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1.  21年9月期の連結業績（平成20年10月1日～平成21年9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9月期 6,043 △14.7 808 △35.5 881 △32.9 271 △51.5

20年9月期 7,081 13.8 1,254 8.7 1,313 11.7 560 4.0

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9月期 62.86 ― 4.2 9.8 13.4
20年9月期 121.90 ― 8.6 13.9 17.7

（参考） 持分法投資損益 21年9月期  ―百万円 20年9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9月期 8,637 6,945 75.1 1,499.83
20年9月期 9,294 6,901 69.3 1,490.93

（参考） 自己資本   21年9月期  6,482百万円 20年9月期  6,444百万円

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9月期 868 △121 △244 2,129
20年9月期 903 △659 △623 1,719

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年9月期 ― ― ― 35.00 35.00 151 28.7 2.4
21年9月期 ― ― ― 35.00 35.00 151 55.7 2.3

22年9月期 
（予想）

― ― ― 35.00 35.00 22.2

3.  22年9月期の連結業績予想（平成21年10月1日～平成22年9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

2,984 △13.5 422 △13.0 446 △13.8 176 △9.7 40.85

通期 6,740 11.5 1,121 38.7 1,167 32.4 681 150.7 157.61
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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、23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、42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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年9月期 4,951,864株 20年9月期 4,951,864株

② 期末自己株式数 21年9月期  629,512株 20年9月期  629,512株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年9月期の個別業績（平成20年10月1日～平成21年9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9月期 3,983 △18.5 326 △56.7 500 △42.9 308 △35.2

20年9月期 4,890 7.9 752 8.0 877 11.7 476 7.4

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9月期 71.44 ―

20年9月期 103.66 ―

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9月期 7,095 6,256 87.7 1,439.20
20年9月期 7,764 6,067 77.9 1,400.44

（参考） 自己資本 21年9月期  6,220百万円 20年9月期  6,053百万円

2.  22年9月期の個別業績予想（平成21年10月1日～平成22年9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き作成したものであります。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

1,840 △27.1 167 △42.2 246 △22.6 147 25.3 34.03

通期 4,268 7.1 557 71.0 766 53.0 456 47.9 105.65
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(1）経営成績に関する分析 

① 日本(提出会社)  

  当連結会計期間のわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発する世界経済の急激な悪化が進行した上期

と、中国・アジア向け輸出の復調をきっかけとして回復傾向にある下期に特徴づけられます。当社の主力ユーザー

である自動車産業はおよそ半年間続いていた大幅な減産を緩め、徐々に生産を拡大しております。また、鉄鋼産業

も生産調整を緩和し徐々に生産量を増加させております。当社では急激な経済悪化により上期は探傷剤等の消耗品

販売が大きく低下しましたが下期以降徐々に回復に転じております。一方、設備の過剰感は依然として解消されて

おらず機械装置の売上は減少いたしました。利益につきましては利益率の高い消耗品の販売不振と大型機械装置の

不採算により大幅に低下しました。 

  この結果、売上高は3,983百万円（前連結会計年度比18.9％減）、当期純利益は308百万円（同35.2％減）となり

ました。 

  

② 中国(蘇州美柯達探傷器材有限公司、上海蘇州美柯達探傷器材有限公司、碼科泰克(上海)化学有限公司) 

  中国におきましては、世界的な経済危機の影響を受け、第１四半期は鉄鋼産業・自動車産業がともに生産調整に

よる生産減となりました。しかしその後の迅速な経済対策が功を奏し自動車・鉄鋼ともに需要の回復に転じました

が、設備の過剰感は解消されておらず当社の機械装置の売上は減少しました。一方化成品・商品の採算改善により

利益は増加しました。 

  この結果、売上高は1,840百万円（前連結会計年度比14.6％減）、当期純利益は331百万円(同14.9％増)となりま

した。 

  

③ 韓国(株式会社マークテックコリア) 

  韓国におきましては、世界的な経済危機の影響を受け、第1四半期には自動車産業、鉄鋼産業ともに生産が激減し

ておりましたが、第２四半期以降生産水準は徐々に回復しております。当社では前期に受注した大型機械装置の売

上げが寄与し、売上・利益ともに前期を大幅に上回っております。 

  この結果、売上高は609百万円（前連結会計年度比41.2％増）、当期純利益は84百万円(同116.0％増)となりまし

た。 

  

④ タイ(マークテックタイランド株式会社) 

  タイにおきましては、経済危機の影響を受け、上期は自動車産業の大幅な生産調整が継続しました。下期からは

徐々に生産が増加しておりますが、まだ経済危機前の水準には戻っておりません。 

  この結果、売上高は96百万円（前連結会計年度比41.6％減）、当期純利益は4百万円(同87.9％減)となりました。

  

⑤ 連結 

  この結果、当連結会計年度の業績は、グループ内取引を相殺消去し売上高は6,043百万円（前連結会計年度比

14.7％減）、経常利益は881百万円(同32.9％減)、当期純利益は271百万円（同51.5％減）となりました。 

  

１．経営成績
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事業区分別の業績の概況につきましては、以下のとおりであります。 

（非破壊検査事業） 

  鉄鋼向け探傷装置の売上は好調であったものの、鉄鋼・自動車産業の生産調整の影響により探傷剤の売上がが大幅

に落ち込んだ結果、売上・利益ともに減少しました。 

  この結果、非破壊検査部門の売上高は3,599百万円(前連結会計年度比15.9％減)、営業利益は902百万円（同23.7％

減）となりました。 

（マーキング事業） 

  ペイントは鉄鋼業界の操業度低下の影響により売上が低下、印字装置の売上は設備投資の減少により前年を下回り

ました。 

  この結果、マーキング部門の売上高は2,281百万円（前連結会計年度比12.4％減）、営業利益は718百万円（同

17.2％減）となりました。 

（その他事業） 

  不採算ＯＥＭ製品の減少により売上高は162百万円（前連結会計年度比18.2％減）となりましたが、営業利益は

△19百万円（前年同期営業利益△40百万円）と赤字幅が縮小しました。  

  

（次期の見通し） 

  次期の見通しにつきましては、世界経済の低迷は底を打ったとの観測が一般的で、生産は回復基調にありますが欧

米の本格回復が不透明なことや、円高の定着による輸出採算の悪化などの懸念材料があり依然として予断を許さない

状況にあります。当社企業グループにおきましては、グループ内 適生産によるコストダウンならびに設備投資の抑

制・経費の大幅削減等の対策を引続き実行し、低成長の経営環境下でも利益を確保できる企業体質を構築してまいり

ます。 

  以上の状況から、次期の連結通期業績の見通しにつきましては売上高は6,740百万円(対前期比11.5％増)、営業利

益は1,121百万円(同38.7％増)、経常利益は1,167百万円(同32.4％増)、当期純利益は681百万円(同150.7％増)と予想

いたしております。 

  また、当期の個別通期業績の見通しにつきましては売上高は4,268百万円(対前期比7.1％増)、営業利益は557百万

円(同71.0％増)、経常利益は766百万円(同53.0％増)、当期純利益は456百万円(同47.9％増)と予想いたしておりま

す。 
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(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況  

 当連結会計年度において、総資産は8,637百万円（前連結会計年度比656百万円減）、負債は1,692百万円（前連結

会計年度比700百万円減）、純資産6,945百万円（前連結会計年度比43百万円増）となりました。 

（総資産）  

 総資産の残高は8,637百万円となり、前連結会計年度末から656百万円減少しました。この主たる要因は売上減少に

伴い受取手形及び売掛金が572百万円、棚卸資産が381百万円減少したことによるものです。  

（負債）  

 負債の残高は1,692百万円となり、前連結会計年度末から700百万円減少しました。この主たる要因は売上減少に伴

い支払手形及び買掛金が571百万円、利益の減少により未払法人税等が193百万円減少したことによるものです。  

（純資産）  

 純資産の合計は6,945百万円となり、前連結会計年度末から43百万円増加しました。この主たる要因は当期純利益

の計上による利益準備金が104百万円増加（当期純利益により271百万円増加、配当金の支払により163百万円減少）

したことによるものです。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は前連結会計年度末に比べ

409百万円増加し、当連結会計年度末には2,129百万円となりました。  

（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868百万円（前年同期903百万円）となりました。 

これは主に税金等調整前当期純利益903百万円による資金の増加であります。 

（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121百万円（前年同期659百万円）となりました。 

これは主に有形固定資産の取得による支出274百万円、投資有価証券の取得による支出93百万円および定期預金の払

戻による収入300百万円による資金の減少であります。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は244百万円（前年同期623百万円）となりました。 

これは主に配当金の支払額238百万円による資金の減少であります。 

  

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

（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 

   債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

   インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

①各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

②株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。 

③営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用して

おります。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を

対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用して

おります。  

    

            

  
平成17年 

9月期 

平成18年 

9月期 

平成19年 

9月期 

平成20年 

9月期 

平成21年 

9月期 

自己資本比率（％）  76.6  71.4  68.4  69.3  75.1

時価ベースの自己資本比率（％）  69.9  87.5  74.6  53.9  51.0

債務償還年数（年）  0.04  0.03  0.02 -  0.01

インタレスト・カバレッジ・レシオ  448.5  559.8  777.0  4,679.0  11,834.9
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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 

