

同左

②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、支給見込額に基づき計上しております。

②賞与引当金

同左

 

③退職給付引当金

 従業員の退職給付に備えるため、当連結会計

年度末における退職給付債務の見込額に基づき

計上しております。

 なお、会計基準変更時差異(613百万円)につ

いては、15年による按分額を費用処理しており

ます。

 数理計算上の差異は、発生年度に一括処理し

ております。

③退職給付引当金

同左

④役員退職慰労引当金

 役員の退職により支給する役員退職慰労金に

充てるため、内規に基づく当連結会計年度末要

支給額を計上しております。

④役員退職慰労引当金

同左

 (4) 重要な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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前連結会計年度
(自 平成19年５月１日
至 平成20年４月30日)

当連結会計年度
(自 平成20年５月１日
至 平成21年４月30日)

 (5) 重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

 ただし、特例処理の要件を満たす金利スワップ

取引については、特例処理を採用しております。

 (4) 重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

同左

  ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

   ヘッジ手段…金利スワップ取引 

   ヘッジ対象…借入金の支払利息

②ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

  ③ヘッジ方針及びヘッジの有効性評価

 リスク管理規程に基づき、金利変動リスクをヘ

ッジするためにヘッジ取引を実施し、ヘッジ対象

との相関性をみて有効性を評価しております。

③ヘッジ方針及びヘッジの有効性評価

同左

 (6) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

   消費税等の会計処理方法 

    税抜方式によっております。

 (5) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

   消費税等の会計処理方法

同左

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

   連結子会社の資産及び負債の評価については、全

面時価評価法を採用しております。

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

同左

６ のれん及び負ののれんの償却に関する事項

   該当事項はありません。

６ のれん及び負ののれんの償却に関する事項

同左

７ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

   連結キャッシュ・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。

７ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

同左
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(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】

前連結会計年度
(自 平成19年５月１日
至 平成20年４月30日)

当連結会計年度
(自 平成20年５月１日
至 平成21年４月30日)

─── （リース取引に関する会計基準等） 

 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、当連結会計年度より、「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日改正))を適

用し,通常の売買取引に係る会計処理によっておりま

す。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転

外ファイナンス・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を引き続き採用してお

ります。 

 この変更による損益への影響はありません。
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【表示方法の変更】

前連結会計年度
(自 平成19年５月１日
至 平成20年４月30日)

当連結会計年度
(自 平成20年５月１日
至 平成21年４月30日)

─── （連結貸借対照表）

財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成20
年８月７日内閣府令第50号）が適用となることに伴い、
前連結会計年度において、「たな卸資産」として掲記さ
れていたものは、当連結会計年度から「商品及び製品」
「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しておりま
す。なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる
「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、
それぞれ3,153百万円、478百万、698百万円でありま
す。

（連結貸借対照表）

 従業員に対して支給する賞与のうち当連結会計年度に
帰属する額については、従来、一人当たり支給額が確定
していたため「未払費用」に含めて計上しておりました
が、当連結会計年度における大幅な業績の変動の結果、
翌期の賞与支給額を確定的に算出することは困難となり
ましたので、当連結会計年度は、支給見込額のうち当連
結会計年度に帰属する額を「賞与引当金」として計上す
る方法によっております。 
 なお、前連結会計年度において「未払費用」に含まれ
る「従業員に対して賞与支給見込額」は380百万円であ
ります。

───

（連結貸借対照表）

 前連結会計年度において「その他」に含めて表示して
おりました「未払金」については、重要性が増したた
め、当連結会計年度より区分掲記しております。 
 なお、前連結会計年度の「未払金」は、234百万円で
あります。

───

- 20 -



  

 
  

(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４月30日)

当連結会計年度
(平成21年４月30日)

 

 

※１ 担保資産及び担保付債務

  (1) 財団抵当に供している資産額

建物及び構築物 2,242百万円

機械装置及び運搬具 3,986百万円

土地 1,111百万円

その他 103百万円

計 7,443百万円

     上記に対応する借入金

1年内返済予定の長期借入金 673百万円

長期借入金 3,692百万円

計 4,365百万円

 

※１ 担保資産及び担保付債務

      財団抵当に供している資産額

建物及び構築物 2,104百万円

機械装置及び運搬具 3,281百万円

土地 1,111百万円

その他 79百万円

計 6,576百万円

     上記に対応する借入金

短期借入金 700百万円

1年内返済予定の長期借入金 773百万円

長期借入金 4,219百万円

計 5,692百万円

 

  (2) 財団以外の担保に供している資産額

建物及び構築物 3百万円

土地 61百万円

計 64百万円

     上記に対応する借入金

1年内返済予定の長期借入金 158百万円

長期借入金 149百万円

計 307百万円

 

  

    

※２  国庫補助金の受入れによる圧縮記帳累計額は、

機械装置及び運搬具99百万円、その他155百万円

であります。

※２  国庫補助金の受入れによる圧縮記帳累計額は、

機械装置及び運搬具99百万円、その他155百万円

であります。
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(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成19年５月１日
至 平成20年４月30日)

