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1.  21年5月期の連結業績（平成20年6月1日～平成21年5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5月期 6,391 1.8 112 ― 54 ― △100 ―
20年5月期 6,278 △2.9 △237 ― △282 ― △327 ―

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5月期 △14.33 ― △3.9 0.7 1.8
20年5月期 △46.74 ― △11.6 △3.5 △3.8

（参考） 持分法投資損益 21年5月期  △1百万円 20年5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5月期 7,690 2,461 32.0 351.28
20年5月期 7,810 2,628 33.6 374.59

（参考） 自己資本   21年5月期  2,461百万円 20年5月期  2,625百万円

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5月期 312 △243 185 1,272
20年5月期 △209 △320 9 1,018

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5月期 ― ― ― 0.00 0.00 ― ― ―
21年5月期 ― ― ― 0.00 0.00 ― ― ―
22年5月期 

（予想） ― ― ― 3.00 3.00 42.0

3.  22年5月期の連結業績予想（平成21年6月1日～平成22年5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

2,800 4.0 0 ― △30 ― △50 ― △7.14

通期 6,600 3.3 190 69.6 120 122.2 50 ― 7.14
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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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注） １株当たり当期純利益（連結）の算定基礎となる株式数については、28ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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5月期 7,275,194株 20年5月期 7,275,194株
② 期末自己株式数 21年5月期  269,207株 20年5月期  267,442株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年5月期の個別業績（平成20年6月1日～平成21年5月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年5月期 5,677 0.2 46 ― 32 ― △117 ―
20年5月期 5,667 △6.0 △281 ― △291 ― △345 ―

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5月期 △16.79 ―
20年5月期 △49.33 ―

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5月期 7,417 2,429 32.8 346.77
20年5月期 7,536 2,610 34.6 372.56

（参考） 自己資本 21年5月期  2,429百万円 20年5月期  2,610百万円

2.  22年5月期の個別業績予想（平成21年6月1日～平成22年5月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて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
なる可能性があります。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 1株当たり当期
純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
累計期間

2,500 △1.5 △30 ― △30 ― △50 ― △7.14

通期 6,000 5.7 120 160.9 120 275.0 50 ― 7.14

日本ゼニスパイプ㈱ （５２７４） 平成21年5月期 決算短信

－2－



１．経営成績及び財政状態

（１）経営成績に関する分析

　 ① 当期の経営成績

　　　　当連結会計年度におけるわが国経済は、米国発の世界的な金融危機や円高による影響が輸出の減少や設備投

　　　資の抑制など実体経済に波及し、企業収益の悪化に加え雇用不安も広がり歴史的な落ち込みとなりました。

　　　　当社の関連するコンクリート製品業界におきましても、財政問題を背景とした公共事業の縮減により需要が

　　　低迷し厳しい競争状態が続く中、鋼材・セメントなどの原材料価格は依然として高く、コスト面においても厳

　　　しい環境が続きました。

　　　　このような状況下におきまして、当社グル－プは、需要の大半を占めております公共事業の分野において従

　　　来からの基本方針通り、大雨洪水や地震等への都市防災・ライフラインの再構築及び落石雪崩防護柵等の防災

　　　関連製品等、公共事業の中でも比較的ニーズが高いと思われる分野への積極的な提案営業を展開しました。

　　　同時に、原材料価格の上昇を織り込んだ販売価格の是正を業績回復のための 優先課題として取り組んでまい

　　　りました。

　　　　この結果、当連結会計年度における売上高は、コンクリート製品は若干の減少となりましたが、防災製品と

　　　工事売上の増加により、全体では前連結会計年度比1.8%増の63億91百万円となりました。

　　　　利益面につきましては、販売価格の是正がある程度進展したこと及び原価低減努力により本業の収益性が改

　　　善し、株価下落による年金資産の運用環境悪化に伴なう負担増はあったものの、営業利益１億12百万円（前連

　　　結会計年度　営業損失２億37百万円）、経常利益54百万円（前連結会計年度　経常損失２億82百万円）となり

　　　ました。

　　　　一方、特別損失として「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用による棚卸資産評価損１億10百万円、投

　　　資有価証券評価損10百万円等を計上したことにより、当期純損益は１億円の損失（前連結会計年度　当期純

　　　損失３億27百万円）となりました。

　　　　事業の種類別セグメントの業績概況は、次のとおりであります。

　　　　＜コンクリート等製品事業＞

　　　　・ヒューム管および円形マンホール等遠心力締固めコンクリート製品につきましては、販売価格の是正が進

　　　　　展し、付加価値の高い「セミシールドパイプ」の売上も増加するなど収益性が改善しましたが、特にヒュ

　　　　　ーム管の減少により、売上高は前連結会計年度比4.0％減の15億37万円となりました。

　　　　・振動締固めコンクリート製品につきましては、主力製品の耐震性ボックスカルバート「ＳＪ－ＢＯＸ」の

　　　　　売上は順調に拡大し、都市部での浸水対策等に使用される「組立式超大口径推進管」も増加したものの、

　　　　　トンネル部材であるモジュラーチ等他製品が減少ないし伸び悩んだため、売上高は前連結会計年度比1.4

　　　　　％減の26億29百万円となりました。

　　　　・防災製品につきましては、落石防護柵「ＭＪネット」と斜面受圧板「ＰＵＣ」の増加が寄与し、売上高は

　　　　　前連結会計年度比10.8％増の７億98百万円となりました。

　　　　・商品につきましては、昨年から引続き利益率の高い案件を優先するなど選別して対応した結果、売上高は

　　　　　前連結会計年度比4.0％減の６億２百万円となりました。

　　　　・以上の結果、当連結会計年度におけるコンクリート等製品事業の売上高は、前連結会計年度比 0.9％減少

　　　　　し55億67百万円、営業利益は２億14百万円（前連結会計年度は営業損失86百万円）となりました。

　　　　＜工事事業＞

　　　　　防災工事を主体に受注が増加し、当連結会計年度における工事売上高は前連結会計年度比24.7％増の８億

　　　　　23百万円、営業利益は同472.2％増の40百万円となりました。
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　 ② 次期の見通し

　　　　平成21年度のわが国経済につきましては、海外経済の立ち直りによる輸出の下げ止まりや景気対策効果によ

　　　り底入れし、年度後半にかけて緩やかな回復軌道を辿るとの期待感はあるものの予断を許す状況になく、また

　　　公共事業についても財政上の問題から抑制傾向が続くと思われます。

　　　　当社グループが属するコンクリート製品業界におきましては、需要の減少による受注獲得競争は一層激化し、

　　　セメント等一部原材料価格の値上げも見込まれるため、販売価格及びコストの両面から厳しい状況が続くと予

　　　想しております。

　　　　その中にあって当社は、公共事業の中でも優先順位が高いと思われる大雨洪水や地震対策関連のコンクリー

　　　ト製品及び落石雪崩対策関連の防災製品を中心に積極的な提案営業を展開し、着実なシェア拡大を図ってまい

　　　ります。一方、製造部門における原価低減を一層推進するほか、全社レベルでコスト削減に取り組み、景気変

　　　動の影響を受けにくい安定した収益体質を構築してまいります。

　　　　平成22年５月期の業績につきましては、連結売上高66億円（セグメント別ではコンクリート等製品事業59億

　　　円、工事事業７億円）、連結営業利益１億90百万円、連結経常利益１億20百万円、当期純利益50百万円を見込

　　　んでおります。

　　　　なお、当社は決算期の変更を予定しており、平成21年８月28日開催予定の第100回定時株主総会で「定款の

　　　一部変更の件」が承認された場合、当社の事業年度は平成21年６月１日から平成22年３月31日までの10ケ月に

　　　なります。決算期の変更が承認された場合、「業績予想の修正」を速やかに公表いたします。

（２）財政状態に関する分析

 　① 資産、負債及び純資産の状況

　　(ｲ) 資産

          流動資産は、売上債権が１億43百万円減少したものの、現金及び預金が２億73百万円増加したことを主要因

        として、前連結会計年度末比１億47百万円増加し57億42百万円となりました。

　        一方、固定資産は、前連結会計年度末比２億68百万円減少し19億48百万円となりました。これは、有形固定

　      資産の減少１億３百万円、投資有価証券の減少89百万円及び長期貸付金の減少57百万円等によるものです。

        　この結果、当連結会計年度末における総資産は76億90百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億20百万円

        減少しました。

    (ﾛ) 負債

          流動負債は、短期借入金が１億80百万円増加したものの、仕入債務の減少１億45百万円、１年以内返済予定

        長期借入金の減少44百万円及びその他流動負債の減少49百万円等により、前連結会計年度末比34百万円減少し

　　　　35億98百万円となりました。

　　　　　固定負債は、退職給付引当金の増加64百万円を主要因として、前連結会計年度末比81百万円増加し、16億30

　　　　百万円となりました。

　　　　　この結果として、当連結会計年度末における総負債は52億29百万円となり、前連結会計年度末に比べ47百万

　　　　円増加しました。

    (ﾊ) 純資産

          純資産は、当連結会計年度純損失１億円とその他有価証券評価差額金の減少63百万円を主要因に、前連結

        会計年度末比１億67百万円減少し24億61百万円となりました。
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 　② 連結キャッシュ・フローの状況

　　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　　　　営業活動の結果増加した資金は、３億12百万円（前連結会計年度は２億９百万円の減少）となりました。これ

　　　は主に、減価償却費３億83百万円、売上債権の減少１億43百万円等の資金増加と、仕入債務の減少１億45百万円、

　　　税金等調整前当期純損失80百万円等の資金減少によるものです。

　　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　　　　投資活動の結果減少した資金は、２億43百万円（前連結会計年度は３億20百万円の減少）となりました。型枠