 当社企業グループは、利益還元につきましては株主に対する 重要な責務と認識しております。経営成績に応じ

た利益配分を行うことを基本とし、併せて将来の事業展開等を勘案し安定増配を行う方針であります。  

  また、株主価値の向上策として既に930千株の自己株式の取得を実施し、300千株を消却いたしました。 

 今後も様々な観点から対応を検討してまいります。  

  

(4）事業等のリスク 

 当社企業グループの事業その他に関するリスクについては、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると

考えられる主な事項を記載しております。 

 また、必ずしもリスク要因に該当しない事項についても、投資者の投資判断上、重要であると考えられる事項に

ついては、投資者に対する積極的な情報開示の観点から開示しております。 

 なお、当社企業グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で発生の回避および発生した場合の的確

な対応に努める所存であります。  

 なお、本項における将来に関する事項は、当連結会計年度末（平成２１年９月３０日）現在において当社企業グ

ループが判断したものであります。 

  

①経済環境の変化 

 当社企業グループは日本の経済情勢、主要ユーザーである自動車産業および鉄鋼産業の景気動向の影響を受けて

おり、景気後退による受容の縮小は販売減少等により財政状態および経営成績等に影響を与える可能性がありま

す。 

②海外事業展開に潜在するリスク 

 当社企業グループは中国、韓国およびタイに現地法人（当社子会社）を有し、生産および営業活動を展開してお

ります。 

 これら海外市場への事業進出には以下に掲げるリスクが常に内在しております。 

イ．輸出または輸入規制の変更 

ロ．ストライキ等による生産活動への支障 

ハ．予期しない法律、税制または規制の変更 

ニ．為替政策による為替レートの大幅な変動 

ホ．テロ、戦争、伝染病その他の要因による社会的混乱 

 これらの事象が発生した場合、当社企業グループの業績と財政状態に影響を及ぼす可能性があります。  

③法的規制によるリスク 

 当社企業グループは、製造、品質、環境に関する法律および基準等国内外のさまざまな法規制の適用を受けてお

ります。 

 これらは社会情勢の変化等により将来において新たな法的規制が設けられる可能性があり、当社企業グループの

業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。  

④子会社との契約に関するリスク  

 当社の連結子会社である蘇州美柯達探傷器材有限公司に関する合弁契約期間は平成22年９月７日で満了予定であ

り、その後の契約いかんによっては、当社グループの業績と財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 
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 当社企業グループは、マークテック株式会社（当社）および子会社８社により構成されており、事業は非破壊検査機

材・マーキング機材の製造・販売を主に、これらに附帯する保守、サービス等の一切の業務を営んでおります。 

 当期にマークテックタイランド株式会社のホールディングカンパニーとしてマークテック・アジア・ホールディング

スを設立したため、子会社が１社増加しております。  

 事業内容および当社と子会社の当該事業に係る位置付けならびに事業の種類別セグメントの関連は、次のとおりであ

ります。 

   

近の有価証券報告書（平成２０年１２月２５日提出）における「事業系統図（事業の内容）」から重要な変更がない

ため開示を省略しております。 

  

   

２．企業集団の状況

区  分 主 要 製 品 会   社 

非破壊検査事業 探傷剤、探傷装置 

当社 

蘇州美柯達探傷器材有限公司 

株式会社マークテックコリア 

上海蘇州美柯達探傷器材有限公司 

北京北方美柯達探傷器材有限責任公司 

武漢美柯達探傷器材有限公司 

マークテックタイランド株式会社 

碼科泰克（上海）化学有限公司 

マーキング事業 印字装置、マーキング装置、ペイント 

当社 

蘇州美柯達探傷器材有限公司 

株式会社マークテックコリア 

上海蘇州美柯達探傷器材有限公司 

マークテックタイランド株式会社 

碼科泰克（上海）化学有限公司 

その他事業 機械装置、化成品 

当社 

蘇州美柯達探傷器材有限公司 

株式会社マークテックコリア 

上海蘇州美柯達探傷器材有限公司 

碼科泰克（上海）化学有限公司 
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(1）会社の経営の基本方針 

 品質保証を通して社会に安全と安心を提供する企業理念に基づき、当社は事業の二本柱である非破壊検査、マーキ

ングのそれぞれの分野において総合メーカー、グローバルプレーヤーを目指します。 

 市場原理が心配する世界的な大競争時代は、企業の優勝劣敗が明らかになると共に産業構造が大きく変化する厳し

い時代ではありますが、挑戦する企業にとってはチャンスに恵まれた時代でもあります。このような経営環境にあっ

て、総合力を生かしてユーザーの幅広いニーズに対応し、業容の拡大を図ってまいります。 

   

(2）目標とする経営指標 

 当社企業グループでは、外部環境のあらゆる変化に対応し収益力および資本効率の向上を図ってまいります。長期

的には売上高営業利益率 ％、株主資本利益率 ％程度を目指してまいります。 

   

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 当社企業グループは、非破壊検査、マーキングの両分野において総合力を発揮し、ユーザーの幅広い要求に対応す

ることにより業容の拡大を図ってまいります。  

 世界市場で生産の現地化を推進している日本の自動車産業、発展途上国を中心に需要の拡大が見込まれる鉄鋼産

業、ならびに二酸化炭素排出量削減の切り札として注目をあびている原子力産業は、中長期的な成長が見込まれる有

望な市場と判断し、当社企業グループの総力を結集して日本のみならず、海外市場の開拓も積極的に推進してまいり

ます。 

  

(4）会社の対処すべき課題 

①日本（提出会社）   

 主力ユーザーである自動車産業は、円高による輸出競争力の低下に対応するため世界各地で現地生産比率を高め

ております。また鉄鋼産業は重点生産品目を造船用鋼板、石油掘削用鋼管等の高級品へシフトするとともに、新興

国への投資を積極化しております。当社ではこのようなユーザーの海外展開に伴う幅広い要求に迅速に対応してい

くことが重要な課題となっております。 

 総合メーカーに相応しい品揃えの充実とともに、品質管理、アフターサービス、システム対応力、提案力の強化

によりユーザーの信頼を獲得し、機械装置およびこれに使用する消耗品の売上増大を図ってまいります。一方、経

済環境の悪化による価格低下に対応するため、機械装置の標準化、製品統合による生産の合理化を推進するととも

に、グループ内 適生産によるコストの低減に努力してまいります。 

  

②中国（蘇州美柯達探傷器材有限公司、上海蘇州美柯達探傷器材有限公司、碼科泰克（上海）化学有限公司）  

 今や世界一の自動車生産台数を記録するモータリゼーションの高まりを受けて、日系企業を中心とする外資系自

動車産業に加え民族資本メーカーも生産拠点の強化を進めております。また粗鋼生産量が5億トンを超えた世界一

の鉄鋼産業は、政府の業界再編政策による設備集約などと相まって、大きな需要が期待できる有望な市場です。生

産・販売拠点の拡充と体制強化により、非破壊検査事業、マーキング事業の拡大を図ってまいります。 

③韓国(株式会社マークテックコリア) 

刻印機、印字装置を中心とするマーキング事業の充実に加え、浸透探傷装置、探傷剤等の拡販により鉄鋼・自動車

市場の開拓を強化してまいります。また、輸出志向の強いエンジニアリングメーカーとの関係強化により海外市場

の開拓にも取り組んでまいります。 

④タイ(マークテックタイランド株式会社) 

探傷装置、探傷剤等の拡販による日系自動車市場の開拓とともに、東南アジアのハブとして近隣諸国市場への進出

を図ってまいります。 

   

(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。  

  

  

３．経営方針
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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９月30日) 

当連結会計年度 
(平成21年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,672,532 2,829,122

受取手形及び売掛金 2,164,437 1,591,951

たな卸資産 1,278,293 －

商品及び製品 － 383,648

仕掛品 － 167,755

原材料及び貯蔵品 － 345,847

繰延税金資産 106,473 82,194

その他 160,556 140,277

貸倒引当金 △8,040 △9,222

流動資産合計 6,374,253 5,531,575

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,388,325 1,426,502

減価償却累計額 △487,999 △537,506

建物及び構築物（純額） 900,325 888,995

機械装置及び運搬具 567,208 569,793

減価償却累計額 △345,132 △375,476

機械装置及び運搬具（純額） 222,075 194,317

土地 1,097,548 1,116,394

リース資産 － 11,972

減価償却累計額 － △1,756

リース資産（純額） － 10,216

建設仮勘定 1,671 63,506

その他 424,633 456,128

減価償却累計額 △265,029 △323,172

その他（純額） 159,603 132,956

有形固定資産合計 2,381,224 2,406,386

無形固定資産   

ソフトウエア － 60,121

のれん － 68,265

その他 135,109 54,708

無形固定資産合計 135,109 183,095

投資その他の資産   

投資有価証券 259,620 370,102

出資金 12,088 12,088

その他 132,088 134,621

投資その他の資産合計 403,796 516,812

固定資産合計 2,920,130 3,106,293

資産合計 9,294,383 8,637,868
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年９月30日) 

当連結会計年度 
(平成21年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,171,458 600,094