当連結会計年度
(自 平成20年５月１日
至 平成21年４月30日)

※１ 一般管理費及び当期総製造費用に含まれる研究開

発費

688百万円

※１ 一般管理費及び当期総製造費用に含まれる研究開

発費

579百万円

※２ 当社グループは、以下の資産グループについて減

損損失を計上しました。

(1) 減損損失を認識した資産

用途 鮃養殖設備

種類 機械装置及び運搬具

場所 香川県三豊市

※２ 当社グループは、以下の資産グループについて減

損損失を計上しました。

(1) 減損損失を認識した資産

用途 遊休資産

種類 土地

場所 香川県三豊市

(2) 資産のグルーピングの方法

事業用資産については事業部ごとにグルーピ

ングを行っております。

(2) 資産のグルーピングの方法

同左

(3) 減損損失を認識するに至った経緯

回収が見込めなくなった資産グループの帳簿

価額を全額減額し、当該減少額を減損損失と

して認識したものであります。

(3) 減損損失を認識するに至った経緯

遊休資産のうち、市場価額が帳簿価額に対し

て著しく下落した資産について帳簿価額を回

収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損

失として認識したものであります。

(4) 減損損失の金額及び主な固定資産ごとの当 

  該金額の内訳

機械装置及び運搬具 2百万円

(4) 減損損失の金額及び主な固定資産ごとの当 

  該金額の内訳

土地 5百万円

(5) 回収可能価額の算定方法

上記の資産については、割引前将来キャッシ

ュ・フロー見積総額がマイナスであるため、

回収可能価額を零とし、帳簿価額を全額減額

しております。

(5) 回収可能価額の算定方法

回収可能価額は正味売却価額により測定して

おり、不動産鑑定評価額、固定資産税評価額

等を合理的に調整した価額により評価してお

ります。

※３ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

建物及び構築物 0百万円

機械装置及び運搬具 13百万円

計 13百万円

※３          ───
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前連結会計年度（自 平成19年５月１日 至 平成20年４月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
  
２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、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 7,366株 

  
３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 
  
４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(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 

 該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自 平成20年５月１日 至 平成21年４月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
  
２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、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   8,743株 

  
３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 
  
４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 該当事項はありません。 

  
(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 

 該当事項はありません。 

(連結株主資本等変動計算書関係)

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) 9,240,000 ─ ─ 9,240,000

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) 48,203 7,366 ─ 55,569

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７月27日 
定時株主総会

普通株式 91 10 平成19年４月30日 平成19年７月30日

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) 9,240,000 ─ ─ 9,240,000

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) 55,569 8,743 ─ 64,312
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(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５月１日
至 平成20年４月30日)

当連結会計年度
(自 平成20年５月１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 809百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 ─百万円

現金及び現金同等物 809百万円
 

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 2,443百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 ─百万円

現金及び現金同等物 2,443百万円
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(注) １ 事業の区分は主として、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業区分の主要製品・商品 

(1) 建材事業…………住宅・ビル用不燃内外装材 

(2) 工業薬品事業……マグネシウム類薬品、カルシウム類薬品、セラミックス原料及び製品 

(3) その他の事業……養殖魚、セメント等建築資材 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は642 百万円であり、その主なもの

は、親会社本社の総務部門等管理部門に係る費用であります。 

４ 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2,838百万円であり、その主なものは親会社で

の余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。 

５ （追加情報） 

 平成19年度の法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得した有形固定資産については、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％に到達した連結会計年度の翌連結会計

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。この結果、従来の方法によった場合と比較して、営業費用は建材事業が26百万円、工

業薬品事業が14百万円、消去又は全社が０百万円増加し、建材事業は営業損失が同額増加しており、工業

薬品事業及び消去又は全社は営業利益が同額減少しております。 

  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度(自 平成19年５月１日 至 平成20年４月30日)

建材事業 
(百万円)

工業薬品事業
(百万円)

その他の事業
(百万円)

計(百万円)
消去又は

全社(百万円)
連結(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

12,394 4,311 49 16,755 ─ 16,755

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

─ ─ 206 206 (206) ─

計 12,394 4,311 255 16,961 (206) 16,755

営業費用 12,661 3,704 248 16,614 429 17,043

営業利益又は 
営業損失(△)

△ 267 607 7 347 (635) △ 288

Ⅱ 資産、減価償却費、減損
損失及び資本的支出

資産 11,441 4,326 162 15,931 2,838 18,770

減価償却費 626 550 ─ 1,176 38 1,215

減損損失 ─ ─ 2 2 ─ 2

資本的支出 591 335 2 929 ─ 929
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(注) １ 事業の区分は主として、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業区分の主要製品・商品 

(1) 建材事業…………住宅・ビル用不燃内外装材 

(2) 工業薬品事業……マグネシウム類薬品、カルシウム類薬品、セラミックス原料及び製品 

(3) 養殖事業…………養殖魚 

(4) その他の事業……セメント等建築資材 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は515百万円であり、その主なもの