　　　等有形固定資産の取得による支出２億75百万円が主なものです。

　　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　　　　財務活動の結果増加した資金は、１億85百万円（前連結会計年度は９百万円の増加）となりました。これは主

　　　として短期借入金の純増１億80百万円によるものです。

　　（現金及び現金同等物の残高）

　　　　以上の各キャッシュ・フローの結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年

　　　度末比２億53百万円増加し12億72百万円となりました。

　　　なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

自己資本比率（％）

時価ベースの自己資本比率（％）

キャッシュフロー対
有利子負債比率（倍）

ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ（倍）

　　　　（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／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

 　　　　　　　1. 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

 　　　　　　　2. 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。

 　　　　　　　3. 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。なお、平成20年５月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率およびインタ

  　　　　　　　　レスト・カバレッジ・レシオについては、営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスのため

  　　　　　　　　表示しておりません。

 　　　　　　　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

  　　　　　　　　象としております。

 　　　　　　　5. 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。

22.1    

7.0    

36.3    

16.1    

6.6    

― 　　

平成18年5月期 平成19年5月期 平成20年5月期
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33.6    

11.1    

―　　 

4.0    

36.3    

10.6    

10.6    

4.0    

平成21年5月期

32.0    
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（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、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定し

　　　た配当を達成・継続して実施していくことを基本方針としております。

　　　　当期においては、配当を見送りとさせていただきますが、次期については３円を予定しております。

　　　　なお、当社は決算期の変更を予定しており、平成21年８月28日開催予定の第100回定時株主総会で「定款の

　　　一部変更の件」が承認された場合、当社の事業年度は平成21年６月１日から平成22年３月31日までの10ケ月に

　　　なります。決算期の変更が承認された場合、配当の予定に変更があれば速やかに公表いたします。

（４）事業等のリスク

　　　  当社グループの経営成績、株価及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のものがありま

　　　す。

　　　　なお、文中における将来に関する事項は、本資料の発表日現在において、当社グループが判断したものであ

　　　ります。

　　　① 公共事業への売上依存度が高いこと

　　　　 　当社グループの主要業務である防災製品を含めたコンクリート等製品事業及び工事事業につきましては、

　　　　 その大部分を政府並びに地方自治体の政策によって決定される公共事業に依存しております。そのため、今

　　　　 後の公共事業の規模及びその予算の配分内容によりましては、業績に影響が及ぶ可能性があります。

　　　② 価格競争について

　　　　 　ここ数年、公共事業の抑制に伴い個々の製品ではバラツキがあるものの、全体としての需要量は減少傾向

　　　　 にあり、その中で各社の受注競争は厳しさを増してきております。そのため、価格競争によりましては業績

　　　　 に影響が及ぶ可能性があります。

　　　③ 主要原材料の購入価格変動リスクについて

　　　　 　コンクリート製品の主要原材料であるセメント及び鋼材並びに燃料である石油の価格変動によりましては、

　　　　 業績に影響が及ぶ可能性があります。

　　　④ 貸倒損失の発生

　　　　 　当社グループが取扱うコンクリート製品、防災製品及び工事事業に関する業界は、公共事業が引き続き縮

　　　　 減傾向にあることから、債権の貸倒発生により損益に影響が及ぶ可能性があります。

　　　⑤ 金利の上昇

　　　　 　金利水準の上昇が支払利息の増加として、当社グループの業績に影響が及ぶ可能性があります。
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２．企業集団の状況

　　 　当社の企業集団は、当社、子会社２社及び関連会社１社で構成され、コンクリート二次製品及び防災製品

　　 の製造・販売、これらの製品の据付をはじめとする各種土木工事並びに賃貸等の事業を展開しております。

　　　コンクリート等製品事業

　　　・遠心力締固めコンクリート製品及び振動締固めコンクリート製品

　　　　　当社が製造し、その内一部を子会社トミカ工業㈱より仕入れ、得意先及び関連会社である中川ゼニス

　　　　販売㈱へ販売しております。

　　　　　また、中川ゼニス販売㈱は当社及び一般取引先から仕入れた製品を得意先へ販売しております。

　　　・防災製品

　　　　　各種落石防護柵、雪崩予防柵及び斜面受圧板等防災関連製品について、主として当社で製造し一部を

　　　　　一般取引先より仕入れて販売しております。

　　　・商品

　　　　　当社で製造していない商品及び付属品を当社が一般取引先より仕入れて販売しております。

　　　工事事業

　　　　当社並びに連結子会社ゼニス建設㈱において、コンクリート製品及び防災製品等、当社が販売した製品

　　　　の据付工事を行うほか、一般工事も行っております。

　　　事業の系統図は次の通りです。

     製品   工事

   製品

　　　　なお、非連結子会社で持分法非適用会社でありました伊奈運輸㈱は、平成20年３月31日付で会社解散決議

　　　を行い、平成20年10月27日付で清算結了いたしました。

コ ン ク リ ー ト 等 製 品 工　　事 トミカ工業㈱

   製品 　製品

当　　　　　　　　　　　　社 連結子会社

得　　　　　　　　意　　　　　　　　先

　製品

連結子会社 関連会社
　 製品  工事

ゼニス建設㈱ 中川ゼニス販売㈱
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３．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

　　　　当社グループは、従業員全員の自由な発想を尊び、たゆみなき研究開発を重ね、より高品質かつより安価な

　　　製品の提供を通じて生活環境施設の整備や災害防止に寄与し、もって社会に貢献することを経営理念としてお

　　　ります。

　　　　そのために、法令を遵守し、適正かつ効率的な業務の執行を図りつつ、人を大切にし、夢を持ち豊かな創造

　　　とあくなき挑戦により、類あって比なしのゼニス（天頂・ 高位）を目指しております。

（２）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　　　　投資単位の引下げは、個人投資家による資本参加の促進と株式の流動性向上のために有効な手段と認識して

　　　おります。

　　　　今後、株式市場の動向を注視しつつ、当社の業績及び株価などを勘案して、投資単位の引下げの実施の必要

　　　性について慎重に検討し、対処してまいります。

（３）目標とする経営指標

　　　　当社グループは、収益性と経営の効率性の向上に邁進する考えであり、経営指標として「株主資本当期純利

　　　益率（ＲＯＥ）」を目標数値とし、常に収益の改善に努め、コストの削減意識をもって企業経営に取り組んで

　　　まいります。

（４）中長期的な会社の経営戦略

　　 ① 当社グループを取り巻く環境は、公共事業の総枠削減傾向が続く中で、資源高・原油高による原材料費の更

　　　　なる上昇が懸念されるなど厳しい状況が続くものと認識しております。

　　　　そのような中で厳しい競争に打ち勝つため、コンクリートに拘らず真に社会的ニーズの高い分野、特に環境

　　　　の維持保全およびライフライン関連分野を重視した事業を重点的に展開してまいります。

　　 ② 平成21年４月10日付発表の通り、当社は株式会社ハネックスと経営統合を視野に入れた包括的業務提携に関

　　　　する基本契約書を締結しました。現在、両社から成る「経営統合委員会」で開発・生産・営業・購買などあ

　　　　らゆる分野での提携について協議を進めておりますが、当面は相互の生産委託による生産面の提携を急ぐ考

　　　　えです。

　　　　また、今回の提携により、これまでの永年の実績に基づく両社のノウハウを結集して、新製品の開発力など

　　　　技術面でのレベルアップが図れると考えております。地球規模での社会構造や気象条件の変化が起こってい

　　　　くなか、下水道業界に課せられた高度化していく使命を、我々が担い手となって果たしていく所存でありま

　　　　す。

（５）会社の対処すべき課題

　　　　前述の経営戦略遂行のため、以下に掲げる事項を協力に推進してまいります。

　　　 ① 下水道処理管路の拡販

　　　　　　当社主力製品で需要が増加しております「ＳＪ－ＢＯＸ」（レベル２地震動にも対応可能な耐震性ボッ

　　　　　クスカルバート）の拡販に引き続き注力してまいります。

　　　　　　また、都市部における集中豪雨時の浸水対策用となる「組立式超大口径推進管」や「二分割ＳＪ－ＢＯ

　　　　　Ｘ」、さらには「セミシールドパイプ」や「合成鋼管」などの特殊推進管の拡販に注力してまいります。

　　　 ② 防災製品の拡充

　　　　　　当社グループが販売および設置工事をしております防災製品は、落石防護柵や雪崩予防柵等であります

　　　　　が、さらに自社製品の研究開発ならびに他社製品の取扱いを強化し、防災部門全体として売上増強を図っ

　　　　　てまいります。

　　　 ③ 経費の徹底的な削減

　　　　　　要員のより効率的な配置や契約社員の活用、システム化等により人件費をはじめとする経費の圧縮に努

　　　　　めておりますが、引き続きこれを徹底してまいります。

　　　　　　特に、固定費の削減により業績変動に対応できる筋肉質の企業体質への脱皮を図ってまいります。

（６）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」において記載した内容と重複するため記載を省略しております。

（７）その他、会社の経営上重要な事項

　　　　社外監査役２名のうち１名は当社の主要株主である戸部商事株式会社より就任しており、当社は同社とセメ

　　　ントなど一部原材料の仕入取引等を行っております。
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4.【連結財務諸表】 
(1)【連結貸借対照表】 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成20年５月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,018,943 1,292,683