短期借入金 － 10,000

リース債務 － 2,478

未払法人税等 273,482 79,608

賞与引当金 － 76,190

役員賞与引当金 61,020 44,048

繰延税金負債 － 164,548

その他 662,678 484,067

流動負債合計 2,168,638 1,461,035

固定負債   

リース債務 － 8,248

繰延税金負債 87,146 79,162

退職給付引当金 18,001 14,719

役員退職慰労引当金 118,945 129,205

固定負債合計 224,093 231,335

負債合計 2,392,731 1,692,370

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,503,020 1,503,020

資本剰余金 1,742,480 1,742,480

利益剰余金 3,904,361 4,008,531

自己株式 △696,106 △696,106

株主資本合計 6,453,754 6,557,924

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △37,853 △27,771

為替換算調整勘定 28,417 △47,364

評価・換算差額等合計 △9,435 △75,136

新株予約権 14,096 35,669

少数株主持分 443,236 427,039

純資産合計 6,901,652 6,945,497

負債純資産合計 9,294,383 8,637,868

マークテック㈱（4954）　平成21年9月期決算短信

－10－



（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年10月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 7,081,643 6,043,340

売上原価 4,196,317 3,646,567

売上総利益 2,885,326 2,396,773

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 365,459 358,840

運搬費 117,521 93,225

役員報酬 134,614 135,428

賞与引当金繰入額 － 101,922

役員賞与引当金繰入額 59,931 48,565

賞与 223,068 126,264

減価償却費 53,417 57,887

退職給付費用 18,349 21,164

役員退職慰労引当金繰入額 9,925 10,260

研究開発費 122,032 109,455

のれん償却額 － 3,592

その他 526,410 521,555

販売費及び一般管理費合計 1,630,729 1,588,164

営業利益 1,254,596 808,608

営業外収益   

受取利息 11,081 12,292

受取配当金 7,271 52,819

為替差益 12,052 5,027

補助金収入 30,243 －

その他 11,744 6,009

営業外収益合計 72,393 76,149

営業外費用   

支払利息 193 －

支払手数料 － 1,455

その他 12,924 1,566

営業外費用合計 13,117 3,021

経常利益 1,313,872 881,736

特別利益   

固定資産売却益 － 22,050

特別利益合計 － 22,050

特別損失   

固定資産除却損 4,470 －

投資有価証券評価損 60,266 －

減損損失 28,246 －

たな卸資産除却損 1,385 －

特別損失合計 94,370 －
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年10月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

税金等調整前当期純利益 1,219,502 903,787

法人税、住民税及び事業税 490,192 270,692

法人税等調整額 △9,664 184,776

法人税等合計 480,528 455,469

少数株主利益 178,225 176,622

当期純利益 560,747 271,695
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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10月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,503,020 1,503,020

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,503,020 1,503,020

資本剰余金   

前期末残高 1,742,480 1,742,480

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,742,480 1,742,480

利益剰余金   

前期末残高 3,832,260 3,904,361

当期変動額   

剰余金の配当 △138,696 △163,237

従業員奨励及び福利基金 △4,491 △4,287

当期純利益 560,747 271,695

自己株式の処分 △332,620 －

新規連結子会社増加に伴う減少高 △12,838 －

当期変動額合計 72,100 104,169

当期末残高 3,904,361 4,008,531

自己株式   

前期末残高 △670,661 △696,106

当期変動額   

自己株式の取得 △358,065 －

自己株式の処分 332,620 －

当期変動額合計 △25,445 －

当期末残高 △696,106 △696,106

株主資本合計   

前期末残高 6,407,099 6,453,754

当期変動額   

剰余金の配当 △138,696 △163,237

従業員奨励及び福利基金 △4,491 △4,287

当期純利益 560,747 271,695

自己株式の取得 △358,065 －

自己株式の処分 － －

新規連結子会社増加に伴う減少高 △12,838 －

当期変動額合計 46,655 104,169

当期末残高 6,453,754 6,557,924
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年10月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９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 93,396 △37,853

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △131,249 10,081

当期変動額合計 △131,249 10,081

当期末残高 △37,853 △27,771

為替換算調整勘定   

前期末残高 58,773 28,417

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △30,356 △75,782

当期変動額合計 △30,356 △75,782

当期末残高 28,417 △47,364

評価・換算差額等合計   

前期末残高 152,170 △9,435

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △161,606 △65,700

当期変動額合計 △161,606 △65,700

当期末残高 △9,435 △75,136

新株予約権   

前期末残高 － 14,096

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 14,096 21,573

当期変動額合計 14,096 21,573

当期末残高 14,096 35,669

少数株主持分   

前期末残高 379,161 443,236

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 64,075 △16,197

当期変動額合計 64,075 △16,197

当期末残高 443,236 427,039
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年10月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

純資産合計   

前期末残高 6,938,430 6,901,652

当期変動額   

剰余金の配当 △138,696 △163,237

従業員奨励及び福利基金 △4,491 △4,287

当期純利益 560,747 271,695

自己株式の取得 △358,065 －

自己株式の処分 － －

新規連結子会社増加に伴う減少高 △12,838 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △83,434 △60,324

当期変動額合計 △36,778 43,845

当期末残高 6,901,652 6,945,497
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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10月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９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 1,219,502 903,787

減価償却費 146,997 167,107

減損損失 28,246 －

株式報酬費用 14,096 21,573

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,625 △982

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9,925 10,260

賞与引当金の増減額（△は減少） － 76,190

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 4,078 △16,650

のれん償却額 － 3,592

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 2,289

受取利息及び受取配当金 △18,353 △65,111

支払利息 193 17

投資有価証券評価損益（△は益） 60,266 －

固定資産除却損 4,470 －

有形固定資産売却損益（△は益） － △21,721

売上債権の増減額（△は増加） 156,982 503,177

たな卸資産の増減額（△は増加） △57,779 325,872

未収入金の増減額（△は増加） △14,284 △25,424

前渡金の増減額（△は増加） － 43,240

仕入債務の増減額（△は減少） △64,976 △455,096

未払金の増減額（△は減少） △33,823 △15,659

未払費用の増減額（△は減少） － △173,992

前受金の増減額（△は減少） － △121,778

その他 △28,567 △47,748

小計 1,429,599 1,112,942

利息及び配当金の受取額 16,041 211,161

利息の支払額 △193 △4,209

法人税等の支払額 △541,843 △451,666

営業活動によるキャッシュ・フロー 903,603 868,228

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 △600,000 －

定期預金の払戻による収入 － 300,000

投資有価証券の取得による支出 △3,910 △93,814

有形固定資産の取得による支出 △41,667 △274,053

無形固定資産の取得による支出 △18,819 △9,279

有形固定資産の売却による収入 － 36,335

子会社株式の取得による支出 － △78,491

その他 4,501 △2,353

投資活動によるキャッシュ・フロー △659,896 △121,657
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年10月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 △8,690 －

少数株主からの払込みによる収入 － 7,666

リース債務の返済による支出 － △1,756

自己株式の取得による支出 △358,065 －

配当金の支払額 △138,696 △238,033

少数株主への配当金の支払額 △117,581 △12,062

財務活動によるキャッシュ・フロー △623,034 △244,186

現金及び現金同等物に係る換算差額 △12,752 △92,566

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △392,079 409,818

現金及び現金同等物の期首残高 2,085,813 1,719,304

新規連結子会社増加に伴う増加高 25,570 －

現金及び現金同等物の期末残高 1,719,304 2,129,122
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 該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に関する注記
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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

項目 
前連結会計年度

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数   ５社 

連結子会社の名称 

蘇州美柯達探傷器材有限公司  

株式会社マークテックコリア  

上海蘇州美柯達探傷器材有限公司  

マークテックタイランド株式会社 

碼科泰克（上海）化学有限公司 

碼科泰克（上海）化学有限公司につい

ては、重要性が増したため当連結会計

年度より連結の範囲に含めておりま

す。 

(1）連結子会社の数   ６社 

連結子会社の名称 

蘇州美柯達探傷器材有限公司  

株式会社マークテックコリア  

上海蘇州美柯達探傷器材有限公司  

マークテックタイランド株式会社 

碼科泰克（上海）化学有限公司 

マークテックアジアホールディングス

マークテックアジアホールディングス

については、新規設立に伴う出資によ

り当連結会計年度より連結の範囲に含

めております。  

  (2）非連結子会社の名称等 

非連結子会社 

北京北方美柯達探傷器材有限責任公司 

武漢美柯達探傷器材有限公司 

(2）非連結子会社の名称等 

非連結子会社 

北京北方美柯達探傷器材有限責任公司 

武漢美柯達探傷器材有限公司 

  （連結の範囲から除いた理由） 

非連結子会社は、いずれも小規模であ

り、合計の総資産、売上高、当期純損益

(持分に見合う額)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、

連結の範囲から除いております。 

（連結の範囲から除いた理由） 

同左 

２．持分法の適用に関する事

項 

持分法を適用していない非連結子会社 

 （北京北方美柯達探傷器材有限責任公

司及び武漢美柯達探傷器材有限公司）

は、それぞれ当期純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に見合う額）

等からみて、持分法の対象から除いても

連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ、全体としても重要性がないた

め持分法の適用範囲から除外しておりま

す。 

持分法を適用していない非連結子会社 

 （北京北方美柯達探傷器材有限責任公

司及び武漢美柯達探傷器材有限公司）

は、それぞれ当期純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に見合う額）

等からみて、持分法の対象から除いても

連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ、全体としても重要性がないた

め持分法の適用範囲から除外しておりま

す。 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

連結子会社の決算日は12月31日であり

ます。連結財務諸表の作成に当たって

は、連結決算日現在で実施した仮決算に

基づく財務諸表を使用しております。 

同左 
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項目 
前連結会計年度

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

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有価証券 

その他有価証券 

（時価のあるもの） 

連結会計年度末日の市場価格等に基づ

く時価法を採用しております。（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しており

ます。） 

①有価証券 

その他有価証券 

同左 

  （時価のないもの） 

移動平均法による原価法を採用してお

ります。 

  