は、親会社本社の総務部門等管理部門に係る費用であります。 

４ 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4,018百万円であり、その主なものは親会社で

の余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。 

５ 会計処理の方法の変更 

(棚卸資産の評価に関する会計基準の適用) 

 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当連結会計年度から、「棚卸資産

の評価に関する会計基準」(企業会計基準第９号 平成18年７月５日)を適用しております。 

 この結果、従来の方法によった場合と比較して、営業費用は建材事業が35百万円、工業薬品事業が14百万

円増加し、営業利益は建材事業、工業薬品事業がそれぞれ同額減少しております。 

６ 追加情報 

(有形固定資産の耐用年数の変更) 

 平成20年度の法人税改正による法定耐用年数の変更に伴い耐用年数を見直した結果、有形固定資産の一部

について、耐用年数を変更しました。この結果、従来の方法によった場合と比較して、営業費用は建材事業

が130百万円増加し、工業薬品事業が33百万円減少し、営業利益は建材事業が同額減少しており、工業薬品

事業が同額増加しております。 

当連結会計年度(自 平成20年５月１日 至 平成21年４月30日)

建材事業 
(百万円)

工業薬品 
事業 

(百万円)

養殖事業
(百万円)

その他の
事業 

(百万円)
計(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結 
(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

12,988 3,762 53 ─ 16,804 ─ 16,804

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

214 214 (214 ) ─

計 12,988 3,762 53 214 17,019 (214 ) 16,804

営業費用 12,399 3,386 116 204 16,107 291 16,399

営業利益又は 
営業損失(△)

588 375 -63 10 911 (506 ) 405

Ⅱ 資産、減価償却費、減損
損失及び資本的支出

資産 10,411 3,581 139 ─ 14,132 4,018 18,150

減価償却費 800 453 ─ ─ 1,254 50 1,304

減損損失 ─ ─ ─ ─ ─ 5 5

資本的支出 363 62 ─ ─ 426 ─ 426
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前連結会計年度及び当連結会計年度については、在外支店及び在外連結子会社がないため、所在地別

セグメント情報は作成しておりません。 

２ 所在地別セグメント情報
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海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

当連結会計年度（自 平成20年５月１日 至 平成21年４月30日） 

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

３ 海外売上高

前連結会計年度（自 平成19年５月１日 至 平成20年４月30日）

- 28 -



  

 
  

(リース取引関係)

前連結会計年度
(自 平成19年５月１日
至 平成20年４月30日)

当連結会計年度
(自 平成20年５月１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

リース取引に関する会計基準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

(借主側)

 ①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

取得価額 
相当額 
(百万円)

減価償却累
計額相当額 
(百万円)

期末残高 
相当額 
(百万円)

機械装置 
及び運搬具

1,427 440 987

その他 
(工具、器具 
及び備品)

68 45 23

無形固定 
資産

18 13 4

合計 1,513 498 1,015

(借主側)

 ①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却累
計額相当額 
(百万円)

期末残高 
相当額 
(百万円)

機械装置
及び運搬具

1,427 680 746

その他
(工具、器具 
及び備品)

42 28 14

無形固定
資産

7 4 3

合計 1,477 713 764

 ②未経過リース料期末残高相当額

１年内 284百万円

１年超 867百万円

合計 1,152百万円

 ②未経過リース料期末残高相当額

１年内 283百万円

１年超 584百万円

合計 867百万円

 ③支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

支払リース料 253百万円

減価償却費相当額 223百万円

支払利息相当額 38百万円

 ③支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

支払リース料 284百万円

減価償却費相当額 250百万円

支払利息相当額 36百万円

 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

 ⑤利息相当額の算定方法

   リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差

額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。

 ⑤利息相当額の算定方法

           同左
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該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

  

(関連当事者情報)

前連結会計年度（自 平成19年５月１日 至 平成20年４月30日）

当連結会計年度（自 平成20年５月１日 至 平成21年４月30日）
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(税効果会計関係)

前連結会計年度 
(平成20年４月30日)

当連結会計年度
(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

の内訳

 繰延税金資産

退職給付引当金 318百万円

役員退職慰労引当金 54百万円

賞与引当金 152百万円

たな卸資産評価損 248百万円

減損損失 87百万円

繰越欠損金 251百万円

その他 210百万円

繰延税金資産 小計 1,324百万円

評価性引当額 △396百万円

繰延税金資産 合計 927百万円
 

 

 

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

退職給付引当金 299百万円

役員退職慰労引当金 39百万円

賞与引当金 19百万円

たな卸資産評価損 361百万円

減損損失 86百万円

繰越欠損金 269百万円

その他 86百万円

繰延税金資産 小計 1,162百万円

評価性引当額 △333百万円

繰延税金資産 合計 829百万円

 繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △1百万円

繰延税金負債 合計 △1百万円

 差引

繰延税金資産の純額 828百万円

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

 税金等調整前当期純損失を計上しているため、記
載を省略しております。

 

