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1.  21年12月期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年12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12月期 3,196 △47.7 168 △83.8 183 △82.7 2 △99.5

20年12月期 6,108 35.6 1,041 20.4 1,061 18.6 623 24.5

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12月期 1.97 ― 0.1 3.1 5.3
20年12月期 503.01 ― 14.8 16.7 17.0

（参考） 持分法投資損益 21年12月期  ―百万円 20年12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12月期 5,858 4,923 84.1 3,198.05
20年12月期 6,356 4,479 70.5 3,613.74

（参考） 自己資本   21年12月期  4,923百万円 20年12月期  4,479百万円

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12月期 △624 △1,074 422 2,251
20年12月期 1,289 △102 △51 3,527

2.  配当の状況 

（注）21年12月期期末配当金の内訳 普通配当６円00銭 記念配当30円00銭 

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12月期 ― 0.00 ― 51.00 51.00 63 10.1 1.5
21年12月期 ― 0.00 ― 36.00 36.00 55 1,903.3 1.1

22年12月期 
（予想）

― 0.00 ― 25.00 ― 20.7

3.  22年12月期の連結業績予想（平成22年1月1日～平成22年12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

812 △54.9 △107 ― △71 ― △71 ― △46.77

通期 2,837 △11.2 279 65.3 337 83.8 185 ― 120.73
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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、18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」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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12月期 1,539,600株 20年12月期 1,239,600株

② 期末自己株式数 21年12月期  ―株 20年12月期  ―株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年12月期の個別業績（平成21年1月1日～平成21年12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12月期 3,194 △47.6 251 △75.1 285 △72.8 113 △81.5

20年12月期 6,102 36.5 1,008 23.6 1,048 21.1 612 26.2

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年12月期 76.52 ―

20年12月期 494.50 ―

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12月期 5,744 4,835 84.2 3,140.73
20年12月期 6,126 4,281 69.9 3,453.61

（参考） 自己資本 21年12月期  4,835百万円 20年12月期  4,281百万円

2.  22年12月期の個別業績予想（平成22年1月1日～平成22年12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、実際の業績は、今後の様々な要因によって予想数値と異な
る結果となる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、３ページ「１．経営成績 (1) 経営
成績の分析」及び５ページ「１．経営成績 (4) 事業等のリスク」をご覧下さい。 
 なお、平成20年12月期（実績）、平成21年12月期（実績）及び平成22年12月期（予想）の１株当たり当期純利益は期中平均発行済株式数により算出してお
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

812 △54.8 △43 ― △10 ― △10 ― △6.59

通期 2,837 △11.2 314 25.3 370 30.1 218 93.3 142.09
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(1）経営成績に関する分析 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、金融市場の世界的な混乱に端を発した急激な経済情勢の悪化から転じて景

況感は改善しつつあるものの、消費の低迷や円高ドル安進行の懸念、設備・雇用の過剰感が足枷となっており、依然

として先行きに不透明感を残す状況となっております。 

 当社グループの関連市場である路線バス業界においては、平成19年３月より首都圏で鉄道と路線バスのＩＣ乗車券

の相互利用サービス（ＰＡＳＭＯ）が開始され、非接触ＩＣカードシステムの導入に伴う設備投資が好調に推移いた

しましたが、平成21年３月までに首都圏においてその需要がほぼ一巡いたしました。また、平成21年３月以降につい

ては、地方におけるＩＣカードシステム導入に伴う設備投資を中心に推移いたしました。 

 このような状況のもとで当社グループは、ＰＡＳＭＯ関連機器の安定供給と、非接触ＩＣカードシステム導入に伴

う運賃箱の改修、代替需要の取り込みを行うだけでなく、新製品である「バス統合管理システム」の拡販を推進し、

積極的な営業活動により当社製品のシェア拡大に努めてまいりました。 

 しかしながら、当連結会計年度においては、主要顧客であるバス事業者において設備投資の先送りや、競争激化に

よる入札案件の失注が見られただけでなく、バス以外のユーザーへの拡販を目論んだ部品の販売についても、経済情

勢の悪化に起因する設備投資の急激な落ち込み等の要因により、業績は低調に推移いたしました。 

 また、当社グループは税効果会計に係る会計基準に則り、繰延税金資産を計上しておりますが、当期の業績を考慮

し、繰延税金資産の回収可能性について検討した結果、当社グループにおいて繰延税金資産 千円の取り崩し

を行うことといたしました。 

 以上の結果、当連結会計年度の売上高は 千円（前期比47.7％減）、営業利益は 千円（前期比

83.8％減）、経常利益は 千円（前期比82.7％減）、当期純利益は 千円（前期比99.5％減）となりまし

た。 

 なお、当社グループは路線バス用運賃収受関連製品の開発、製造、販売、アフターサービスを一貫して行ってお

り、事業の種類別では単一のセグメントに属しておりますので、以降品目別の記載を行っております。 

 品目別の販売の状況は次のとおりであります。 

  