  

  ②たな卸資産 

製品・仕掛品 

機械装置は個別原価計算による個別法

に基づく原価法を採用しております。 

探傷剤等の化成品は予定総合原価計算

を採用しており、連結会計年度末におい

て予定原価と実際原価との差額を調整し

て、実際原価に修正しております。 

②たな卸資産 

 製品・仕掛品 

  機械装置は個別原価計算による個別法

に基づく原価法（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）を採用しております。

  探傷剤等の化成品は予定総合原価計算

を採用しており、連結会計年度末におい

て予定原価と実際原価との差額を調整し

て、実際原価に修正しております。 

  

  商品・原材料 

移動平均法による原価法を採用してお

ります。   

     ─────  

  

  商品・原材料 

   移動平均法による原価法（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）を採用して

おります。 

 （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）を適用しており

ます。 

 これによる、営業利益、経常利益及び

税金等調整前当期純利益に与える影響は

ありません。 

(2）重要な減価償却資産

の減価償却の方法 

有形固定資産 

定額法を採用しております。 

主な耐用年数は次のとおりであります。

建物   15年～50年   

機械装置 11年～13年   

  

  

  

  

  

  

       ─────  

①有形固定資産（リース資産を除く）  

 定額法を採用しております。 

 主な耐用年数は次のとおりであります。

 建物    15年～50年 

 機械装置   8年～10年 

（追加情報） 

 当社及び連結子会社の機械装置につ

いては、従来、耐用年数を11年～13年

としておりましたが、当連結会計年度

より８年～10年に変更しております。 

  

②リース資産 

 リース資産を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法を採用しております。 
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項目 
前連結会計年度

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

(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。 

①貸倒引当金 

同左 

           ───── 

  

②賞与引当金 

 従業員に対する賞与の支給に備えるた

め、従業員賞与支給見込額のうち、当連結

会計年度負担額を計上しております。 

（追加情報） 

 前連結会計年度においては、従業員賞与

に関する期末未払額を未払費用として計上

しておりましたが、当連結会計年度におい

て従業員に対する賞与支給額の算定方法を

変更した結果、連結財務諸表作成時に支給

額が確定しないことになったため、「未払

従業員賞与の財務諸表における表示科目に

ついて」（日本公認会計士協会リサーチ・

センター審理情報No.15）に基づき、当連

結会計年度より支給見込額を賞与引当金と

して計上しております。なお前連結会計年

度において、未払費用として計上されてい

た賞与支給確定額は 千円でありま

す。 

130,574

  ②役員賞与引当金  

 役員に対する賞与の支給に備えるた

め、役員賞与支給見込額のうち当連結会

計年度負担額を計上しております。 

③役員賞与引当金  

同左 

  ③退職給付引当金 

 連結子会社については従業員の退職給

付に備えるため当連結会計年度末におけ

る自己都合要支給額を計上しておりま

す。 

④退職給付引当金 

同左 

  ④役員退職引当金 

 当社は役員退職慰労金の支払に備える

ため、会社内規に基づく期末要支給額を

計上しております。 

⑤役員退職引当金 

同左 
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項目 
前連結会計年度

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

(4）重要な外貨建の資産

又は負債の本邦通貨

への換算の基準 

 外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しております。 

 なお、在外子会社等の資産、負債、収益

及び費用は、連結決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、換算差額は純資産の部

における為替換算調整勘定及び少数株主持

分に含めて計上しております。 

同左 

(5）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。 

───── 

(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 

税抜方式によっております。 

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。 

同左 

６．のれんの償却に関する事

項  

        ───── のれんは、５年間で均等償却を行ってお

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 

 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。 

同左 
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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

前連結会計年度 

（自 平成19年10月１日 

  至 平成20年９月30日)  

 当連結会計年度 

 （自 平成20年10月１日 

  至 平成21年９月30日） 

           ────── 

  

  

  

  

  

  

  

         

           ────── 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 （連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関

する当面の取扱い） 

 当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における在

外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応

報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上

必要な修正を行っております。 

 これによる当連結会計年度の営業利益、経常利益及び

税金等調整前当期純利益に与える影響は軽微でありま

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方法に準じた会

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開始前の所有権

移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用し

ております。 

 これによる当連結会計年度の営業利益、経常利益及び

税金等調整前当期純利益に与える影響はありません。 
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表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

          ───── 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

          

  

  

  

  

          ───── 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

 営業活動によるキャッシュ・フローの「未払金の増加

（△は減少）」は、前連結会計年度は「その他」に含め

て表示しておりましたが、金額的重要性が増したため区

分掲記しております。  

 なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている

「未払金の増加（△は減少）」は21,896千円でありま

す。 

（連結貸借対照表） 

①「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

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「商品及び製品」「仕掛

品」「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ 千円、

千円、 千円であります。 

②無形固定資産の「ソフトウエア」は、前連結会計年度

は「無形固定資産」に含めて表示しておりましたが、

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「その他」に 千円含まれており

ます。 

   

（連結損益計算書） 

①前連結会計年度まで区分掲記しておりました「支払利

息」（当連結会計年度は 千円）は、営業外費用の総

額の100分の10以下となったため、営業外収益の「その

他」に含めて表示することとしました。 

②営業外費用の「支払手数料」は、前連結会計年度は

「その他」に含めて表示しておりましたが、金額的重

要性が増したため区分掲記しております。 

 なお、前連結会計年度は「その他」に 千円含まれて

おります。  

  

         ─────── 

436,159

500,239 341,894

71,565

73

658
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成20年９月30日） 

当連結会計年度 
（平成21年９月30日） 

※１．非連結子会社に対するものは次のとおりでありま

す。 

※１．非連結子会社に対するものは次のとおりでありま

す。 

出資金 千円12,088 出資金 千円12,088

※２．担保に供している資産 ※２．         ──────  

建物及び構築物   千円2,515

土地 千円12,887

計   千円15,403

  

 上記物件は、短期借入金全額の担保に供しており

ます。 

 なお、当連結会計年度末の短期借入金残高はあり

ません。 

  

 ３．輸出手形割引高 千円8,665  ３．輸出手形割引高   千円4,084

 輸出貿易信用状取引における銀行間決済未済の銀行

手形買取残高であり、手形割引高に準じて記載してお

ります。 

          同左 
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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10月１日   

  至 平成20年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年10月１日   

  至 平成21年９月30日） 

※１.        ────── 

  

※１.固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 

      土地            千円  

      建物及び構築物      千円  

      その他           千円 

16,804

4,698

548

※２．減損損失 

 当連結会計年度において、当社企業グループは以下

の資産について減損損失を計上しております。 

※２．       ────── 

場所 用途 種類 

中国江蘇省 遊休資産 建物及び構築物 

中国上海市 遊休資産 機械装置及び運搬具 

 当社企業グループは、事業用資産については事業部

を基準としてグルーピングを行っており、遊休資産に

ついては個別資産ごとにグルーピングを行っておりま

す。 

 中国江蘇省の遊休資産については、蘇州美柯達探傷

器材有限公司の新工場稼動により旧工場が遊休資産と

なったことに伴い、当該工場の建物及び構築物の帳簿

価額全額を回収可能価額まで減額し当該減少額を減損

損失（23,150千円）として特別損失に計上しておりま

す。 

 中国上海市の遊休資産については、碼科泰克（上

海）化学有限公司において化粧品事業から撤退したこ

とに伴い、当該事業に係る機械装置及び運搬具の帳簿

価額全額を回収可能価額まで減額し当該減少額を減損

損失（5,096千円）として特別損失に計上しておりま

す。 

 なお、回収可能価額については、正味売却価額を採

用しており、他への転用や売却が困難であることから

零円としております。 

  

※３．たな卸資産除却損 

碼科泰克（上海）化学有限公司において化粧品事業

から撤退したことに伴うたな卸資産除却損でありま

す。 

※３．        ────── 
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 前連結会計年度（自 平成19年10月1日 至 平成20年9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 

（変動事由の概要） 

普通株式の発行済株式の総数の減少は、自己株式の消却による減少300,800株であります。 

 普通株式の自己株式の株式数の増加は、取締役会決議による自己株式の取得による増加300,800株、単元未満株式の

買取79株であります。 

普通株式の自己株式の株式数の減少は、自己株式の消却による減少300,800株であります。 

  

 ２．新株予約権に関する事項 

 ３．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 

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末 

株式数㈱ 
当連結会計年度
増加株式数㈱ 

当連結会計年度
減少株式数㈱ 

当連結会計年度末
株式数㈱ 

発行済株式         

 普通株式  5,252,664  －  300,800  4,951,864

合計  5,252,664  －  300,800  4,951,864

自己株式         

 普通株式  629,433  300,879  300,800  629,512

合計  629,433  300,879  300,800  629,512

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種

類 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当連結会計
年度末残高
（千円） 前連結会計

年度末 
当連結会計
年度増加 

当連結会計
年度減少 

当連結会計
年度末 

 提出会社 

（親会社） 

 ストック・オプションとして

の新株予約権 
 普通株式  －  －  －  －  14,096

 合計  －  －  －  －  －  14,096

  
(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12月21日 

定時株主総会 
普通株式  138,696  30.00  平成19年9月30日  平成19年12月25日 

  
(決議) 