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 40.3%

（調整）

過年度法人税等調整額修正 △35.3%

交際費等永久に損金に算入されない項目 35.8%

過年度消費税額 4.2%

住民税均等割等 79.5%

評価性引当額 253.4%

過年度法人税等戻入額 △8.5%

その他 0.6%

税効果会計適用後の法人税等の負担率 370.0%
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(有価証券関係)

１ その他有価証券で時価のあるもの

区分

前連結会計年度
(平成20年４月30日)

当連結会計年度 
(平成21年４月30日)

取得原価 
(百万円)

連結決算日における
連結貸借対照表計上額

(百万円)

差額
(百万円)

取得原価
(百万円)

連結決算日における 
連結貸借対照表計上額 

(百万円)

差額 
(百万円)

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

 株式 139 243 104 15 18 2

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

 株式 563 366 △197 574 388 △185

合計 703 610 △93 589 407 △182

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券

区分
前連結会計年度

(自平成19年５月１日 
 至平成20年４月30日)

当連結会計年度 
(自平成20年５月１日 

  至平成21年４月30日）

売却額（百万円） ─ 181

売却益の合計額（百万円） ─ 102

売却損の合計額（百万円） ─ ─

３ 時価評価されていない有価証券

区分

前連結会計年度
(平成20年４月30日)

当連結会計年度 
(平成21年４月30日)

連結貸借対照表計上額(百万円) 連結貸借対照表計上額(百万円)

その他有価証券 
 非上場株式

4 4

計 4 4

- 32 -



  

 
  

前連結会計年度及び当連結会計年度については、すべてヘッジ会計を適用しておりますので、開示の

対象から除いております。 

(デリバティブ取引関係)

１ 取引の状況に関する事項

前連結会計年度
(自 平成19年５月１日
至 平成20年４月30日)

当連結会計年度
(自 平成20年５月１日
至 平成21年４月30日)

 ①取引の内容及び利用目的等

   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、将来の金利変動リスクを軽減す

る目的で利用しております。

   なお、連結子会社については、デリバティブ取引

を行っておりません。

   また、デリバティブ取引についてはヘッジ会計を

適用しております。

 ①取引の内容及び利用目的等

同左

  (1) ヘッジ会計の方法

     繰延ヘッジ処理によっております。

     ただし、特例処理の要件を満たす金利スワッ

プ取引については、特例処理を採用しておりま

す。

  (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

    ヘッジ手段…金利スワップ取引 

    ヘッジ対象…借入金の支払利息

  (3) ヘッジ方針及びヘッジの有効性評価

     リスク管理規程に基づき、金利変動リスクを

ヘッジするためにヘッジ取引を実施し、ヘッジ

対象との相関性をみて有効性を評価しておりま

す。

 ②取引に対する取組方針

   デリバティブ取引は、将来の金利変動リスクの軽

減のみを目的として利用しており、投機的な取引は

行わない方針であります。

 ②取引に対する取組方針

同左

 ③取引に係るリスクの内容

   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。

   また、取引の契約先は、信用度の高い国内の銀行

であるため、相手先の契約の不履行によるリスクも

ほとんどないと判断しております。

 ③取引に係るリスクの内容

同左

 ④取引に係るリスクの管理体制

   デリバティブ取引の実行及び管理は、「常務会付

議」に基づきリスク管理規程に従い、経理部で行っ

ております。

 ④取引に係るリスクの管理体制

同左

２ 取引の時価等に関する事項
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当社及び連結子会社は、退職一時金制度を採用しております。 

  

  

 
  

  

 
  

  

(退職給付関係)

１ 採用している退職給付制度の概要

２ 退職給付債務及びその内訳

前連結会計年度
(平成20年４月30日)

当連結会計年度 
(平成21年４月30日)

退職給付債務 1,077百万円 987百万円

①退職給付引当金 791百万円 742百万円

②会計基準変更時差異の未処理額 286百万円 245百万円

３ 退職給付費用の内訳

前連結会計年度
(自 平成19年５月１日
至 平成20年４月30日)

当連結会計年度
(自 平成20年５月１日
至 平成21年４月30日)

退職給付費用 107百万円 89百万円

①勤務費用 73百万円 71百万円

②利息費用 21百万円 21百万円

③会計基準変更時差異の処理額 40百万円 40百万円

④数理計算上の差異の処理額 △28百万円 △44百万円

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

前連結会計年度
(自 平成19年５月１日
至 平成20年４月30日)

当連結会計年度
(自 平成20年５月１日
至 平成21年４月30日)

①割引率 2.0％ 2.0％

②退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準

③会計基準変更時差異の処理年数 15年 15年

④数理計算上の差異の処理年数 発生年度に一括処理 発生年度に一括処理
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該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

(企業結合等関係)

前連結会計年度（自 平成19年５月１日 至 平成20年４月30日）

当連結会計年度（自 平成20年５月１日 至 平成21年４月30日）
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(注) １株当たり当期純損失金額の算定上の基礎 