受取手形及び売掛金 2,603,362 2,460,054

たな卸資産 1,877,717 －

商品及び製品 － 1,636,080

半成工事 － 30,347

原材料及び貯蔵品 － 248,366

前渡金 64,000 30,244

前払費用 27,697 32,411

未収入金 13,309 10,451

その他 11,847 13,801

貸倒引当金 △22,646 △12,366

流動資産合計 5,594,230 5,742,074

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,391,251 2,366,350

減価償却累計額 △1,951,888 △1,964,480

建物及び構築物（純額） 439,363 401,869

機械装置及び運搬具 3,512,608 3,470,047

減価償却累計額 △3,239,485 △3,250,408

機械装置及び運搬具（純額） 273,123 219,638

工具、器具及び備品 1,270,531 1,455,495

減価償却累計額 △981,726 △1,232,338

工具、器具及び備品（純額） 288,804 223,157

土地 764,522 820,385

建設仮勘定 7,059 4,320

有形固定資産合計 1,772,873 1,669,371

無形固定資産   

ソフトウエア 43,865 38,467

施設利用権 7,694 7,664

無形固定資産合計 51,560 46,132

投資その他の資産   

投資有価証券 214,414 125,111

長期貸付金 66,999 9,560

その他 141,811 139,659

貸倒引当金 △30,940 △41,268

投資その他の資産合計 392,284 233,062

固定資産合計 2,216,718 1,948,566

資産合計 7,810,949 7,690,641
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成20年５月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年５月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,471,870 1,326,028

短期借入金 1,630,000 1,810,000

1年内返済予定の長期借入金 144,750 100,000

1年内償還予定の社債 30,000 50,000

未払法人税等 21,000 26,815

その他 335,620 285,923

流動負債合計 3,633,242 3,598,767

固定負債   

社債 895,000 935,000

長期借入金 435,000 425,000

繰延税金負債 12,140 －

退職給付引当金 88,624 153,052

役員退職慰労引当金 118,130 117,510

固定負債合計 1,548,894 1,630,562

負債合計 5,182,137 5,229,329

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,956,930 1,956,930

資本剰余金 963,280 639,418

利益剰余金 △309,592 △86,107

自己株式 △35,459 △35,629

株主資本合計 2,575,158 2,474,612

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 49,906 △13,569

評価・換算差額等合計 49,906 △13,569

少数株主持分 3,746 267

純資産合計 2,628,811 2,461,311

負債純資産合計 7,810,949 7,690,641
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(2)【連結損益計算書】 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成19年６月１日 
 至 平成20年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年５月31日) 

売上高 6,278,510 6,391,397

売上原価 5,320,460 5,119,631

売上総利益 958,050 1,271,765

販売費及び一般管理費 1,195,521 1,159,254

営業利益 △237,471 112,511

営業外収益   

受取利息 13,392 11,393

受取配当金 3,443 3,219

受取保険金 3,044 312

受取事務手数料 7,424 4,284

賃貸収入 14,852 10,347

その他 3,632 1,728

営業外収益合計 45,790 31,285

営業外費用   

支払利息 74,178 77,046

社債発行費 2,009 2,259

持分法による投資損失 － 1,791

その他 14,558 8,085

営業外費用合計 90,745 89,183

経常利益 △282,426 54,613

特別利益   

固定資産売却益 － 144

投資有価証券売却益 140 －

特別利益合計 140 144

特別損失   

固定資産除却損 16,427 5,578

固定資産売却損 － 9

投資有価証券評価損 7,971 10,049

関係会社清算損 － 641

貸倒引当金繰入額 4,778 8,464

たな卸資産評価損 － 110,605

特別損失合計 29,178 135,348

税金等調整前当期純損失（△） △311,464 △80,590

法人税、住民税及び事業税 17,087 23,264

少数株主損失（△） △939 △3,478

当期純損失（△） △327,613 △100,376
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成19年６月１日 
 至 平成20年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年５月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,956,930 1,956,930

当期末残高 1,956,930 1,956,930

資本剰余金   

前期末残高 963,280 963,280

当期変動額   

欠損填補 － △323,861

当期変動額合計 － △323,861

当期末残高 963,280 639,418

利益剰余金   

前期末残高 44,209 △309,592

当期変動額   

剰余金の配当 △21,028 －

欠損填補 － 323,861

当期純損失（△） △327,613 △100,376

連結範囲の変動 △5,160 －

当期変動額合計 △353,802 223,485

当期末残高 △309,592 △86,107

自己株式   

前期末残高 △35,191 △35,459

当期変動額   

自己株式の取得 △268 △169

当期変動額合計 △268 △169

当期末残高 △35,459 △35,629

株主資本合計   

前期末残高 2,929,229 2,575,158

当期変動額   

剰余金の配当 △21,028 －

欠損填補 － －

当期純損失（△） △327,613 △100,376

連結範囲の変動 △5,160 －

自己株式の取得 △268 △169

当期変動額合計 △354,070 △100,546

当期末残高 2,575,158 2,474,612
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成19年６月１日 
 至 平成20年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年５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 70,184 49,906

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △20,278 △63,475

当期変動額合計 △20,278 △63,475

当期末残高 49,906 △13,569

少数株主持分   

前期末残高 － 3,746

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,746 △3,478

当期変動額合計 3,746 △3,478

当期末残高 3,746 267

純資産合計   

前期末残高 2,999,413 2,628,811

当期変動額   

剰余金の配当 △21,028 －

当期純損失（△） △327,613 △100,376

連結範囲の変動 △5,160 －

自己株式の取得 △268 △169

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △16,531 △66,954

当期変動額合計 △370,602 △167,500

当期末残高 2,628,811 2,461,311
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成19年６月１日 
 至 平成20年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年５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損失（△） △311,464 △80,590

減価償却費 374,324 383,238

持分法による投資損益（△は益） － 1,791

投資有価証券評価損益（△は益） 7,971 10,049

固定資産除却損 16,427 5,578

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,144 48

退職給付引当金の増減額（△は減少） 51,860 64,428

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） － △620

受取利息及び受取配当金 △16,836 △14,612

支払利息 74,178 77,046

投資有価証券売却損益（△は益） △140 －

関係会社清算損益（△は益） － 641

固定資産売却損益（△は益） － △134

売上債権の増減額（△は増加） △252,978 143,308

たな卸資産の増減額（△は増加） 47,422 △37,077

仕入債務の増減額（△は減少） △99,451 △145,842

未払消費税等の増減額（△は減少） 2,464 11,098

未払費用の増減額（△は減少） 31,524 △57,016

その他 △56,126 32,958

小計 △134,968 394,293

利息及び配当金の受取額 16,836 14,612

利息の支払額 △74,730 △77,224

法人税等の支払額 △16,309 △19,675

営業活動によるキャッシュ・フロー △209,171 312,006

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） － △20,000

有形固定資産の取得による支出 △290,558 △275,835

有形固定資産の売却による収入 － 775

無形固定資産の取得による支出 △36,056 △7,030

投資有価証券の取得による支出 △1,105 －

投資有価証券の売却による収入 325 －

関係会社株式の取得による支出 △5,000 －

関係会社の整理による収入 － 1,204

貸付けによる支出 △4,620 △12,500

貸付金の回収による収入 7,180 63,039

その他 8,979 7,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △320,854 △243,346
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成19年６月１日 
 至 平成20年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年５月31日) 

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） △120,000 180,000

長期借入れによる収入 300,000 100,000

長期借入金の返済による支出 △219,000 △154,750

社債の発行による収入 100,000 100,000

社債の償還による支出 △30,000 △40,000

自己株式の取得による支出 △268 △169

配当金の支払額 △21,028 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 9,703 185,080

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △520,322 253,740

現金及び現金同等物の期首残高 1,528,184 1,018,943

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

11,081 －

現金及び現金同等物の期末残高 1,018,943 1,272,683
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〔継続企業の前提に関する注記〕

　　該当事項はありません。

〔連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項〕

１．連結の範囲に関する事 （1）連結子会社の数　　　２社 （1）連結子会社の数　　　２社

　　項  　　連結子会社の名称  　　連結子会社の名称

 　　　ゼニス建設株式会社  　　　ゼニス建設株式会社

 　　　トミカ工業株式会社  　　　トミカ工業株式会社

 　　前連結会計年度において非連結子会社であ

 　　ったトミカ工業株式会社は、連結財務諸表

 　　に与える重要性が増したことにより当連結

 　　会計期間より連結の範囲に含めております。

（2）非連結子会社の数　　１社 （2）非連結子会社の名称等

 　　非連結子会社の名称  　　　該当事項はありません。

 　　　伊奈運輸株式会社

 　　連結の範囲から除いた理由

 　　　非連結子会社伊奈運輸株式会社は、小規

   　　模会社であり、総資産、売上高、当期純

 　　　利益及び利益剰余金（持分に見合う額）

 　　　等は、いずれも連結財務諸表に重要な影

 　　　響を及ぼしていないためであります。

２．持分法の適用に関する  持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社 （1）持分法を適用した関連会社数　　１社

　　事項  の名称 　　 会社等の名称 　中川ゼニス販売株式会社

 　非連結子会社  前連結会計年度において持分法非適用会社であ

 　　伊奈運輸株式会社  りました中川ゼニス販売㈱は、当期純損益及び

　 関連会社  利益剰余金等に及ぼす影響の重要性が増したた

　 　中川ゼニス販売株式会社  め、持分法の適用範囲に含めております。

 持分法を適用しない理由

 　持分法非適用会社は、当期純損益及び利益剰 （2）持分法を適用しない非連結子会社及び関連

 　余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体 　　 会社の名称

 　としても重要性がないため、持分法の適用か 　　　 該当事項はありません。

 　ら除外しております。

３．連結子会社の事業年度  連結子会社のうち、ゼニス建設株式会社の決算 　　　　　　　　同左

　　等に関する事項  日は、連結財務諸表提出会社と同一であります。

 また、トミカ工業株式会社の決算日は３月31日

 であります。

 連結財務諸表作成に当たっては、同決算日現在

 の財務諸表を基礎として連結財務諸表を作成し

 ております。

 なお、連結決算日との間に生じた重要な取引に

 つきましては、連結上必要な調整を行うことと

 しております。

４．会計処理基準に関する

　　事項

 （1）重要な資産の評価基  ①有価証券  ①有価証券

　　　準及び評価方法  　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

 　　　連結会計年度末日の市場価格等に基づく 　 　　同左

 　　　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）

 　　時価のないもの  　　時価のないもの

 　　　移動平均法による原価法 　 　　同左

項　　目

前連結会計年度

（自 平成19年6月１日
　　至 平成20年5月31日）

当連結会計年度

（自 平成20年6月１日
　　至 平成21年5月31日）
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 ②たな卸資産  ②たな卸資産