（運賃箱関連）  

 運賃箱関連の売上高は 千円（前期比51.9％減）となりました。主力製品である即時計数式運賃箱（ＦＡ

Ｎ型（注１）及びＦＮＳ型（注２））の売上高は 千円（前期比57.1％減）となり、非接触ＩＣカードシステ

ム（ＰＡＳＭＯ）の導入に伴う設備投資需要が一巡した影響もあり、低調に推移いたしました。 

  

（カード機器関連） 

 カード機器関連の売上高は 千円（前期比56.5％減）となりました。首都圏においてＰＡＳＭＯ関連機器の

売上が一巡したことにより、ＰＡＳＭＯ関連機器の売上高が 千円（前期比60.4％減）となり、低調に推移い

たしました。  

  

（その他のバス用機器） 

 その他のバス用機器の売上高は 千円（前期比51.1％減）となりました。データ集計機器関連の売上が

千円（前期比5.4％減）と堅調に推移いたしましたが、非接触ＩＣカードシステム（ＰＡＳＭＯ）の導入に伴

う設備投資需要が一巡した影響もあり、低調に推移いたしました。  

  

（部品・修理及び商品） 

 部品・修理の売上高は 千円（前期比18.7％減）となりました。アフターサービス関連の売上は好調に推移

いたしましたが、非接触ＩＣカードシステム（ＰＡＳＭＯ）導入に伴う部品関連の需要が一巡した影響もあり、部品

関連の売上が低調に推移いたしました。なお、売上高の内訳は部品 千円（前期比34.8％減）、修理 千

円（前期比21.8％増）となっております。整理券用紙やＬＥＤ式運賃表示器等の商品の売上高は 千円（前期

比34.8％減）となりました。 

  

（注１）ＦＡＮ型運賃箱：昭和61年に開発した当社初の即時計数式運賃箱であるＦＡ型の処理速度を向上させ、後 

    継機種として平成14年に発売した即時計数式運賃箱であります。 

（注２）ＦＮＳ型運賃箱：バス車内のバリアフリー化に対応するため、ＦＡＮ型運賃箱と同等の性能を確保したう 

    えで、筐体幅の薄型化（ＦＡＮ型運賃箱比マイナス32ｍｍ）を実現した即時計数式運賃箱であります。 

  

１．経営成績

105,273

3,196,474 168,819

183,820 2,912

1,014,654

673,603

928,571

549,894

355,439

93,770

786,374

451,126 335,247

111,435
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（次期の見通し） 

 今後の見通しにつきましては、鉄道と路線バスのＩＣ乗車券の相互利用サービス（ＰＡＳＭＯ）に付随して発生し

た、首都圏のバス事業者における設備投資も平成21年３月までに一巡したことから、ＰＡＳＭＯ関連機器の需要が減

少し、当該特需に関連する受注が収束する見込みであります。今後は、地方において非接触ＩＣカードシステムの普

及が進展する見通しでありますが、昨今の企業収益の悪化や輸送人員数の低迷に伴って設備投資の抑制も懸念されて

おり、今後とも厳しい状況が予想されます。 

 当社グループにおいては、バス事業者の省力化、合理化に資する製品であるバス統合管理システムの拡販に積極的

に取り組むとともに、売上原価率の低減及び販売費及び一般管理費の削減に努め、利益率の向上を目指してまいりま

す。  

 以上により、次期の業績見通しといたしましては、売上高 千円（前期比11.2％減）、営業利益 千

円（前期比65.3％増）、経常利益 千円（前期比83.8％増）、当期純利益 千円を見込んでおります。 

 なお、次期の業績見通しにつきましては入札案件が含まれております。次期の見通しに関するリスクとして「(4) 

事業等のリスク ①特需による業績変動リスク」及び「(4) 事業等のリスク ③入札制度による業績予想変動リス

ク」をご覧下さい。  

  

(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

（流動資産） 

 当連結会計年度末の流動資産は、前連結会計年度末に比べて 千円減少し、 千円となりました。

これは主に、投資有価証券及び有価証券の取得により現金及び預金が 千円減少したことによるものであり

ます。 

（固定資産） 

 当連結会計年度末の固定資産は、前連結会計年度末に比べて 千円増加し、 千円となりました。こ

れは主に、投資有価証券が 千円増加したことによるものであります。  

（流動負債） 

 当連結会計年度末の流動負債は、前連結会計年度末に比べて 千円減少し、 千円となりました。こ

れは主に、仕入債務の決済により支払手形及び買掛金が 千円減少したこと及び未払法人税等が 千円減

少したことによるものであります。  

（固定負債） 

 当連結会計年度末の固定負債は、前連結会計年度末に比べて 千円増加し、 千円となりました。これ

は主に、役員退職慰労引当金 千円を積み増したためであります。 

（純資産） 

 当連結会計年度末の純資産は、前連結会計年度末に比べて 千円増加し、 千円となりました。これ

は主に、新株発行により資本金が 千円、資本剰余金が 千円増加したことによるものであります。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、税金等調整前当期純利益を