 
  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成19年５月１日
至 平成20年４月30日)

当連結会計年度
(自 平成20年５月１日
至 平成21年４月30日)

１株当たり純資産額 402円73銭 １株当たり純資産額 382円95銭

１株当たり当期純損失 59円72銭 １株当たり当期純損失 5円95銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、１株当たり当期純損失であり、また、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について

は、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

項目
前連結会計年度

（平成20年４月30日）
当連結会計年度

（平成21年４月30日）

当期純損失(△)百万円 △548 △54

普通株式に係る当期純損失(△)百万円 △548 △54

普通株主に帰属しない金額(百万円) ─ ─

普通株式の期中平均株式数(千株) 9,187 9,180
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該当事項はありません。 

(重要な後発事象)
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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 808 2,442 

受取手形 1,612 1,396 

売掛金 2,203 2,172 

商品 342 － 

製品 2,802 － 

半製品 7 － 

原材料 513 － 

貯蔵品 178 － 

商品及び製品 － 2,629 

仕掛品 424 431 

原材料及び貯蔵品 － 505 

前払費用 118 99 

繰延税金資産 369 320 

未収入金 13 49 

その他 50 2 

貸倒引当金 △24 △18 

流動資産合計 9,422 10,030 

固定資産 

有形固定資産 

建物 ※1 5,288 ※1 5,275 

減価償却累計額 △3,063 △3,185 

建物（純額） ※1 2,225 ※1 2,090 

構築物 ※1 515 ※1 515 

減価償却累計額 △428 △439 

構築物（純額） ※1 86 ※1 76 

機械及び装置 ※1, ※2 20,313 ※1, ※2 20,661 

減価償却累計額 △16,330 △17,379 

機械及び装置（純額） ※1, ※2 3,983 ※1, ※2 3,281 

車両運搬具 195 201 

減価償却累計額 △174 △185 

車両運搬具（純額） 20 15 

工具、器具及び備品 ※1, ※2 1,081 ※1, ※2 1,092 

減価償却累計額 △975 △1,011 

工具、器具及び備品（純額） ※1, ※2 105 ※1, ※2 81 

土地 ※1 1,323 ※1 1,260 

建設仮勘定 15 54 

有形固定資産合計 7,761 6,859 

無形固定資産 

ソフトウエア 158 128 

電話加入権 3 3 

無形固定資産合計 161 131 

投資その他の資産 

投資有価証券 614 411 

関係会社株式 0 0 

出資金 1 1 

関係会社長期貸付金 349 390 

破産更生債権等 16 64 

長期前払費用 74 49 

繰延税金資産 554 506 

その他 125 103 

貸倒引当金 
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△312 △398 

投資その他の資産合計 1,422 1,128 

固定資産合計 9,346 8,119 

資産合計 18,769 18,150 
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(単位：百万円) 

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) 

負債の部 

流動負債 

支払手形 1,416 999 

買掛金 1,577 973 

短期借入金 3,100 ※1 2,900 

1年内返済予定の長期借入金 ※1 1,505 ※1 2,138 

1年内償還予定の社債 70 － 

未払金 472 368 

未払費用 235 169 

未払法人税等 54 26 

前受金 0 1 

預り金 43 41 

賞与引当金 377 47 

設備関係支払手形 151 50 

その他 29 110 

流動負債合計 9,034 7,828 

固定負債 

長期借入金 ※1 5,103 ※1 5,965 

退職給付引当金 791 742 

役員退職慰労引当金 136 97 

固定負債合計 6,031 6,805 

負債合計 15,065 14,633 

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,320 1,320 

資本剰余金 

資本準備金 1,078 1,078 

資本剰余金合計 1,078 1,078 

利益剰余金 

利益準備金 133 133 

その他利益剰余金 

別途積立金 1,750 1,750 

繰越利益剰余金 △501 △558 

利益剰余金合計 1,382 1,325 

自己株式 △21 △23 

株主資本合計 3,758 3,700 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △55 △183 

評価・換算差額等合計 △55 △183 

純資産合計 3,703 3,516 

負債純資産合計 18,769 18,150 
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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 16,705 16,750 

売上原価 ※2 12,966 ※2 12,290 

売上総利益 3,739 4,460 

販売費及び一般管理費 

運送費及び保管費 2,454 2,561 

広告宣伝費 155 140 

貸倒引当金繰入額 14 61 

役員報酬 139 119 

給料及び手当 397 400 

賞与引当金繰入額 70 10 

賞与及び手当 82 46 

退職給付費用 24 28 

役員退職慰労引当金繰入額 18 － 

福利厚生費 92 74 

旅費及び交通費 51 44 

不動産賃借料 138 140 

雑費 ※2 400 ※2 389 

販売費及び一般管理費合計 4,042 4,017 

営業利益又は営業損失（△） △302 442 

営業外収益 

受取利息 ※1 7 ※1 6 

受取配当金 13 12 

破損損害金 10 17 

助成金収入 － 14 

雑収入 ※1 56 ※1 32 

営業外収益合計 86 84 

営業外費用 

支払利息 252 260 

社債利息 0 0 

貸倒引当金繰入額 ※1 0 ※1 58 

たな卸資産評価損 52 50 

雑支出 56 46 

営業外費用合計 362 415 

経常利益又は経常損失（△） △578 111 
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(単位：百万円) 