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12月24日 

定時株主総会 
普通株式  151,282  利益剰余金  35.00 平成20年9月30日  平成20年12月25日 
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 当連結会計年度（自 平成20年10月1日 至 平成21年9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 

 ２．新株予約権に関する事項 

 ３．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 

  
前連結会計年度末 

株式数㈱ 
当連結会計年度
増加株式数㈱ 

当連結会計年度
減少株式数㈱ 

当連結会計年度末
株式数㈱ 

発行済株式         

 普通株式  4,951,864  －  －  4,951,864

合計  4,951,864  －  －  4,951,864

自己株式         

 普通株式  629,512  －  －  629,512

合計  629,512  －  －  629,512

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種

類 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当連結会計
年度末残高
（千円） 前連結会計

年度末 
当連結会計
年度増加 

当連結会計
年度減少 

当連結会計
年度末 

 提出会社 

（親会社） 

 ストック・オプションとして

の新株予約権 
 普通株式  － － －  －  35,669

 合計  － － － －  －  35,669

  
(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12月24日 

定時株主総会 
普通株式  151,282  35.00  平成20年9月30日  平成20年12月25日 

  
(決議) 

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12月22日 

定時株主総会 
普通株式  151,282  利益剰余金  35.00 平成21年9月30日  平成21年12月24日 
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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10月１日 
至 平成20年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

１．現金及び現金同等物との期末残高と連結貸借対照表に

記載されている科目の金額との関係 

１．現金及び現金同等物との期末残高と連結貸借対照表に

記載されている科目の金額との関係 

  （千円）

現金及び預金勘定  2,672,532

預入期間が３ヶ月を超える定期預金   △1,000,000

有価証券（ＭＲＦ）   46,771

現金及び現金同等物  1,719,304

  （千円）

現金及び預金勘定  2,829,122

預入期間が３ヶ月を超える定期預金   △700,000

現金及び現金同等物  2,129,122
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（リース取引関係）

前連結会計年度 

（自 平成19年10月１日 

  至 平成20年９月30日） 

当連結会計年度  

（自 平成20年10月１日 

  至 平成21年９月30日） 

１．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)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

１．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 

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

  
取得価額 
相当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円） 

機械装置及び
運搬具  3,868  1,076  2,792

合計  3,868  1,076  2,792

  
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円） 

機械装置及び
運搬具  3,868  1,850  2,018

合計  3,868  1,850  2,018

（注） 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定しております。 

（注）          同左 

(2)未経過リース料期末残高相当額等 

 未経過リース料期末残高相当額 

(2)未経過リース料期末残高相当額等 

 未経過リース料期末残高相当額 

１年内        千円 773

１年超      千円 2,018

合計 千円 2,792

１年内 千円 773

１年超 千円 1,244

合計 千円 2,018

（注） 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子込み法により算定し

ております。 

（注）          同左 

(3)支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額及び減損損失 

(3)支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額及び減損損失 

支払リース料        千円 773

減価償却費相当額       千円 773

支払リース料 千円 773

減価償却費相当額 千円 773

(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 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内 千円8,691

１年超 千円22,055

合計 千円30,746

１年内 千円8,691

１年超 千円13,363

合計 千円22,055

 (減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はありません。 

 (減損損失について） 

同左 

マークテック㈱（4954）　平成21年9月期決算短信

－30－



１．その他有価証券で時価のあるもの 

注) 当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある銘柄について 千円の減損処理を実施しました。減損

処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落している銘柄は全て、30％以上50％未満下

落している銘柄については、過去一定期間の時価の推移等により回復可能性を判定して減損処理を行っておりま

す。 

  

２．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 

（有価証券関係）

  種類

前連結会計年度（平成20年９月30日） 当連結会計年度（平成21年９月30日）

取得原価
（千円） 

連結貸借対照
表計上額 

（千円） 
差額（千円）

取得原価
（千円） 

連結貸借対照
表計上額 

（千円） 
差額（千円）

連結貸借対照表 

計上額が取得原価

を超えるもの 

(1）株式  4,747  5,978  1,230  96,767  114,480  17,712

(2）債券  －  －  －  －  －  －

(3）その他  －  －  －  －  －  －

小計  4,747  5,978  1,230  96,767  114,480  17,712

連結貸借対照表 

計上額が取得原価

を超えないもの 

(1）株式  315,116  250,342  △64,774  316,655  252,322  △64,332

(2）債券  －  －  －  －  －  －

(3）その他  －  －  －  －  －  －

小計  315,116  250,342  △64,774  316,655  252,322  △64,332

合計  319,864  256,320  △63,544  413,422  366,802  △46,619

255

種類 
前連結会計年度（平成20年９月30日） 当連結会計年度（平成21年９月30日）

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券     

非上場株式  3,300  3,300

ＭＲＦ   46,771  －

（デリバティブ取引関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

 期末残高がないため、該当事項はありません。 

 なお、当社は通常デリバティブ取引を行っておりませ

ん。 

 当社グループはデリバティブ取引を全く利用していない

ため、該当事項はありません。 
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１．採用している退職給付制度の概要 

当社グループは退職一時金制度及び年金制度について確定拠出年金制度を採用しております。 

なお、子会社1社については退職一時金制度を採用しております。  

２．退職給付債務に関する事項 

３．退職給付費用に関する事項 

（退職給付関係）

  
前連結会計年度

（平成20年９月30日） 
当連結会計年度

（平成21年９月30日） 

(1)退職給付債務（千円）  △18,001  △14,719

(2)年金資産（千円）  －  －

(3)退職給付引当金（千円）  △18,001  △14,719

  
前連結会計年度

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

当連結会計年度
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

退職給付費用     

(1) 勤務費用（千円）  2,159  2,453

(2) 確定拠出年金に係る拠出額（千円）  33,130  33,246

(3) 退職給付費用（千円）  35,289  35,700
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 前連結会計年度（自 平成19年10月１日 至 平成20年９月30日） 

 １．ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名 

売上原価           3,807千円 

販売費及び一般管理費    10,289千円 

 ２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

 (1) ストック・オプションの内容 

 （注）株式数に換算して記載しております。 

  

 (2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 

当連結会計年度（平成20年９月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプション

の数については、株式数に換算して記載しております。 

①ストック・オプションの数 

  

②単価情報 

（ストック・オプション等関係）

  平成20年ストック・オプション 

 付与対象者の区分及び人数 
 当社取締役   5名 

 当社従業員  89名 

 株式の種類別のストック・オプションの数 

（注） 
 普通株式 159,800株 

 付与日  平成20年３月３日 

 権利確定条件 

  付与日（平成20年３月３日）以降、権利確定日（平成23年２月13

日）まで継続して勤務していること。ただし、定年退職及び任期満了

は除く。 

 対象勤務期間  自平成20年３月３日 至平成23年２月13日 

 権利行使期間  自平成23年２月14日 至平成25年２月13日 

  平成20年ストック・オプション 

 権利確定前      （株）      

  前連結会計年度末  －

  付与  159,800

  失効  －

  権利確定  2,600

  未確定残  157,200

 権利確定後      （株）      

  前連結会計年度末  －

  権利確定  －

  権利行使  －

  失効  －

  未行使残  －

  平成20年ストック・オプション 

 権利行使価格      （円）  1,540

 行使時平均株価     （円）  －

 付与日における公正な評価単価 

             （円） 
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 ３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

 当連結会計年度において付与された平成20年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下の

とおりであります。 

① 使用した評価技法     ブラック・ショールズ式 

② 主な基礎数値及び見積方法 

（注）１．3.9年間（平成16年3月18日から平成20年2月29日まで）の株価実績に基づき算定しております。 

２．十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使

されるものと推定して見積もっております。 

３．平成19年９月期の配当実績によっております。 

４．予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。 

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

  基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しており

ます。 

  平成20年ストック・オプション 

 株価変動性（注）１               33％ 

 予想残存期間（注）２              3.9年 

 予想配当（注）３             30円／株 

 無リスク利子率（注）４              0.73％ 
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 当連結会計年度（自 平成20年10月１日 至 平成21年９月30日） 

 １．ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名 

売上原価           4,955千円 

販売費及び一般管理費    16,617千円 

 ２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

 (1) ストック・オプションの内容 

 （注）株式数に換算して記載しております。 

  

 (2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 

当連結会計年度（平成20年９月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプション

の数については、株式数に換算して記載しております。 

①ストック・オプションの数 

  

②単価情報 

  平成20年ストック・オプション 

 付与対象者の区分及び人数 
 当社取締役   5名 

 当社従業員  89名 

 株式の種類別のストック・オプションの数 

（注） 
 普通株式 159,800株 

 付与日  平成20年３月３日 

 権利確定条件 

  付与日（平成20年３月３日）以降、権利確定日（平成23年２月13

日）まで継続して勤務していること。ただし、定年退職及び任期満了

は除く。 

 対象勤務期間  自平成20年３月３日 至平成23年２月13日 

 権利行使期間  自平成23年２月14日 至平成25年２月13日 

  平成20年ストック・オプション 

 権利確定前      （株）      

  前連結会計年度末  157,200

  付与  －

  失効  2,100

  権利確定  6,600

  未確定残  148,500

 権利確定後      （株）      

  前連結会計年度末  －

  権利確定  －

  権利行使  －

  失効  －

  未行使残  －

  平成20年ストック・オプション 

 権利行使価格      （円）  1,540

 行使時平均株価     （円）      

 付与日における公正な評価単価 

             （円） 
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 ３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