 　　総平均法による原価法  　　総平均法による原価法

 　　（原材料のうち買入部品及び貯蔵品は 終  　　（原材料のうち買入部品及び貯蔵品は 終

       仕入原価法）        仕入原価法）

 　　なお、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しており

　　 ます。

 （2）重要な減価償却資産  ①有形固定資産  ①有形固定資産（リース資産を除く）

　　　の減価償却の方法  　　定率法によっております。  　　定率法によっております。

 　　ただし、平成10年4月1日以降に取得した建  　　ただし、平成10年4月1日以降に取得した建

 　　物（建物附属設備を除く）については、定  　　物（建物附属設備を除く）については、定

 　　額法によっております。  　　額法によっております。

     なお、主な耐用年数は以下の通りでありま      なお、主な耐用年数は以下の通りでありま

　　 す。 　　 す。

 　　　建物及び構築物……………７年～５０年  　　　建物及び構築物……………７年～５０年

 　　　機械装置及び運搬具………５年～１２年  　　　機械装置及び運搬具………６年～９年

 　　　工具器具及び備品…………３年～２０年  　　　工具器具及び備品…………３年～２０年

（追加情報） （追加情報）

　　法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以 　　従来、当社及び連結子会社は、機械装置の耐

　前に取得したものについては、改正前の法人税 　用年数を５～12年としておりましたが、平成20

　法に基づく減価償却の方法の適用により取得価 　年度の法人税法の改正により、６～９年に変更

　額が５％に到達した事業年度の翌事業年度より、　しております。 　

　取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５ 　　この結果、従来の方法に比べ、営業利益及び

　年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて 　経常利益がそれぞれ 6,013千円減少し、税金等

　計上しております。 　調整前当期純損失が 6,013千円増加しておりま

　　この結果、従来の方法に比べ、営業損失、経 　す。

　常損失、税金等調整前当期純損失及び当期純損 　　なお、セグメント情報に与える影響について

　失がそれぞれ19,852千円増加しております。 　は、当該箇所に記載しております。

　　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  ②無形固定資産（リース資産を除く）

 　　定額法によっております。 　 　　同左

 　　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

     く定額法によっております。

 ③リース資産

 　　リース期間を耐用年数とし、残存価格を零

 　　とする定額法を採用することとしておりま

 　　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

 　　５月31日以前のリース取引については、通

 　　常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

 　　理によっております。

 （3）重要な繰延資産の処  社債発行費  社債発行費

 　　 理方法  　支出時に全額費用として処理しております。  　　同左

当連結会計年度

（自 平成20年6月１日
　　至 平成21年5月31日）

項　　目

前連結会計年度

（自 平成19年6月１日
　　至 平成20年5月31日）
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 （4）重要な引当金の計上  ①貸倒引当金  ①貸倒引当金

      基準  　　売掛金及び貸付金等の貸倒損失に備えるた 　 　　同左

 　　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。

 ②退職給付引当金  ②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 　 　　同左

 　　計年度末における退職給付債務及び年金資

 　　産の見込額（簡便法）に基づき、当連結会

 　　計年度末において発生していると認められ

 　　る額を計上しております。

 ③役員退職慰労引当金  ③役員退職慰労引当金

 　　役員の退職慰労金の支給に備えるため、内 　 　　同左

 　　規に基づく連結会計年度末要支給額の全額

 　　を計上しております。

　(5) 重要リース取引の処  リース物件の所有権が借主に移転すると認めら

　　　理方法  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) 重要なヘッジ会計の  ①ヘッジ会計の方法  ①ヘッジ会計の方法

      方法  　　繰延ヘッジ処理によっております。 　 　　同左

 　　ただし、金利スワップについて特例処理の

 　　要件を満たしている場合は、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  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 　 　　同左

 　　ヘッジ対象…………借入金

 ③ヘッジ方針  ③ヘッジ方針

 　　金利スワップ取引は、借入金の変動金利が 　 　　同左

 　　将来上昇した場合における変動リスクを回

 　　避することを目的に行っており、投機目的

 　　の取引は行わない方針であります。

 　　なお、デリバティブ取引の実行及び管理は

 　　管理本部担当役員決裁の下、管理本部が行

 　　っており、取引状況は取締役会に報告され

 　　ております。

 ④ヘッジ有効性評価の方法  ④ヘッジ有効性評価の方法

 　　ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累 　 　　同左

 　　計とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動

 　　の累計との比較（比率分析）によっており

 　　ます。

５．その他連結財務諸表作  消費税等の会計処理  消費税等の会計処理

　　成のための基本となる  　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方  　　同左

　　重要な事項  　式によっております。

６．連結子会社の資産及び  連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面  　　同左

　　負債の評価に関する事  時価評価法を採用しております。

　　項

７．連結キャッシュ・フロ  連結キャッシュ・フロー計算書における資金  　　同左

　　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

    の範囲  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ります。

当連結会計年度

（自 平成20年6月１日
　　至 平成21年5月31日）

項　　目

前連結会計年度

（自 平成19年6月１日
　　至 平成20年5月31日）
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〔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〕

（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　　たな卸資産の評価基準については、従来、原価法によって

　おりましたが、当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関す

　る会計基準」（企業会計基準委員会　平成18年７月５日　企

　業会計基準第９号）が適用されたことに伴い、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。

　　この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当連結

　会計年度の税金等調整前当期純損失が 110,605千円増加して

　おります。

　　なお、セグメント情報に与える影響はありません。

（リース取引に関する会計基準）

　　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、

　賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっておりました

　が、当連結会計年度より「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））を適用しております。

　　なお、リース取引開始日が平成20年６月１日以降で通常の

　売買取引に係る方法に準じて会計処理すべきリース取引がな

　いことから、この変更による損益への影響はありません。

〔表示方法の変更〕

（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）が適用になることに伴い、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」「未成工事支出

　金」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しています。

　　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」「未成工事支出金」「原材料及び貯蔵品」は、そ

　れぞれ1,576,908千円、20,901千円、279,907千円であります。

（自 平成19年6月 1日
　　至 平成20年5月31日）

（自 平成20年6月 1日
　　至 平成21年5月31日）

前連結会計年度 当連結会計年度

前連結会計年度 当連結会計年度

（自 平成19年6月 1日
　　至 平成20年5月31日）

（自 平成20年6月 1日
　　至 平成21年5月31日）
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

 １．非連結子会社及び関連会社に対するもの  １．非連結子会社及び関連会社に対するもの

 　　　投資有価証券（株式） 千円  　　　投資有価証券（株式） 千円

 ２．担保に供している資産及び担保付債務  ２．担保に供している資産及び担保付債務

  （1）担保資産（工場財団）   （1）担保資産（工場財団）

         有形固定資産 1,613,548 千円          有形固定資産 1,478,539 千円

  （2）担保付債務   （2）担保付債務

         短期借入金 730,000 千円          短期借入金 910,000 千円

         一年以内返済長期借入金 104,750 千円          一年以内返済長期借入金 40,000 千円

         長期借入金 375,000 千円          長期借入金 335,000 千円

         被保証債務（注）   840,000 千円          被保証債務（注）   840,000 千円

             計 2,049,750 千円              計 2,125,000 千円

     (注) 被保証債務は、第10回、第11回、第12回及び      (注) 被保証債務は、第10回、第11回、第12回及び

　　　    第13回無担保社債の発行に際し、未償還残高 　　　    第13回無担保社債の発行に際し、未償還残高

　　　    に対して銀行から保証を受けている額であり 　　　    に対して銀行から保証を受けている額であり

　　　    ます。 　　　    ます。

 ３．期末日満期手形  ３．期末日満期手形

　　 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日 　　 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日

　 をもって決済処理しております。なお、当連結会計年 　 をもって決済処理しております。なお、当連結会計年

　 度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満 　 度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満

　 期手形が期末日残高に含まれております。 　 期手形が期末日残高に含まれております。

　　　　受取手形 111,521 千円 　　　　受取手形 181,127 千円

（連結損益計算書関係）

 １．販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金  １．販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金

 　　額は次のとおりであります。  　　額は次のとおりであります。

 　　　給料手当 401,194 千円  　　　給料手当 389,357 千円

       退職給付引当金繰入額 37,276 千円        退職給付引当金繰入額 51,904 千円

       役員退職慰労引当金繰入額 16,790 千円        役員退職慰労引当金繰入額 10,710 千円

       貸倒引当金繰入額 5,780 千円        貸倒引当金繰入額 428 千円

 ２．「販売費及び一般管理費」及び「当期製造費用」  ２．「販売費及び一般管理費」及び「当期製造費用」

     に含まれる研究開発費は55,201千円であります。      に含まれる研究開発費は50,965千円であります。

 ３．  ３．固定資産売却益の内訳

　　　 機械装置及び運搬具 144 千円

 ４．固定資産除却損の内訳  ４．固定資産除却損の内訳

       建物及び構築物 468 千円        建物及び構築物 1,362 千円

       機械装置及び運搬具 4,819 千円        機械装置及び運搬具 3,266 千円

       工具器具及び備品 11,139 千円        工具器具及び備品 949 千円

             計 16,427 千円              計 5,578 千円

 ５．  ５．固定資産売却損の内訳

　　　 機械装置及び運搬具 9 千円

（平成20年5月31日） （平成21年5月31日）

3,208

前連結会計年度 当連結会計年度

6,846

当連結会計年度

（自 平成20年6月１日
　　至 平成21年5月31日）

（自 平成19年6月１日
　　至 平成20年5月31日）

前連結会計年度
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（連結株主資本等変動計算書関係）

　前連結会計年度（自 平成19年6月１日　至 平成20年5月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注）普通株式の自己株式の増加数1,781株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　　　該当事項はありません。