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 

賞与引当金戻入額 － 162 

投資有価証券売却益 － 102 

受取保険金 － 38 

役員退職慰労引当金戻入額 21 24 

貸倒引当金戻入額 － 20 

有形固定資産売却益 － 16 

その他 － 6 

特別利益合計 21 371 

特別損失 

たな卸資産評価損 31 290 

割増退職金 － 84 

投資有価証券評価損 － 43 

たな卸資産廃棄損 93 23 

災害による損失 － 18 

減損損失 ※4 2 ※4 5 

貸倒引当金繰入額 20 － 

固定資産除却損 ※3 13 － 

特別損失合計 163 466 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △719 16 

法人税、住民税及び事業税 16 16 

過年度法人税等戻入額 － △1 

法人税等調整額 △191 58 

法人税等合計 △175 73 

当期純損失（△） △544 △56 
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(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 1,320 1,320 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,320 1,320 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 1,078 1,078 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,078 1,078 

資本剰余金合計 

前期末残高 1,078 1,078 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,078 1,078 

利益剰余金 

利益準備金 

前期末残高 133 133 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 133 133 

その他利益剰余金 

別途積立金 

前期末残高 1,800 1,750 

当期変動額 

別途積立金の取崩 △50 － 

当期変動額合計 △50 － 

当期末残高 1,750 1,750 

繰越利益剰余金 

前期末残高 84 △501 

当期変動額 

剰余金の配当 △91 － 

当期純損失（△） △544 △56 

別途積立金の取崩 50 － 

当期変動額合計 △586 △56 

当期末残高 △501 △558 
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(単位：百万円) 

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) 

利益剰余金合計 

前期末残高 2,018 1,382 

当期変動額 

剰余金の配当 △91 － 

当期純損失（△） △544 △56 

別途積立金の取崩 － － 

当期変動額合計 △636 △56 

当期末残高 1,382 1,325 

自己株式 

前期末残高 △17 △21 

当期変動額 

自己株式の取得 △3 △2 

当期変動額合計 △3 △2 

当期末残高 △21 △23 

株主資本合計 

前期末残高 4,398 3,758 

当期変動額 

剰余金の配当 △91 － 

当期純損失（△） △544 △56 

自己株式の取得 △3 △2 

当期変動額合計 △639 △58 

当期末残高 3,758 3,700 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 128 △55 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △184 △128 

当期変動額合計 △184 △128 

当期末残高 △55 △183 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 128 △55 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △184 △128 

当期変動額合計 △184 △128 

当期末残高 △55 △183 
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(単位：百万円) 

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) 

純資産合計 

前期末残高 4,527 3,703 

当期変動額 

剰余金の配当 △91 － 

当期純損失（△） △544 △56 

自己株式の取得 △3 △2 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △184 △128 

当期変動額合計 △824 △186 

当期末残高 3,703 3,516 
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該当事項はありません。 

(4)【継続企業の前提に関する注記】
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(5)【重要な会計方針】

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 有価証券の評価基準及び評価方法 

 (1) 子会社株式 

   移動平均法による原価法

１ 有価証券の評価基準及び評価方法

 (1) 子会社株式

同左

 (2) その他有価証券

時価のあるもの

 当事業年度末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)

 (2) その他有価証券

時価のあるもの

同左

時価のないもの

 移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

２ たな卸資産の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法

２ たな卸資産の評価基準及び評価方法

同左

３ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産

建物（建物附属設備は除く）

(a)平成10年３月31日以前に取得したもの

法人税法に規定する旧定率法

(b)平成10年４月１日から平成19年３月31日まで

に取得したもの

法人税法に規定する旧定額法

(c)平成19年４月１日以後に取得したもの

法人税法に規定する定額法

３ 固定資産の減価償却の方法

 (1) 有形固定資産(リース資産を除く)

同左

建物以外

(a)平成19年３月31日以前に取得したもの

法人税法に規定する旧定率法

(b)平成19年４月１日以降に取得したもの

法人税法に規定する定率法

  (追加情報) 

 法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以

前に取得した有形固定資産については、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。 

 これにより営業損失、経常損失及び税引前当

期純損失は、それぞれ41百万円増加しておりま

す。

  (追加情報) 

 法人税法の改正による法定耐用年数の変更に

伴い、耐用年数を見直した結果、有形固定資産

の一部について、耐用年数を変更しておりま

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97百万円減少しておりま

す。

 (2) 無形固定資産

定額法

 なお、ソフトウエア(自社利用分)について

は、社内における利用可能期間(５年)に基づく

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

 (3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリー

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４月30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。
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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)