 当連結会計年度において付与された平成20年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下の

とおりであります。 

① 使用した評価技法     ブラック・ショールズ式 

② 主な基礎数値及び見積方法 

（注）１．3.9年間（平成16年3月18日から平成20年2月29日まで）の株価実績に基づき算定しております。 

２．十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使

されるものと推定して見積もっております。 

３．平成19年９月期の配当実績によっております。 

４．予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。 

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

  基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しており

ます。 

  

  平成20年ストック・オプション 

 株価変動性（注）１               33％ 

 予想残存期間（注）２              3.9年 

 予想配当（注）３             30円／株 

 無リスク利子率（注）４              0.73％ 
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前連結会計年度（自平成19年10月１日 至平成20年９月30日） 

該当事項はありません。 

当連結会計年度（自平成20年10月１日 至平成21年９月30日） 

該当事項はありません。 

（税効果会計関係）

前連結会計年度 
（平成20年９月30日） 

当連結会計年度 
（平成21年９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） 

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） 

未払賞与 千円 52,791

未払事業税 千円 16,874

役員退職慰労引当金 千円 48,089

その他有価証券評価差額金  千円25,690

投資有価証券評価損  千円24,365

未実現利益 千円 16,790

その他 千円 20,017

合計 千円 204,619

長期棚卸資産評価損 千円 9,963

賞与引当金 千円 29,432

役員退職慰労引当金 千円 52,237

その他有価証券評価差額金  千円18,848

未実現利益 千円 21,044

その他 千円 36,176

合計 千円 167,701

（繰延税金負債） （繰延税金負債） 

土地圧縮積立金 千円 154,135

その他 千円 31,157

合計 千円 185,293

繰延税金資産・負債の純額 千円 19,326

土地圧縮積立金 千円 154,135

その他 千円 175,082

合計 千円 329,218

繰延税金資産・負債の純額 千円 △161,516

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

との差異原因の主な項目別内訳 

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であるた

め注記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

との差異原因の主な項目別内訳 

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であるた

め注記を省略しております。 

（企業結合等関係）
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前連結会計年度（自 平成19年10月１日 至 平成20年９月30日） 

当連結会計年度（自 平成20年10月１日 至 平成21年９月30日） 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
非破壊検査
事業 
（千円） 

マーキング
事業 
（千円） 

その他事業
（千円） 

計（千円） 
消去又は全
社 
（千円） 

連結
（千円） 

Ⅰ．売上高及び営業損益             

売上高             

(1)外部顧客に対する売上高  4,279,904  2,603,568  198,171  7,081,643  －  7,081,643

(2)セグメント間の内部売上高  －  －  －  －  －  －

計  4,279,904  2,603,568  198,171  7,081,643  －  7,081,643

営業費用  3,097,013  1,735,237  238,580  5,070,831  756,215  5,827,047

営業利益又は損失（△）  1,182,891  868,330  △40,409  2,010,812 (756,215)  1,254,596

Ⅱ．資産、減価償却費、減損損

失及び資本的支出 
            

資産  4,101,687  2,007,594  345,546  6,454,828  2,839,555  9,294,383

減価償却費  75,873  30,822  2,932  109,628  37,369  146,997

減損損失   12,690  －  15,556  28,246  －  28,246

資本的支出  74,334  20,041  1,389  95,766  33,120  128,886

  
非破壊検査
事業 
（千円） 

マーキング
事業 
（千円） 

その他事業
（千円） 

計（千円） 
消去又は全
社 
（千円） 

連結
（千円） 

Ⅰ．売上高及び営業損益             

売上高             

(1)外部顧客に対する売上高  3,599,922  2,281,300  162,117  6,043,340  －  6,043,340

(2)セグメント間の内部売上高  －  －  －  －  －  －

計  3,599,922  2,281,300  162,117  6,043,340  －  6,043,340

営業費用  2,697,083  1,562,678  181,737  4,441,500  793,231  5,234,732

営業利益又は損失（△）  902,838  718,621  △19,620  1,601,840 (793,231)  808,608

Ⅱ．資産、減価償却費、減損損

失及び資本的支出 
            

資産  3,638,532  1,619,825  269,034  5,527,392  3,110,476  8,637,868

減価償却費  87,149  36,114  2,333  125,598  41,509  167,107

減損損失   －  －  －  －  －  －

資本的支出  74,663  108,494  17,207  200,365  30,237  230,602
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 （注）１．事業区分の方法 

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

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 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産 

５．減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれております。 

  

事業区分 主要製品 

非破壊検査事業 探傷剤、探傷装置 

マーキング事業 印字装置、マーキング装置、ペイント 

その他事業 機械装置、化成品 

前連結会計年度 当連結会計年度 主な内容 

756,215千円 793,231千円 
研究開発費及び当社の総務・経理部門等の管理部門

に係る費用であります。 

前連結会計年度 当連結会計年度 主な内容 

      2,839,555千円   3,110,476千円 
当社の余資運用資金（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。 
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前連結会計年度（自 平成19年10月１日 至 平成20年９月30日） 

当連結会計年度（自 平成20年10月１日 至 平成21年９月30日） 

 （注）１．国又は地域の区分は地理的近接度によっております。 

    ２．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 

３．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産 

  

ｂ．所在地別セグメント情報

  
日本 

（千円） 
中国 

（千円） 
韓国

（千円） 
タイ

 （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

損益 
              

売上高               

(1)外部顧客に対す

る売上高 
 4,589,806  1,894,609  431,840  165,386  7,081,643  －  7,081,643

(2)セグメント間の

内部売上高 
 300,812  262,186  －  －  562,998 (562,998)  －

計  4,890,619  2,156,795  431,840  165,386  7,644,642 (562,998)  7,081,643

営業費用  3,498,093  1,625,314  392,200  118,221  5,633,830  193,216  5,827,047

営業利益  1,392,525  531,481  39,640  47,164  2,010,812 (756,215)  1,254,596

Ⅱ．資産  4,739,740  1,529,563  247,922  118,300  6,635,525  2,658,858  9,294,383

  
日本 

（千円） 
中国 

（千円） 
韓国

（千円） 
タイ

 （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

損益 
              

売上高               

(1)外部顧客に対す

る売上高 
 3,710,311  1,626,478  609,918  96,633  6,043,340  －  6,043,340

(2)セグメント間の

内部売上高 
 273,305  258,770  －  －  532,075 (532,075)  －

計  3,983,616  1,885,248  609,918  96,633  6,575,416 (532,075)  6,043,340

営業費用  3,023,856  1,327,022  536,247  86,449  4,973,576  261,156  5,234,732

営業利益  959,759  558,226  73,670  10,183  1,601,840 (793,231)  808,608

Ⅱ．資産  3,573,189  1,667,125  293,973  151,151  5,685,439  2,952,429  8,637,868

前連結会計年度 当連結会計年度 主な内容 

756,215千円 793,231千円 
研究開発費及び当社の総務・経理部門等の管理部門

に係る費用であります。 

前連結会計年度 当連結会計年度 主な内容 

2,839,555千円 3,110,476千円
当社の余資運用資金（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。 
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前連結会計年度（自 平成19年10月１日 至 平成20年９月30日） 

当連結会計年度（自 平成20年10月１日 至 平成21年９月30日） 

 （注）１．国又は地域の区分は地理的近接度によっております。 

２．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

前連結会計年度（自平成19年10月１日 至平成20年９月30日） 

該当事項はありません。 

当連結会計年度（自平成20年10月１日 至平成21年９月30日） 

  該当事項はありません。 

ｃ．海外売上高

  中国 韓国 タイ その他 合計

Ⅰ．海外売上高（千円）  1,914,045  431,840  196,245  250,148  2,792,281

Ⅱ．連結売上高（千円）  －  －  －  －  7,081,643

Ⅲ．連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 27.0  6.1  2.8  3.5  39.4

  中国 韓国 タイ その他 合計

Ⅰ．海外売上高（千円）  1,643,658  609,918  140,416  240,234  2,634,227

Ⅱ．連結売上高（千円）  －  －  －  －  6,043,340

Ⅲ．連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 27.2  10.1  2.3  4.0  43.6

（関連当事者情報）
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 （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。 

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

１株当たり純資産額 円 銭 1,490 93

１株当たり当期純利益金額 円 銭 121 90

１株当たり純資産額 円 銭 1,499 83

１株当たり当期純利益金額 円 銭 62 86

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、希薄化効果を有している潜在株式がないため記

載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、希薄化効果を有している潜在株式がないため記

載しておりません。 

  
前連結会計年度

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

当連結会計年度
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

１株当たり当期純利益金額（千円）     

当期純利益（千円）  560,747  271,695

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）  560,747  271,695

期中平均株式数（株）  4,600,062  4,322,352

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり当期純利益金額の算定に

含めなかった潜在株式の概要 

 平成19年12月21日定時株主総会

決議によるストック・オプション

としての新株予約権（株式の数

159,800株） 

同左 

  

  

  