３．配当に関する事項

　配当金支払額

　当連結会計年度（自 平成20年6月１日　至 平成21年5月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注）普通株式の自己株式の増加数1,765株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　　　該当事項はありません。

３．配当に関する事項

　　　該当事項はありません。

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に  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  掲記されている科目の金額との関係

 （平成20年5月31日現在）  （平成21年5月31日現在）

平成19年8月31日

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

普通株式 21,028  3.00   平成19年5月31日

決議

 平成19年8月30日
 定時株主総会

269,207    

7,275,194    

―　　 

―　　 

7,275,194    

269,207    

効力発生日

前連結会計年度末
株式数(株)

当連結会計年度
増加株式数(株)

当連結会計年度
減少株式数(株)

―　　 7,275,194    

―　　 

1,272,683千円

（自 平成20年6月１日
　　至 平成21年5月31日）

現金預金勘定

現金及び現金同等物

1,018,943千円

前連結会計年度

現金及び現金同等物

　　合　計

―　　 

―　　 

（自 平成19年6月１日
　　至 平成20年5月31日）

 発行済株式
 　普通株式

　　合　計

 自己株式
 　普通株式

267,442    

7,275,194    

1,292,683千円

当連結会計年度

1,765  

1,765  

現金預金勘定

当連結会計年度末
株式数(株)

7,275,194    

7,275,194    

267,442    

 発行済株式
 　普通株式

7,275,194    ―　　 ―　　 

前連結会計年度末
株式数(株)

当連結会計年度
増加株式数(株)

当連結会計年度
減少株式数(株)

 自己株式
 　普通株式

265,661    1,781  ―　　 

　　合　計 7,275,194    ―　　 ―　　 

1,018,943千円 預入期間が３カ月
を超える定期預金

△20,000千円

　　合　計 265,661    1,781  ―　　 267,442    

当連結会計年度末
株式数(株)

267,442    

日本ゼニスパイプ㈱ （５２７４） 平成21年5月期 決算短信

－21－



（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6月1日　至 平成20年5月31日）

ｺﾝｸﾘｰﾄ等製品
事業（千円）

工事事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

 Ⅰ売上高及び営業利益

     売上高

5,617,974 660,536 6,278,510 ―　 6,278,510 

―　 ―　 ―　 ―　 ―　

計 5,617,974 660,536 6,278,510 ―　 6,278,510 

 営業費用 5,704,843 653,477 6,358,320 157,661 6,515,982 

 営業利益 △86,868 7,058 △79,810 △157,661 △237,471 

　　　資産 6,386,367 236,292 6,622,659 1,188,289 7,810,949 

　　　減価償却費 368,242 1,910 370,153 4,171 374,324 

　　　資本的支出 256,114 421 256,535 219 256,754 

（注）1 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

　　　2 各区分の主な製品

　　　（1）コンクリート等製品事業‥‥‥ヒューム管、円形マンホール、ボックスカルバート、モジュラーチ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 防災製品（落石防護柵）等

　　　（2）工事事業‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥コンクリート製品据付工事、防災製品据付工事等

　　　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（157,661千円）の主なものは、本社の管理

　　　　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（1,188,289千円）の主なものは、本社の管理部門に係る

　　　　資産等であります。

　　　5 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項　４.会計処理基準に関する事項　(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（追加情報）に記載のとおり、当連結会計年度より当社及び連結子会

　　　　社は、法人税法の改正に伴い、取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間で均等償却しています。

　　　　これに伴い、従来の方法によった場合と比較して、コンクリート等製品事業の営業費用が19,852千円増加し、

　　　　営業損失が同額増加しております。

　当連結会計年度（自 平成20年6月1日　至 平成21年5月31日）

ｺﾝｸﾘｰﾄ等製品
事業（千円）

工事事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

 Ⅰ売上高及び営業利益

     売上高

5,567,983 823,414 6,391,397 ―　 6,391,397 

―　 ―　 ―　 ―　 ―　

計 5,567,983 823,414 6,391,397 ―　 6,391,397 

 営業費用 5,353,310 783,025 6,136,335 142,550 6,278,885 

 営業利益 214,673 40,388 255,061 △142,550 112,511 

　　　資産 6,029,057 257,863 6,286,921 1,403,719 7,690,641 

　　　減価償却費 377,188 2,040 379,229 4,009 383,238 

　　　資本的支出 278,868 ―　 278,868 1,659 280,527 

（注）1 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

　　　2 各区分の主な製品

　　　（1）コンクリート等製品事業‥‥‥ヒューム管、円形マンホール、ボックスカルバート、モジュラーチ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 防災製品（落石防護柵）等

　　　（2）工事事業‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥コンクリート製品据付工事、防災製品据付工事等

　　　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（142,550千円）の主なものは、本社の管理

　　　　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（1,403,719千円）の主なものは、本社の管理部門に係る

　　　　資産等であります。

　　　5 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項　４.会計処理基準に関する事項　(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（追加情報）に記載のとおり、従来、当社及び連結子会社は、機械装

　　　　置の耐用年数を５年～12年としておりましたが、当連結会計年度より６～９年に変更しております。

　　　　この変更に伴い、従来の方法によった場合と比べ、コンクリート等製品事業の営業費用が6,013千円増加し、

　　　　営業利益が同額減少しております。

（1）外部顧客に対する売上高

（2）セグメント間の内部売上高
　　　又は振替高

 Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失
　　及び資本的支出

 Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失
　　及び資本的支出

（2）セグメント間の内部売上高
　　　又は振替高

（1）外部顧客に対する売上高
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２．所在地別セグメント情報

　　　在外連結子会社及び在外支店がないため、所在地別セグメント情報を記載しておりません。

３．海外売上高

　　　海外売上高がないため、海外売上高を記載しておりません。

（リース取引関係）

 内容の重要性が乏しく、契約１件当たりの金額が少額なリース  内容の重要性が乏しく、契約１件当たりの金額が少額なリース

 取引のため連結財務諸表規則第15条の３において準用する財務  取引のため連結財務諸表規則第15条の３において準用する財務

 諸表等規則第８条の６第６項の規定により記載を省略しており  諸表等規則第８条の６第６項の規定により記載を省略しており

 ます。  ます。

（関連当事者との取引)

　前連結会計年度（自 平成19年6月1日　至 平成20年5月31日）

１．親会社及び法人主要株主等

役員の
兼任等

事 業 上
の 関 係

被所有 買 掛 金 28,280

 直接18.9% 支払手形 98,458

（注）1.取引金額には消費税等を含まず、期末残高には消費税等が含まれています。

　　　2.取引条件ないし取引条件の決定方針等

　　　　　一般取引先と同様であります。

２．子会社等

役員の
兼任等

事 業 上
の 関 係

貸付金利息 1,432

短期貸付金 600

長期貸付金 55,929

（注）1.取引金額には消費税等を含まず、期末残高には消費税等が含まれています。

　　　2.取引条件ないし取引条件の決定方針等

　　　　　一般取引先と同様であります。

賃貸業
所有
 直接46.7%
 間接11.2%

兼任
１名

資金の貸付子会社 伊奈運輸㈱
愛 知 県
宝 飯 郡
小坂井町

15,000

取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

原材料購入 248,447

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

関係内容

取引の内容

取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

法　　人
主要株主

戸部商事㈱
東 京 都
豊 島 区

95,000

不動産の
賃貸及び
石油類、
ｾﾒﾝﾄ製品
の販売

兼任
１名

ｾﾒﾝﾄ・混和
材・重油の

仕入

事業の
内容又
は職業

議決権等
の所有(被
所有)割合

関係内容

取引の内容属性
会社等
の名称

住所
資本金又
は出資金
（千円）

前連結会計年度

（自 平成19年6月１日
　　至 平成20年5月31日）

当連結会計年度

（自 平成20年6月１日
　　至 平成21年5月31日）
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　当連結会計年度（自 平成20年6月1日　至 平成21年5月31日）

１．親会社及び法人主要株主等

役員の
兼任等

事 業 上
の 関 係

被所有 買 掛 金 16,115

 直接18.9% 支払手形 126,079

（注）1.取引金額には消費税等を含まず、期末残高には消費税等が含まれています。

　　　2.取引条件ないし取引条件の決定方針等

　　　　　市場実勢等を勘案の上、決定しております。

２．関連会社等

役員の
兼任等

事 業 上
の 関 係

業務委託 9,000

（注）1.取引金額には消費税等を含まず、期末残高には消費税等が含まれています。

　　　2.取引条件ないし取引条件の決定方針等

　　　　(1) コンクリート二次製品の販売に関する取引条件については、市場実勢等を勘案の上、決定しております。

　　　　(2) 業務委託は、定額の事務代行手数料を支払っております。

兼任
２名

属性
会社等
の名称

所有
 直接50.0%

166,119ｺﾝｸﾘｰﾄ
二次製品
の販売

大阪府
大阪市
北区

10,000

住所
事業の
内容又
は職業

資本金又
は出資金
（千円）

属性
会社等
の名称

住所

ｾﾒﾝﾄ・混和
材・重油の

仕入法　　人
主要株主

戸部商事㈱

兼任
１名東 京 都

豊 島 区
95,000

不動産の
賃貸及び
石油類、
ｾﾒﾝﾄ製品
の販売

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

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

議決権等
の所有(被
所有)割合

関係内容

取引の内容

原材料購入 303,274

期末残高
（千円）

科目

取引金額
（千円）

科目

期末残高
（千円）

関連会社
中川ゼニス
販売㈱

売 掛 金 41,914
当社製品の

販売
ｺﾝｸﾘｰﾄ二次
製品の販売
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（税効果会計関係）

 １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別  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      の内訳