４ 引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金

 債権の貸倒れによる損失に備えるため、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

を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま

す。

４ 引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金

同左

 (2) 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、支給見込額に基づき計上しております。

 (2) 賞与引当金

同左

 

 (3) 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(613百万円)につ

いては、15年による按分額を費用処理しており

ます。

 数理計算上の差異は、発生年度に一括処理し

ております。

 (3) 退職給付引当金

同左

 (4) 役員退職慰労引当金

 役員の退職により支給する役員退職慰労金に

充てるため、内規に基づく当事業年度末要支給

額を計上しております。

 (4) 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。

───

６ ヘッジ会計の方法 

 (1) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。 

 ただし、特例処理の要件を満たす金利スワッ

プ取引については、特例処理を採用しておりま

す。

６ ヘッジ会計の方法

 (1) ヘッジ会計の方法

同左

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ取引

ヘッジ対象…借入金の支払利息

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 (3) ヘッジ方針及びヘッジの有効性の評価

 当社のリスク管理規程に基づき、金利変動リ

スクをヘッジするために、ヘッジ取引を実施

し、ヘッジ対象との相関性をみて有効性を評価

しております。

 (3) ヘッジ方針及びヘッジの有効性の評価

同左

７ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理方法

 税抜方式によっております。

７ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理方法

同左
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(6)【重要な会計方針の変更】

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)

─── （リース取引に関する会計基準等） 

 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日改正))を適用

し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転

外ファイナンス・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を引き続き採用してお

ります。 

 この変更による損益への影響はありません。

- 49 -



  

【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) 

 従業員に対して支給する賞与のうち当事業年度に帰属

する額については、従来、一人当たり支給額が確定して

いたため「未払費用」に含めて計上しておりましたが、

当事業年度における大幅な業績の変動の結果、翌期の賞

与支給額を確定的に算出することは困難となりましたの

で、当事業年度は、支給見込額のうち当事業年度に帰属

する額を「賞与引当金」として計上する方法によってお

ります。 

 なお、前事業年度において「未払費用」に含まれる

「従業員に対して賞与支給見込額」は380百万円であり

ます。

───
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(7)【個別財務諸表に関する注記事項】

(貸借対照表関係)

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 担保資産及び担保付債務

  (1) 財団抵当に供している資産額

建物 2,155百万円

構築物 86百万円

機械及び装置 3,986百万円

工具、器具及び備品 103百万円

土地 1,111百万円

計 7,443百万円

     上記に対応する借入金

1年内返済予定の長期借入金 673百万円

長期借入金 3,692百万円

計 4,365百万円

 

※１ 担保資産及び担保付債務

      財団抵当に供している資産額

建物 2,027百万円

構築物 76百万円

機械及び装置 3,281百万円

工具、器具及び備品 79百万円

土地 1,111百万円

計 6,576百万円

     上記に対応する借入金    

短期借入金 700百万円

1年内返済予定の長期借入金 773百万円

長期借入金 4,219百万円

計 5,692百万円

 

  (2) 財団以外の担保に供している資産額

建物 3百万円

土地 61百万円

計 64百万円

     上記に対応する借入金

1年内返済予定の長期借入金 158百万円

長期借入金 149百万円

計 307百万円

 

  

     

※２  国庫補助金の受入れによる圧縮記帳累計額は、

機械及び装置99百万円、工具、器具及び備品155

百万円であります。

※２  国庫補助金の受入れによる圧縮記帳累計額は、

機械及び装置99百万円、工具、器具及び備品155

百万円であります。
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(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成19年５月１日
至 平成20年４月30日)

当事業年度
(自 平成20年５月１日
至 平成21年４月30日)