（重要な後発事象）

前連結会計年度 
（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

該当事項はありません。 該当事項はありません。 
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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９月30日) 

当事業年度 
(平成21年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,001,473 2,248,327

受取手形 577,682 306,325

売掛金 1,276,258 900,945

有価証券 46,771 －

商品 9,102 －

製品 190,206 －

原材料 221,481 －

商品及び製品 － 165,293

仕掛品 495,991 87,705

原材料及び貯蔵品 － 226,827

前渡金 17,280 5,166

前払費用 8,197 5,658

繰延税金資産 89,682 50,374

未収入金 3,524 108,098

その他 744 218

貸倒引当金 △383 △362

流動資産合計 4,938,013 4,104,578

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,278,608 1,283,308

減価償却累計額 △469,770 △515,839

建物及び構築物（純額） 808,838 767,469

機械装置及び運搬具 442,789 449,646

減価償却累計額 △275,135 △312,540

機械装置及び運搬具（純額） 167,654 137,106

土地 1,084,660 1,084,660

リース資産 － 11,972

減価償却累計額 － △1,756

リース資産（純額） － 10,216

その他 333,788 348,442

減価償却累計額 △253,552 △275,293

その他（純額） 80,236 73,149

有形固定資産合計 2,141,389 2,072,601

無形固定資産   

借地権 28,196 28,196

電話加入権 4,223 4,223

ソフトウエア 71,565 60,121

ソフトウエア仮勘定 2,747 －

無形固定資産合計 106,732 92,540
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年９月30日) 

当事業年度 
(平成21年９月30日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 259,620 370,102

関係会社株式 42,001 54,113

関係会社出資金 156,089 156,089

関係会社長期貸付金 － 118,691

長期前払費用 10,942 12,583

保険積立金 89,052 89,052

その他 20,759 21,794

投資その他の資産合計 578,465 822,428

固定資産合計 2,826,587 2,987,570

資産合計 7,764,600 7,092,149

負債の部   

流動負債   

支払手形 762,244 302,962

買掛金 261,908 105,946

リース債務 － 2,478

未払金 26,129 15,913

未払費用 174,831 39,227

未払法人税等 198,109 14,081

賞与引当金 － 76,190

役員賞与引当金 58,500 36,089

その他 40,671 36,762

流動負債合計 1,522,395 629,652

固定負債   

リース債務 － 8,248

繰延税金負債 55,989 68,628

役員退職慰労引当金 118,945 129,205

固定負債合計 174,934 206,081

負債合計 1,697,329 835,733
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年９月30日) 

当事業年度 
(平成21年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,503,020 1,503,020

資本剰余金   

資本準備金 1,742,480 1,742,480

資本剰余金合計 1,742,480 1,742,480

利益剰余金   

利益準備金 121,300 121,300

その他利益剰余金   

土地圧縮積立金 227,066 227,066

別途積立金 2,650,000 2,850,000

繰越利益剰余金 543,268 500,756

利益剰余金合計 3,541,634 3,699,123

自己株式 △696,106 △696,106

株主資本合計 6,091,028 6,248,516

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △37,853 △27,771

評価・換算差額等合計 △37,853 △27,771

新株予約権 14,096 35,669

純資産合計 6,067,271 6,256,415

負債純資産合計 7,764,600 7,092,149
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年10月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高   

製品売上高 4,331,251 3,514,817

商品売上高 559,368 468,798

売上高合計 4,890,619 3,983,616

売上原価   

製品売上原価   

製品期首たな卸高 245,289 190,206

当期製品製造原価 2,453,182 2,159,128

合計 2,698,472 2,349,335

製品他勘定振替高 6,924 13,642

製品期末たな卸高 190,206 158,726

製品売上原価 2,501,340 2,176,966

商品売上原価   

商品期首たな卸高 9,677 9,102

当期商品仕入高 449,853 374,039

合計 459,531 383,141

商品他勘定振替高 1,514 1,063

商品期末たな卸高 9,102 6,567

商品売上原価 448,915 375,511

売上原価合計 2,950,256 2,552,477

売上総利益 1,940,363 1,431,138

販売費及び一般管理費 1,188,038 1,105,023

営業利益 752,324 326,115

営業外収益   

受取配当金 121,924 167,774

その他 5,415 11,138

営業外収益合計 127,339 178,912

営業外費用   

支払手数料 1,192 885

為替差損 509 2,751

その他 15 1,078

営業外費用合計 1,718 4,715

経常利益 877,945 500,312

特別利益   

貸倒引当金戻入額 181 －

特別利益合計 181 －

特別損失   

投資有価証券評価損 60,266 －

固定資産除却損 4,470 －

特別損失合計 64,737 －
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年10月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

税引前当期純利益 813,390 500,312

法人税、住民税及び事業税 366,131 146,435

法人税等調整額 △29,587 45,105

法人税等合計 336,544 191,541

当期純利益 476,845 308,770
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（注） 

製造原価明細書

    
前事業年度

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円）
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

Ⅰ．原材料費    1,693,547  64.9  1,021,296  58.7

Ⅱ．労務費    350,319  13.4  319,212  18.3

Ⅲ．経費    565,783  21.7  399,425  23.0

（うち外注加工費）    (343,583)  (13.2)  (197,131)  (11.3)

（うち減価償却費）    (65,223)  (2.5)  (81,386)  (4.6)

当期総製造費用    2,609,650  100.0  1,739,934  100.0

期首仕掛品たな卸高    358,078    495,991   

計    2,967,729    2,235,925   

期末仕掛品たな卸高    495,991    87,705   

他勘定振替高  ※２  18,555    10,908   

当期製品製造原価    2,453,182    2,159,128   

            

前事業年度 
（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

 １．原価計算の方法 

機械装置は個別原価計算を採用しております。 

探傷剤等の化成品は予定総合原価計算を採用してお

り、期末において予定原価と実際原価との差額を調整

して、実際原価に修正しております。 

 １．原価計算の方法 

同左 

※２．他勘定振替高は次のとおりであります。 ※２．他勘定振替高は次のとおりであります。 

製造経費       千円18,555 製造経費 千円10,908
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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10月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,503,020 1,503,020

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,503,020 1,503,020

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,742,480 1,742,480

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,742,480 1,742,480

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 121,300 121,300

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 121,300 121,300

その他利益剰余金   

土地圧縮積立金   

前期末残高 227,066 227,066

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 227,066 227,066

別途積立金   

前期末残高 2,450,000 2,650,000

当期変動額   

別途積立金の積立 200,000 200,000

当期変動額合計 200,000 200,000

当期末残高 2,650,000 2,850,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 737,740 543,268

当期変動額   

別途積立金の積立 △200,000 △200,000

剰余金の配当 △138,696 △151,282

当期純利益 476,845 308,770

自己株式の処分 △332,620 －

当期変動額合計 △194,472 △42,511

当期末残高 543,268 500,756
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年10月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

利益剰余金合計   

前期末残高 3,536,106 3,541,634

当期変動額   

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △138,696 △151,282

当期純利益 476,845 308,770

自己株式の処分 △332,620 －

当期変動額合計 5,527 157,488

当期末残高 3,541,634 3,699,123

自己株式   

前期末残高 △670,661 △696,106

当期変動額   

自己株式の取得 △358,065 －

自己株式の処分 332,620 －

当期変動額合計 △25,445 －

当期末残高 △696,106 △696,106

株主資本合計   

前期末残高 6,110,945 6,091,028

当期変動額   

剰余金の配当 △138,696 △151,282

当期純利益 476,845 308,770

自己株式の取得 △358,065 －

自己株式の処分 － －

当期変動額合計 △19,917 157,488

当期末残高 6,091,028 6,248,516

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 93,396 △37,853

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △131,249 10,081

当期変動額合計 △131,249 10,081

当期末残高 △37,853 △27,771

新株予約権   

前期末残高 － 14,096

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 14,096 21,573

当期変動額合計 14,096 21,573

当期末残高 14,096 35,669
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年10月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

純資産合計   

前期末残高 6,204,341 6,067,271

当期変動額   

剰余金の配当 △138,696 △151,282

当期純利益 476,845 308,770

自己株式の取得 △358,065 －

自己株式の処分 － －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △117,153 31,655

当期変動額合計 △137,070 189,144

当期末残高 6,067,271 6,256,415

マークテック㈱（4954）　平成21年9月期決算短信

－51－



 該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に関する注記
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重要な会計方針

項目 
前事業年度

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９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を採用してお

ります。 

(1)子会社株式 

同左 

(2)その他有価証券 

 （時価のあるもの） 

 期末日の市場価格等に基づく時価法を

採用しております。（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しております。） 

(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を採用してお

ります。 

 （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 

(1)製品・仕掛品  

 機械装置は個別原価計算による個別法

に基づく原価法を採用しております。 

 探傷剤等の化成品は予定総合原価計算

を採用しており、期末において予定原価

と実際原価との差額を調整して、実際原

価に修正しております。 

(1)製品・仕掛品 

機械装置は個別原価計算による個別法

に基づく原価法（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）を採用しております。 

探傷剤等の化成品は予定総合原価計算

を採用しており、期末において予定原価

と実際原価との差額を調整して、実際原

価に修正しております。 

  (2)商品・原材料 

 移動平均法による原価法を採用してお

ります。 

(2)商品・原材料 

移動平均法による原価法（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）を採用して

おります。 

 （会計方法の変更） 

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）を適用しておりま

す。 

 これによる、営業利益、経常利益及び

税金等調整前当期純利益に与える影響は

ありません。 
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項目 
前事業年度

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

３．固定資産の減価償却の方

法 

(1)有形固定資産  

  定額法を採用しております。 

 主な耐用年数は、以下のとおりであり

ます。 

   建物   15年～50年 

   機械装置 11年～13年 

────── 

(1)有形固定資産（リース資産を除く） 

定額法を採用しております。 

主な耐用年数は、以下のとおりであり

ます。 

  建物   15年～50年 

  機械装置  8年～10年 

（追加情報） 

 当社の機械装置については、従来、耐

用年数を11年～13年としておりました

が、当事業年度より8年～10年に変更して

おります。   

  (2)ソフトウエア(自社利用)   