 　（繰延税金資産）  　（繰延税金資産）

 　　　繰越欠損金 646,173 千円  　　　繰越欠損金 544,923 千円

 　　　退職給付引当金 36,070 千円  　　　退職給付引当金 62,292 千円

 　　　役員退職慰労引当金 48,078 千円  　　　役員退職慰労引当金 47,826 千円

 　　　投資有価証券評価損 93,906 千円  　　　ゴルフ会員権評価損 21,345 千円

 　　　ゴルフ会員権評価損 22,690 千円  　　　その他 17,697 千円

 　　　その他 15,708 千円  　　　繰延税金資産小計 694,085 千円

 　　　繰延税金資産小計 862,628 千円  　　　評価性引当額 △694,085 千円

 　　　評価性引当額 △862,628 千円  　　　繰延税金資産合計 ― 千円

 　　　繰延税金資産合計 ― 千円

 　（繰延税金負債）  　（繰延税金負債）

 　　　その他有価証券評価差額金 12,140 千円  　　　該当事項はありません。

   　　繰延税金負債の純額 12,140 千円

 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担  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  　　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      因となった主要な項目別内訳

　　　 当期純損失であるため、記載しておりません。 　　　 当期純損失であるため、記載しておりません。

当連結会計年度

（自 平成19年6月１日
　　至 平成20年5月31日）

（自 平成20年6月１日
　　至 平成21年5月31日）

前連結会計年度
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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

  ① 株式

  ② 債券

  ③ その他

  ① 株式

  ② 債券

  ③ その他

 ２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券

 ３．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額

 その他有価証券

　 非上場株式

売却額（千円）

前連結会計年度

（自 平成19年6月 1日　至 平成20年5月31日）

325      

当連結会計年度末

（平成21年5月31日）

取得原価
（千円）

連結貸借対
照表計上額
（千円）

65,790 

    　　 ―

    　　 ―

 連結貸借対照表計上額が
 取得原価を超えるもの

 連結貸借対照表計上額が
 取得原価を超えないもの

    　　 ―

115,109 

    　　 ―

115,109 

    　　 ―

9,862 

16,978 

前連結会計年度末

（平成20年5月31日）

取得原価
（千円）

連結貸借対
照表計上額
（千円）

差額
（千円）

132,088 

180,900 

    　　 ―

    　　 ―

180,900 

13,235 

194,135 

7,116 

62,046 

65,790 

4,493 

    　　 ―

8,742 

△ 2,623 

    　　 ―

△ 1,120 

△ 3,743 

差額
（千円）

26,187 31,128 4,940 

    　　 ―     　　 ―     　　 ―

    　　 ―     　　 ―     　　 ―

26,187 31,128 4,940 

△ 18,509 

85,990 71,526 △ 14,463 

    　　 ―     　　 ―     　　 ―

9,862 

122,039 108,470 △ 13,569 

小計

小計

合計

5,816 △ 4,046 

95,852 77,342 

売却益の合計額
（千円）

140      

売却損の合計額
（千円）

―

当連結会計年度

（自 平成20年6月 1日　至 平成21年5月31日）

売却額（千円）
売却益の合計額

（千円）
売却損の合計額

（千円）

― ―

前連結会計年度末 当連結会計年度末

（平成20年5月31日）

連結貸借対照表計上額（千円）

13,432        

―

13,432        

（平成21年5月31日）

連結貸借対照表計上額（千円）
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（デリバティブ取引関係）

 １．取引の状況に関する事項

 ① 取引の内容  ① 取引の内容

 　 変動金利の固定金利化を目的として、金利スワップ 　　　　同左

    取引を行っております。

 ② 取引に関する取組み方針及び利用目的  ② 取引に関する取組み方針及び利用目的

 　 金利スワップ取引は、借入金の変動金利が将来上昇 　　　　同左

 　 した場合における変動リスクを回避することを目的

 　 に利用しており、投機目的のデリバティブ取引は行

 　 わない方針であります。

 　 なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行

 　 っております。

 　 ヘッジ会計の方法

 　　 繰延ヘッジによっております。ただし、金利スワ

 　　 ップについて特例処理の要件を満たしている場合

      は、特例処理を採用しております。

 　 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

 　 ヘッジの有効性評価の方法

 　　 ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計とヘ

 　　 ッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計との比

      較（比率分析）によっております。

 ③ 取引に係るリスクの内容  ③ 取引に係るリスクの内容

 　 金利スワップ取引は、市場金利の変動による追加支 　　　　同左

 　 払義務の増加という市場リスクはありません。

 　 なお、当社のデリバティブ取引の契約先は、信用度

 　 の高い国内の銀行であるため、相手先の契約不履行

 　 による信用リスクは、ほとんどないと判断しており

 　 ます。

 ④ 取引に係る管理体制  ④ 取引に係る管理体制

 　 デリバティブ取引の実行及び管理は管理本部担当役 　　　　同左

 　 員の決裁の下、管理本部が行っており、取引状況は

 　 取締役会に報告されております。

 　 なお、取引に関する管理規程は特に設けておりませ

 　 ん。

 ２．取引の時価等に関する事項

 　　前連結会計年度（自 平成19年6月1日　至 平成20年5月31日）

　　　 該当事項はありません。

　 　　なお、金利スワップ取引を行っておりますが、いずれもヘッジ会計を適用しておりますので注記

　　　 の対象から除いております。

 　　当連結会計年度（自 平成20年6月1日　至 平成21年5月31日）

　　　 該当事項はありません。

　 　　なお、金利スワップ取引を行っておりますが、いずれもヘッジ会計を適用しておりますので注記

　　　 の対象から除いております。

前連結会計年度

（自 平成19年6月１日
　　至 平成20年5月31日）

当連結会計年度

（自 平成20年6月１日
　　至 平成21年5月31日）
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（退職給付関係）

 １．採用している退職給付制度の概要  １．採用している退職給付制度の概要

 　　当社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制  　　当社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制

 　　度及び退職一時金制度を設けております。  　　度及び退職一時金制度を設けております。

 　　また、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う  　　また、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う

 　　場合があります。  　　場合があります。

 ２．退職給付債務に関する事項  ２．退職給付債務に関する事項

 　 ① 退職給付債務 千円  　 ① 退職給付債務 千円

　  ② 年金資産 千円 　  ② 年金資産 千円

　  ③ 退職給付引当金(①+②) 千円 　  ③ 退職給付引当金(①+②) 千円

 ３．退職給付費用に関する事項  ３．退職給付費用に関する事項

　  ① 勤務費用 千円 　  ① 勤務費用 千円

　　② 退職給付費用 千円 　　② 退職給付費用 千円

 ４．退職給付債務の計算基礎  ４．退職給付債務の計算基礎

 　　　割引率 2.5％  　　　割引率 2.5％

（注）当社は、退職給付債務の算定方法として簡便法を採用しております。

（ストック・オプション等関係）

　　該当事項はありません。

（企業結合等関係）

　　該当事項はありません。

（１株当たり情報）

 １株当たり純資産額  １株当たり純資産額

 １株当たり当期純損失  １株当たり当期純損失

 　なお、潜在株式調整後１株当たり純利益については、  　なお、潜在株式調整後１株当たり純利益については、

 潜在株式が存在しないため及び１株当たり当期純損失が  潜在株式が存在しないため及び１株当たり当期純損失が

 計上されているため記載しておりません。  計上されているため記載しておりません。

（注）１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　当期純損失

　普通株主に帰属しない金額

　期中平均株式数

（重要な後発事象）

　　該当事項はありません。

94,543 120,816

△ 88,624 △ 153,052

94,543 120,816

△ 457,036 △ 408,631

368,411 255,579

前連結会計年度 当連結会計年度

（自 平成19年6月１日
　　至 平成20年5月31日）

（自 平成20年6月１日
　　至 平成21年5月31日）

374.59円

46.74円

前連結会計年度 当連結会計年度

（自 平成19年6月１日
　　至 平成20年5月31日）

（自 平成20年6月１日
　　至 平成21年5月31日）

351.28円

14.33円

前連結会計年度

（自 平成19年6月１日
　　至 平成20年5月31日）

当連結会計年度

（自 平成20年6月１日
　　至 平成21年5月31日）

7,006,927株

327,613千円

―　千円

327,613千円

7,008,680株

　普通株式に係る当期純損失

100,376千円

―　千円

100,376千円
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５．生産、受注及び販売の状況

（１）生産実績

　当連結会計年度における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

（単位：千円）

合　　　計

（注）1. 生産金額は製造原価であります。

　　　2. 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

（２）受注実績

　当連結会計年度における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

（単位：千円）

工 事 事 業

合　　　計

（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。

（３）販売実績

　当連結会計年度における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

（単位：千円）

工 事 事 業 660,536 10.5% 823,414 12.9%

合　　　計 6,278,510 100.0% 6,391,397 100.0%

（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。

コンクリート等製品事業

コンクリート等製品事業

金　額 構成比

6,088,229   

3,193,104   

当連結会計年度前連結会計年度

875,369   

5,422,604   

665,625   

自 平成19年6月 1日
至 平成20年5月31日

当連結会計年度

自 平成20年6月 1日
至 平成21年5月31日

3,146,167   3,193,104   コンクリート等製品事業

前連結会計年度

自 平成19年6月 1日
至 平成20年5月31日

自 平成20年6月 1日
至 平成21年5月31日

金　額 構成比

5,633,816   

6,509,185   

自 平成20年6月 1日
至 平成21年5月31日

自 平成19年6月 1日
至 平成20年5月31日

当連結会計年度前連結会計年度

5,567,983 87.1%5,617,974 89.5%

3,146,167   

期 別

区 分

期 別

期 別

区 分

区 分
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5.【個別財務諸表】 
(1)【貸借対照表】 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成20年５月31日) 