※１ 関係会社に係る注記

受取利息 6百万円

雑収入 14百万円

貸倒引当金繰入額 0百万円

※１ 関係会社に係る注記

受取利息 6百万円

雑収入 11百万円

貸倒引当金繰入額 58百万円

※２ 一般管理費及び当期総製造費用に含まれる研究開

発費

688百万円

※２ 一般管理費及び当期総製造費用に含まれる研究開

発費

579百万円

※３ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

建物 0百万円

機械及び装置 13百万円

計 13百万円

※３                ───

※４ 当社は、以下の資産グループについて減損損失を

計上しました。

※４ 当社は、以下の資産グループについて減損損失を

計上しました。

(1) 減損損失を認識した資産

用途 鮃養殖設備

種類 機械及び装置

場所 香川県三豊市

(1) 減損損失を認識した資産

用途 遊休資産

種類 土地

場所 香川県三豊市

(2) 資産のグルーピングの方法

事業用資産については事業部ごとにグルーピ

ングを行っております。

(2) 資産のグルーピングの方法

同左

(3) 減損損失を認識するに至った経緯

回収が見込めなくなった資産グループの帳簿

価額を全額減額し、当該減少額を減損損失と

して認識したものであります。

(3) 減損損失を認識するに至った経緯

遊休資産のうち、市場価額が帳簿価額に対し

て著しく下落した資産について帳簿価額を回

収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損

失として認識したものであります。

(4) 減損損失の金額及び主な固定資産ごとの当 

  該金額の内訳

機械及び装置 2百万円

(4) 減損損失の金額及び主な固定資産ごとの当 

  該金額の内訳

土地 5百万円

(5) 回収可能価額の算定方法

上記の資産については、割引前将来キャッシ

ュ・フロー見積総額がマイナスであるため、

回収可能価額を零とし、帳簿価額を全額減額

しております。

(5) 回収可能価額の算定方法

回収可能価額は正味売却価額により測定して

おり、不動産鑑定評価額、固定資産税評価額

等を合理的に調整した価額により評価してお

ります。
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前事業年度（自 平成19年５月１日 至 平成20年４月30日） 

１ 自己株式に関する事項 

   
  （変動事由の概要） 

  増加数の内訳は、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 7,366株 

  

当事業年度（自 平成20年５月１日 至 平成21年４月30日） 

１ 自己株式に関する事項 

   
  （変動事由の概要） 

  増加数の内訳は、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   8,743株 

  

(株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 48,203 7,366 ─ 55,569

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 55,569 8,743 ─ 64,312
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(リース取引関係)

前事業年度
(自 平成19年５月１日
至 平成20年４月30日)

当事業年度
(自 平成20年５月１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

リース取引に関する会計基準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

(借主側)

 ①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

取得価額 
相当額 
(百万円)

減価償却累
計額相当額 
(百万円)

期末残高 
相当額 
(百万円)

機械及び 
装置

1,409 429 980

車両運搬具 17 10 6

工具、器具 
及び備品

68 45 23

ソフト 
ウエア

18 13 4

合計 1,513 498 1,015

(借主側)

 ①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却累
計額相当額 
(百万円)

期末残高 
相当額 
(百万円)

機械及び
装置

1,409 666 743

車両運搬具 17 14 3

工具、器具
及び備品

42 28 14

ソフト
ウエア

7 4 3

合計 1,477 713 764

 ②未経過リース料期末残高相当額

１年内 284百万円

１年超 867百万円

合計 1,152百万円

 ②未経過リース料期末残高相当額

１年内 283百万円

１年超 584百万円

合計 867百万円

 ③支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

支払リース料 253百万円

減価償却費相当額 223百万円

支払利息相当額 38百万円

 ③支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

支払リース料 284百万円

減価償却費相当額 250百万円

支払利息相当額 36百万円

 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

 

 ⑤利息相当額の算定方法

    リース料総額とリース物件の取得価額相当額の

差額を利息相当額とし、各期への配分方法につい

ては、利息法によっております。

 ⑤利息相当額の算定方法

           同左
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前期及び当期において子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

(有価証券関係)
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(税効果会計関係)

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 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

退職給付引当金 318百万円

役員退職慰労引当金 54百万円

賞与引当金 152百万円

たな卸資産評価損 244百万円

減損損失 87百万円

繰越欠損金 188百万円

その他 206百万円

繰延税金資産 小計 1,253百万円

評価性引当額 △329百万円

繰延税金資産 合計 923百万円

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

退職給付引当金 299百万円

役員退職慰労引当金 39百万円

賞与引当金 19百万円

たな卸資産評価損 339百万円

減損損失 86百万円

繰越欠損金 201百万円

その他 223百万円

繰延税金資産 小計 1,208百万円

評価性引当額 △380百万円

繰延税金資産 合計 827百万円

 繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △1百万円

繰延税金負債 合計 △1百万円

 

 差引

繰延税金資産の純額 826百万円

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

 税引前当期純損失を計上しているため、記載を省
略しております。

 

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 40.3%

 (調整)

過年度法人税等調整額修正 △43.2%

交際費等永久に損金に算入されない項目 43.9%

過年度消費税額 5.1%

住民税均等割 96.9%

評価性引当額 310.5%

過年度法人税等戻入額 △10.4%

その他 △0.6%

税効果会計適用後の法人税等の負担率 442.5%
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該当事項はありません。 

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）

当事業年度（自 平成20年５月１日 至 平成21年４月30日）
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(注) １株当たり当期純損失金額の算定上の基礎 

 
  

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 平成19年５月１日
至 平成20年４月30日)

当事業年度
(自 平成20年５月１日
至 平成21年４月30日)

１株当たり純資産額 403円22銭 １株当たり純資産額 383円24銭

１株当たり当期純損失 59円22銭 １株当たり当期純損失 6円16銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、１株当たり当期純損失であり、また、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について

は、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

項目
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）

当期純損失(△)百万円 △544 △56

普通株式に係る当期純損失(△)百万円 △544 △56

普通株主に帰属しない金額(百万円) ─ ─

普通株式の期中平均株式数(千株) 9,187 9,180
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 該当事項はありません。 

  

(重要な後発事象)
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6. その他

 該当事項はありません。
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