  社内における見込利用可能期間（５

年）による定額法を採用しております。 

  

      ─────  

(2)ソフトウエア（自社利用） 

 （リース資産を除く)  

同左 

  

(3)リース資産 

リース資産を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法を採用しております。

４．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物

為替相場により円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しております。 

同左 

５．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。 

(1)貸倒引当金 

同左 

         ───── 

  

(2)賞与引当金 

従業員に対する賞与の支給額に備える

ため、従業員賞与支給見込額のうち、当

事業年度負担額を計上しております。 

（追加情報） 

前事業年度においては、従業員賞与に

関する期末未払額を未払費用として計上

しておりましたが、当事業年度において

従業員に対する賞与支給額の算定方法を

変更した結果、財務諸表作成時に支給額

が確定しないことになったため、「未払

従業員賞与の財務諸表における表示科目

について」（日本公認会計士協会リサー

チ・センター審理情報No.15）に基づき、

当事業年度より支給見込額を賞与引当金

として計上しております。なお前事業年

度において、未払費用として計上されて

いた賞与支給確定額は 千円であり

ます。 

130,574
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項目 
前事業年度

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

  (2)役員賞与引当金 

 役員に対する賞与の支給に備えるた

め、役員賞与支給見込額のうち、当事業

年度負担額を計上しております。 

(3)役員賞与引当金 

同左 

  

  

  (3)役員退職引当金 

 役員退職慰労金の支払に備えるため、

内規に基づく期末要支給額を計上してお

ります。 

(4)役員退職引当金 

同左 

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．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 

税抜方式によっております。 

同左 
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会計処理方法の変更

前事業年度 

（自 平成19年10月１日 

   至 平成20年９月30日）  

当事業年度 

（自 平成20年10月１日 

   至 平成21年９月30日） 

          ────── 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 （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方法に準じた会計処理

によっております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権

移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用し

ております。 

 これによる当事業年度の営業利益、経常利益及び税金

等調整前当期純利益に与える影響はありません。 
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表示方法の変更

前事業年度  

（自 平成19年10月１日 

  至 平成20年９月30日）  

 当事業年度  

 （自 平成20年10月１日 

    至 平成21年９月30日）  

          ──────  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

 （貸借対照表） 

①「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

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、前事業年

度において、「商品」「製品」「原材料」として掲記

されていたものは、当事業年度から「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、前事業年度の「商品及び製品」「仕掛

品」「原材料及び貯蔵品」はそれぞれ 千円、

千円、 千円であります。 

 ②未収入金は金額的重要性が増したため、当事業年度よ

り区分掲記することとしました。なお、前事業年度は

流動負債の「その他」に 千円含まれております。

9,102

190,206 221,481

3,524
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成20年９月30日） 

当事業年度 
（平成21年９月30日） 

※１．関係会社に対する債権 ※１．関係会社に対する債権 

   売掛金   千円161,291    売掛金 

   未収入金   

千円

千円

154,220

100,275

      

 ２．輸出手形割引高   千円8,665  ２．輸出手形割引高 千円4,084

輸出貿易信用状取引における銀行間決済未済の銀行

手形買取残高であり、手形割引高に準じて記載してお

ります。 

同左 

  

（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

※１．他勘定振替高は次のとおりであります。 ※１．他勘定振替高は次のとおりであります。 

（製品） 販売費及び一般管理費  千円2,278

  製造経費 千円3,892

  その他  千円754

  合計 千円6,924

（商品） 販売費及び一般管理費 千円1,382

  その他  千円131

  合計 千円1,514

（製品）販売費及び一般管理費  千円2,094

  製造経費 千円2,997

  その他  千円8,550

  合計 千円13,642

（商品）販売費及び一般管理費 千円909

  その他  千円154

  合計 千円1,063

※２．販売費に属する費用のおおよその割合は46.9％であ

り、一般管理費に属する費用のおおよその割合は

53.1％であります。 

主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

※２．販売費に属する費用のおおよその割合は42.0％であ

り、一般管理費に属する費用のおおよその割合は58.0

％であります。 

主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

荷造運賃 千円91,155

給料手当 千円256,901

役員報酬 千円113,480

賞与 千円139,407

役員賞与引当金繰入額 千円56,800

減価償却費 千円35,843

役員退職慰労引当金繰入額 千円9,925

研究開発費 千円122,032

荷造運賃 千円69,996

給料手当 千円258,784

役員報酬 千円116,238

賞与引当金繰入額 千円101,922

役員賞与引当金繰入額 千円35,489

減価償却費 千円42,013

役員退職慰労引当金繰入額 千円10,260

研究開発費 千円109,455

※３．関係会社との取引に係るものは次のとおりでありま

す。 

※３．関係会社との取引に係るものは次のとおりでありま

す。 

受取配当金 千円114,652 受取配当金       千円158,667

※４．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※４．        ────── 

建物  千円1,858

機械及び装置       千円596

工具、器具及び備品 千円2,015
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前事業年度（自 平成19年10月1日 至 平成20年9月30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株式数の増加は、取締役会決議による自己株式の取得による増加300,800株、単元未満株式

の買取79株であります。 

 普通株式の自己株式の株式数の減少は、自己株式の消却による減少300,800株であります。 

当事業年度（自 平成20年10月1日 至 平成21年9月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（株主資本等変動計算書関係）

  
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） 

普通株式（注）  629,433  300,879  300,800  629,512

合計  629,433  300,879  300,800  629,512

  
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） 

普通株式  629,512  －  －  629,512

合計  629,512  －  －  629,512
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（リース取引関係）

前事業年度 
（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

１．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）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額  

（注） 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有

形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定しております。 

(2）未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

（注） 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース

料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割

合が低いため、支払利子込み法により算定しており

ます。 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額及び減損損失 

(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。 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

（減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失はありません。 

  
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円） 

車両及び運搬
具  3,868  1,076  2,792

合計  3,868  1,076  2,792

１年内 千円773

１年超 千円2,018

合計 千円2,792

支払リース料 千円773

減価償却費相当額 千円773

１年内 千円8,691

１年超 千円22,055

合計 千円30,746

１.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  

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

  
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円） 

車両及び運搬
具  3,868  1,850  2,018

合計  3,868  1,850  2,018

（注）        同左 

(2）未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

１年内 千円773

１年超 千円1,244

合計 千円2,018

（注）         同左 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額及び減損損失 

支払リース料 千円773

減価償却費相当額 千円773

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内 千円8,691

１年超 千円13,363

合計 千円22,055

（減損損失について） 

同左 
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 前事業年度（自 平成19年10月１日 至 平成20年９月30日）及び当事業年度（自 平成20年10月１日 至 平

成21年９月30日） 

 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）

（税効果会計関係）

前事業年度 
（平成20年９月30日） 

当事業年度 
（平成21年９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 

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 

未払賞与 千円52,791

未払事業税 千円16,874

役員退職慰労引当金 千円48,089

その他有価証券評価差額金  千円25,690

投資有価証券評価損  千円24,365

その他 千円20,017

繰延税金資産計 千円187,829

長期棚卸資産評価損 千円9,963

賞与引当金 千円29,432

役員退職慰労引当金 千円52,237

その他有価証券評価差額金  千円18,848

その他 千円25,400

繰延税金資産計 千円135,881

繰延税金負債 繰延税金負債 

土地圧縮積立金 千円154,135

繰延税金負債計 千円154,135

繰延税金資産・負債の純額 千円33,693

土地圧縮積立金 千円154,135

繰延税金負債計 千円154,135

繰延税金資産・負債の純額 千円△18,253

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

との差異原因の主な項目別内訳 

 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であるた

め注記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

との差異原因の主な項目別内訳 

 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であるた

め注記を省略しております。 
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 （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。 

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

１株当たり純資産額       円 銭1,400 44

１株当たり当期純利益金額     円 銭103 66

１株当たり純資産額 円 銭1,439 20

１株当たり当期純利益金額 円 銭71 44

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、希薄化効果を有している潜在株式がないため記載し

ておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、希薄化効果を有している潜在株式がないため記載し

ておりません。 

  
前事業年度

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益（千円）  476,845  308,770

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）  476,845  308,770

期中平均株式数（株）  4,600,062  4,322,352

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり当期純利益金額の算定に

含めなかった潜在株式の概要 

 平成19年12月21日定時株主総会決

議によるストック・オプションとし

ての新株予約権（株式の数159,800

株） 

同左 

（重要な後発事象）

前事業年度 
（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

該当事項はありません。 該当事項はありません。 
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(1）役員の異動 

該当事項はありません。  

  

(2）その他 

 当該事項はありません。  

  

６．その他
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