当事業年度 
(平成21年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 891,238 1,202,728

受取手形 1,613,759 1,597,504

売掛金 813,927 671,053

製品 1,576,908 －

商品及び製品 － 1,636,080

原材料 207,422 －

半成工事 15,781 7,089

貯蔵品 59,353 －

原材料及び貯蔵品 － 239,037

前渡金 64,000 30,244

前払費用 27,686 32,295

未収入金 16,799 9,472

その他 15,508 15,231

貸倒引当金 △21,665 △11,224

流動資産合計 5,280,719 5,429,514

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,508,440 1,505,211

減価償却累計額 △1,161,954 △1,184,369

建物（純額） 346,486 320,842

構築物 840,558 818,886

減価償却累計額 △753,007 △742,583

構築物（純額） 87,550 76,303

機械及び装置 3,140,671 3,109,648

減価償却累計額 △2,892,252 △2,907,616

機械及び装置（純額） 248,419 202,032

車両運搬具 254,165 242,503

減価償却累計額 △240,537 △232,873

車両運搬具（純額） 13,627 9,629

工具、器具及び備品 1,253,370 1,438,335

減価償却累計額 △968,004 △1,217,099

工具、器具及び備品（純額） 285,366 221,235

土地 764,522 820,385

建設仮勘定 7,059 4,320

有形固定資産合計 1,753,032 1,654,749

無形固定資産   

ソフトウエア 43,606 38,338

施設利用権 4,605 4,576
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成20年５月31日) 

当事業年度 
(平成21年５月31日) 

無形固定資産合計 48,212 42,914

投資その他の資産   

投資有価証券 207,568 121,903

関係会社株式 39,646 35,112

出資金 4,655 5,155

従業員に対する長期貸付金 11,070 9,560

関係会社長期貸付金 96,929 39,800

破産更生債権等 18,789 18,850

長期前払費用 12,140 7,615

差入保証金 51,596 49,270

その他 52,567 52,167

貸倒引当金 △39,995 △49,513

投資その他の資産合計 454,966 289,919

固定資産合計 2,256,211 1,987,583

資産合計 7,536,931 7,417,097

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,130,512 1,027,857

買掛金 228,079 186,444

短期借入金 1,530,000 1,710,000

1年内返済予定の長期借入金 144,750 100,000

1年内償還予定の社債 30,000 50,000

未払金 34,714 37,690

未払費用 164,826 127,535

未払法人税等 18,524 17,549

未払消費税等 6,515 19,961

預り金 7,635 6,880

設備関係支払手形 64,398 64,498

その他 17,285 8,619

流動負債合計 3,377,240 3,357,036

固定負債   

社債 895,000 935,000

長期借入金 435,000 425,000

繰延税金負債 12,140 －

退職給付引当金 88,624 153,052

役員退職慰労引当金 118,130 117,510

固定負債合計 1,548,894 1,630,562

負債合計 4,926,135 4,987,598
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成20年５月31日) 

当事業年度 
(平成21年５月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,956,930 1,956,930

資本剰余金   

資本準備金 489,232 489,232

その他資本剰余金 474,047 150,185

資本剰余金合計 963,280 639,418

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △323,861 △117,651

利益剰余金合計 △323,861 △117,651

自己株式 △35,459 △35,629

株主資本合計 2,560,889 2,443,067

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 49,906 △13,569

評価・換算差額等合計 49,906 △13,569

純資産合計 2,610,796 2,429,498

負債純資産合計 7,536,931 7,417,097
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(2)【損益計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年６月１日 
 至 平成20年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年５月31日) 

売上高   

製品売上高 4,990,372 4,965,629

商品売上高 583,689 597,576

工事売上高 92,968 113,813

売上高合計 5,667,030 5,677,019

売上原価   

製品売上原価   

製品期首たな卸高 1,571,644 1,576,908

当期製品仕入高 840,037 670,537

当期製品製造原価 2,995,261 3,035,729

合計 5,406,943 5,283,174

他勘定振替高 35,304 122,460

製品期末たな卸高 1,576,908 1,636,080

製品売上原価 3,794,730 3,524,633

商品売上原価 497,601 510,928

荷造運搬費 459,983 422,099

工事売上原価 81,320 94,384

売上原価合計 4,833,636 4,552,045

売上総利益 833,394 1,124,974

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 18,361 19,754

支払手数料 46,354 44,377

貸倒引当金繰入額 5,684 －

旅費及び交通費 87,959 80,576

役員報酬 56,013 42,720

給料及び手当 362,699 351,120

賞与 67,011 59,488

福利厚生費 84,730 80,840

退職給付引当金繰入額 37,276 51,904

役員退職慰労引当金繰入額 16,790 10,710

減価償却費 12,207 18,439

研究開発費 55,201 50,965

賃借料 63,967 63,649

ランニングロイヤリティー 24,276 27,153

雑費 176,347 176,523

販売費及び一般管理費合計 1,114,881 1,078,224

営業利益 △281,487 46,750
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年６月１日 
 至 平成20年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年５月31日) 

営業外収益   

受取利息 13,778 11,648

受取配当金 3,443 3,219

受取保険金 1,588 312

受取手数料 32,760 35,478

受取事務手数料 8,751 8,737

賃貸収入 14,852 10,347

雑収入 3,632 1,657

営業外収益合計 78,807 71,401

営業外費用   

支払利息 53,738 55,525

社債利息 18,085 19,813

社債発行費 2,009 2,259

賃貸原価 7,935 5,730

雑損失 6,623 2,282

営業外費用合計 88,391 85,610

経常利益 △291,071 32,540

特別利益   

固定資産売却益 － 144

投資有価証券売却益 140 －

特別利益合計 140 144

特別損失   

固定資産除却損 16,427 5,578

固定資産売却損 － 9

投資有価証券評価損 318 10,049

関係会社株式評価損 10,353 3,413

関係会社清算損 － 232

関係会社貸倒引当金繰入額 8,787 4,245

貸倒引当金繰入額 4,778 3,676

たな卸資産評価損 － 110,605

特別損失合計 40,665 137,809

税引前当期純損失（△） △331,597 △105,125

法人税、住民税及び事業税 14,114 12,526

当期純損失（△） △345,711 △117,651
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年６月１日 
 至 平成20年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年５月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,956,930 1,956,930

当期末残高 1,956,930 1,956,930

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 489,232 489,232

当期末残高 489,232 489,232

その他資本剰余金   

前期末残高 474,047 474,047

当期変動額   

欠損填補 － △323,861

当期変動額合計 － △323,861

当期末残高 474,047 150,185

当期変動額   

欠損填補 － △323,861

当期変動額合計 － △323,861

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 42,878 △323,861

当期変動額   

剰余金の配当 △21,028 －

欠損填補 － 323,861

当期純損失（△） △345,711 △117,651

当期変動額合計 △366,739 206,209

当期末残高 △323,861 △117,651

自己株式   

前期末残高 △35,191 △35,459

当期変動額   

自己株式の取得 △268 △169

当期変動額合計 △268 △169

当期末残高 △35,459 △35,629

株主資本合計   

前期末残高 2,927,897 2,560,889

当期変動額   

剰余金の配当 △21,028 －

欠損填補 － －

当期純損失（△） △345,711 △117,651

自己株式の取得 △268 △169
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年６月１日 
 至 平成20年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年５月31日) 

当期変動額合計 △367,007 △117,821

当期末残高 2,560,889 2,443,067

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 70,184 49,906

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △20,278 △63,475

当期変動額合計 △20,278 △63,475

当期末残高 49,906 △13,569

純資産合計   

前期末残高 2,998,082 2,610,796

当期変動額   

剰余金の配当 △21,028 －

当期純損失（△） △345,711 △117,651

自己株式の取得 △268 △169

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △20,278 △63,475

当期変動額合計 △387,286 △181,297

当期末残高 2,610,796 2,429,498
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〔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〕

１．有価証券の評価基準  (1) 子会社株式  (1) 子会社株式及び関連会社株式

　　及び評価方法  　　移動平均法による原価法  　　移動平均法による原価法

 (2) その他有価証券  (2) その他有価証券

 　　時価のあるもの  　　時価のあるもの

 　　　決算期末日の市場価格等に基づく時価法  　　　同左

       （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）

     時価のないもの      時価のないもの

       移動平均法による原価法  　　　同左

２．たな卸資産の評価基準  総平均法による原価法（原材料のうち買入部品  総平均法による原価法（原材料のうち買入部品

　　及び評価方法  及び貯蔵品は 終仕入原価法）  及び貯蔵品は 終仕入原価法）

 なお、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しております。

３．固定資産の減価償却の  (1) 有形固定資産  (1) 有形固定資産（リース資産を除く）

　　方法    　定率法によっております。  　　定率法によっております。

   　ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物  　　ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物

   　（建物附属設備を除く）については、定額法  　　（建物附属設備を除く）については、定額法

     によっております。  　　によっております。

  　　 建物………………………７年～５０年      なお、主な耐用年数は以下の通りであります。 

   　　機械及び装置……………５年～１２年  　　　建物及び構築物……………７年～５０年

 　　　工具器具及び備品………３年～２０年  　　　機械装置及び運搬具………６年～９年

（追加情報）  　　　工具器具及び備品…………３年～２０年

　　法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以 （追加情報）

　前に取得したものについては、改正前の法人税 　　従来、機械装置の耐用年数を５～12年として

　法に基づく減価償却の方法の適用により取得価 　おりましたが、平成20年度の法人税法の改正に

　額が５％に到達した事業年度の翌事業年度より、 　より、６～９年に変更しております。  

　取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５ 　　この結果、従来の方法に比べ、営業利益及び

　年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて 　経常利益がそれぞれ 5,887千円減少し、税引前

　計上しております。 　当期純損失が 5,887千円増加しております。

　　この結果、従来の方法に比べ、営業損失、経

　常損失、税引前当期純損失及び当期純損失がそ

　れぞれ19,038千円増加しております。 　

 (2) 無形固定資産  (2) 無形固定資産（リース資産を除く）

     定額法によっております。 　 　　同左

 　　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）に基づく

 　　定額法によっております。

 (3) リース資産

 　　リース期間を耐用年数とし、残存価格を零と

 　　する定額法を採用することとしております。

 　　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５月

 　　31日以前のリース取引については、通常の賃

 　　貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

 　　ております。

４．重要な繰延資産の処理  社債発行費  社債発行費

　　方法    支出時に全額費用として処理しております。 　 同左

項　　目

前事業年度

（自 平成19年6月１日
　　至 平成20年5月31日）

当事業年度

（自 平成20年6月１日
　　至 平成21年5月31日）
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５．引当金の計上基準  (1) 貸倒引当金  (1) 貸倒引当金

   　売掛金及び貸付金等の貸倒損失に備えるた 　 　　同左

   　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。

 (2) 退職給付引当金  (2) 退職給付引当金

     従業員の退職給付に備えるため、当期末に 　 　　同左

     おける退職給付債務及び年金資産の見込額

     （簡便法）に基づき、当期末において発生

     していると認められる額を計上しておりま

     す。

 (3) 役員退職慰労引当金  (3) 役員退職慰労引当金

     役員の退職慰労金の支給に備えるため、内 　 　　同左

     規に基づく期末要支給額の全額を計上して

     おります。

６．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。

７．ヘッジ会計の方法  (1) 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。 　 　　同左

　　 ただし、金利スワップについて特例処理の

　　 要件を満たしている場合は、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  (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 　 　　同左

       ヘッジ対象…………借入金

 (3) ヘッジ方針  (3) ヘッジ方針

     金利スワップ取引は、借入金の変動金利が 　 　　同左

     将来上昇した場合における変動リスクを回

     避することを目的に行っており、投機目的

     の取引は行わない方針であります。

     なお、金利スワップ取引の実行及び管理は

     管理本部担当役員決裁の下、管理本部が行

     っており、取引状況は取締役会に報告され

     ております。

 (4) ヘッジ有効性評価の方法  (4) ヘッジ有効性評価の方法

     ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累 　 　　同左

     計とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動

     の累計との比較（比率分析）によっており

     ます。

８．その他財務諸表作成  消費税等の会計処理  消費税等の会計処理

　　のための基本となる    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方 　 同左

    重要な事項方法    式によっております。

項　　目
前事業年度

（自 平成19年6月１日
　　至 平成20年5月31日）

当事業年度

（自 平成20年6月１日
　　至 平成21年5月31日）
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〔会計処理の変更〕

（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　　たな卸資産の評価基準については、従来、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」（企業会計基準委員会　平成18年７月５日　企業会

　計基準第９号）が適用されたことに伴い、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。

　　この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当事業

　年度の税引前当期純損失が 110,605千円増加しております。

（リース取引に関する会計基準）

　　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、

　賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっておりました

　が、当事業年度より「リース取引に関する会計基準」（企業

　会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部

　会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する

　会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成

　６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）平成

　19年３月30日改正））を適用しております。

　　なお、リース取引開始日が平成20年６月１日以降で通常の

　売買取引に係る方法に準じて会計処理すべきリース取引がな

　いことから、この変更による損益への影響はありません。

（自 平成20年6月 1日
　　至 平成21年5月31日）

前事業年度

（自 平成19年6月 1日
　　至 平成20年5月31日）

当事業年度
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注記事項

（貸借対照表関係）

 １．担保に供している資産及び担保付債務  １．担保に供している資産及び担保付債務

  （1）担保資産（工場財団）   （1）担保資産（工場財団）

         有形固定資産 1,613,548 千円          有形固定資産 1,478,539 千円

  （2）担保付債務   （2）担保付債務

         短期借入金 730,000 千円          短期借入金 910,000 千円

         一年以内返済長期借入金 104,750 千円          一年以内返済長期借入金 40,000 千円

         長期借入金 375,000 千円          長期借入金 335,000 千円

         被保証債務（注） 　 840,000 千円          被保証債務（注） 　 840,000 千円

             計 2,049,750 千円              計 2,125,000 千円

     (注) 被保証債務は、第10回、第11回、第12回及び      (注) 被保証債務は、第10回、第11回、第12回及び

　　　    第13回無担保社債の発行に際し、未償還残高 　　　    第13回無担保社債の発行に際し、未償還残高

　　　    に対して銀行から保証を受けている額であり 　　　    に対して銀行から保証を受けている額であり

　　　    ます。 　　　    ます。

 ２．関係会社に対する資産及び負債  ２．関係会社に対する資産及び負債

       売掛金 20 千円        売掛金 41,914 千円

       未収入金 4,311 千円        未収入金 525 千円

       短期貸付金 1,800 千円        短期貸付金 1,200 千円

　　　（流動資産の「その他」に含まれております。） 　　　（流動資産の「その他」に含まれております。）

　　　 立替金 5,252 千円 　　　 立替金 1,813 千円

　　　（流動資産の「その他」に含まれております。） 　　　（流動資産の「その他」に含まれております。）

　　　 長期貸付金 96,929 千円 　　　 長期貸付金 39,800 千円

　　　 買掛金 2,998 千円 　　　 買掛金 5,903 千円

 ３．期末日満期手形  ３．期末日満期手形

　　 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日 　　 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日

　 をもって決済処理しております。なお、当期末日が金 　 をもって決済処理しております。なお、当期末日が金

　 融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期 　 融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期

　 末残高に含まれております。 　 末残高に含まれております。

　　　　受取手形 109,385 千円 　　　　受取手形 179,013 千円

 １．減価償却実施額  １．減価償却実施額

 　　　有形固定資産 360,826 千円  　　　有形固定資産 365,437 千円

 　　　無形固定資産 6,748 千円  　　　無形固定資産 12,328 千円

 ２．研究開発費の総額  ２．研究開発費の総額

55,021 千円 50,965 千円
 　　　一般管理費及び当期製造費用
 　　　に含まれる研究開発費

 　　　一般管理費及び当期製造費用
 　　　に含まれる研究開発費

当事業年度

（自 平成20年6月１日
　　至 平成21年5月31日）

（自 平成19年6月１日
　　至 平成20年5月31日）

前事業年度

（平成20年5月31日） （平成21年5月31日）

前事業年度 当事業年度
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（株主資本等変動計算書関係）

　前事業年度（自 平成19年6月１日　至 平成20年5月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注）普通株式の自己株式の増加数1,781株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

　当事業年度（自 平成20年6月１日　至 平成21年5月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注）普通株式の自己株式の増加数1,765株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

（１株当たり情報）

 １株当たり純資産額  １株当たり純資産額

 １株当たり当期純利益  １株当たり当期純損失

 　なお、潜在株式調整後１株当たり純利益については、 　なお、潜在株式調整後１株当たり純利益については、

 潜在株式が存在しないため記載しておりません。  潜在株式が存在しないため及び１株当たり当期純損失が

 計上されているため記載しておりません。

（注）１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　当期純損失

　普通株主に帰属しない金額

　期中平均株式数 7,008,680株 7,006,927株

前事業年度 当事業年度

（自 平成19年6月１日
　　至 平成20年5月31日）

（自 平成20年6月１日
　　至 平成21年5月31日）

345,711千円 117,651千円

―　千円

345,711千円 117,651千円

16.79円

当事業年度

（自 平成19年6月１日
　　至 平成20年5月31日）

（自 平成20年6月１日
　　至 平成21年5月31日）

49.33円

合　計 267,442    1,765    ―　　 

 自己株式
 　  普通株式

267,442    1,765    ―　　 

前事業年度末
株式数(株)

当事業年度
増加株式数(株)

当事業年度
減少株式数(株)

当事業年度末
株式数(株)

当事業年度
増加株式数(株)

当事業年度
減少株式数(株)

前事業年度末
株式数(株)

合　計

 自己株式
 　  普通株式

265,661    

265,661    267,442    ―　　 

―　　 267,442    

1,781    

1,781    

　普通株式に係る当期純損失

当事業年度末
株式数(株)

前事業年度

―　千円

269,207    

269,207    

372.56円 346.77円
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７．その他

（1）役員の異動（平成21年８月28日予定）

　  ① 新任取締役候補

　　　 　取締役　社長室長 石井　　清 （現　理事社長室長）

　  ② 退任予定取締役

　　　　 岩﨑　清髙 （現　取締役）

　  ③ 役職の異動

　　　 　専務取締役　社長室長 石井　　清 （現　理事社長室長）

　　　 　常務取締役技術本部長 阿曽　伸悦 　現　取締役技術本部長

　　　 　　　　　　兼生産部長 　　　　　　兼生産部長

　　　 　常務取締役営業本部長 土屋　明秀 　現　取締役営業本部長

　　　 　　　　　　兼東京支店長 　　　　　兼東京支店長

　　　 　　　　　　兼大阪支店長 　　　　　兼大阪支店長

　  ④ その他

　　　 本件の役員の異動は、平成21年8月28日開催予定の第100回定時株主総会および同総会終了後の取締役会にて

　　　 正式決定される予定であります。

（2）その他

　　　 該当事項はありません。
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