千円計上したこと、株式の発行による収入 千円、たな卸資産の減少 千円等により資金が増加

いたしましたが、決済に伴う仕入債務の減少 千円、法人税等の支払 千円、投資有価証券の取得による

支出 千円等の要因もあり、前連結会計年度末に比べ 千円減少し（前期は 千円の増加）、

千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおり

であります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動に使用した資金は 千円（前期は 千円の収入）となりました。これは主に、税金等調整前

当期純利益を 千円計上したこと、製品の出荷に伴ってたな卸資産が 千円減少したことにより資金が増

加いたしましたが、売上債権の増加 千円、決済に伴う仕入債務の減少 千円、法人税等の支払

千円の影響により、 千円の減少となっております。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動に使用した資金は 千円（前期は 千円の支出）となりました。これは主に、投資有価証券

の取得による支出 千円、有価証券の増加による支出 千円の影響であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果得られた資金は 千円（前期は 千円の支出）となりました。これは主に、株式の発行

による収入 千円の影響であります。   

2,837,500 279,033

337,895 185,880

1,102,730 4,108,905

1,460,315

603,954 1,749,156

651,372

1,054,995 546,758

628,920 266,494

112,096 387,584

97,789

444,123 4,923,718

249,750 249,750

183,465 499,500 519,573

628,920 513,923

693,228 1,276,034 1,135,781

2,251,144

624,161 1,289,741

183,465 519,573

240,056 628,920 513,923

624,161

1,074,608 102,320

693,228 200,000

422,735 51,639

499,500
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（キャッシュ・フロー指標の推移） 

自己資本比率：自己資本／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

（注）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．株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

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全ての負債

を対象としております。また、利払いにつきましては、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。  

４．平成20年12月期の時価ベースの自己資本比率は、当社株式が非上場であるため記載しておりません。 

５．平成21年12月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオについて

は、営業キャッシュ・フローがマイナスのため、記載を省略しております。  

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は、利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定 

した剰余金の配当を継続して実施していくことを基本方針としております。なお、当社の剰余金の配当は、期末配 

当の年１回を基本的な方針としております。配当を実施するにあたっては配当性向を重要な指標とし、毎期10％の配

当性向を確保することを目標としておりましたが、次期以降につきましては、株主の皆様に対するさらなる利益還元

を行うこととし、配当性向20％を確保することを新しい目標としてまいります。 

 当期の配当につきましては、上記方針に基づき、普通配当の１株当たり配当金６円に上場記念配当１株当たり30円

を加え、合わせて１株当たり36円の配当を実施する予定であります。なお、本件につきましては、平成22年３月30日

開催の定時株主総会に付議する予定であります。 

 また、次期の配当につきましては、次期の業績予想等を総合的に勘案した結果、１株当たり年間配当25円を予定し

ております。  

  

(4）事業等のリスク 

 以下において、当社グループの事業展開及び財務状況等に関するリスク要因となる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。また当社グループでコントロールできない外部要因や必ずしも事業上のリスクに該当しな

い事項についても、投資判断上重要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以下

に開示しております。 

 なお文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において、当社グループが判断したものであります。当社グルー

プでは、これらのリスク発生の可能性を認識したうえで、その発生の予防及び発生時の対応に努力する所存でありま

すが、本株式に関する投資判断、当社グループの経営状況及び将来の事業についての判断は本項及び本書中の本項以

外の記載事項を慎重に検討した上で行われる必要があると考えております。また、以下の記載は当社株式への投資に

関するリスク全てを網羅するものではありません。 

  

①特需による業績変動リスク 

 当社グループは路線バス用運賃収受関連製品の開発、製造、販売、アフターサービスを一貫して行っております

が、新紙幣の発行、非接触型ＩＣカードの普及等運賃決済手段の多様化、また、国及び地方公共団体から路線バス事

業者に交付される補助金の交付等に伴って、一時的な特需が発生することがあります。具体的な事例として、平成16

年11月の新紙幣発行に伴い、運賃箱の改造等の特需が発生し、運賃箱改造に係る受注が大幅に増加いたしました。ま

た、平成19年３月より首都圏でサービスが開始された、鉄道と路線バスのＩＣ乗車券の相互利用サービス（ＰＡＳＭ

Ｏ）に付随して、ＰＡＳＭＯ関連機器の特需が発生いたしました。当該機器の導入については、国土交通省が主導す

る「公共交通移動円滑化事業」の補助金対象事業となっており、当該補助金の期限が平成20年度末（平成21年３月31

日）と設定されたため、駆け込み需要が大量に発生いたしました。しかしながら、首都圏におけるこれらの関連機器

については、平成21年３月期までに各社における導入が概ね一巡したことから、特需の収束により、当社グループの

  平成20年12月期 平成21年12月期

自己資本比率（％）  70.5  84.1

時価ベースの自己資本比率（％）  －  30.5

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年）  0.1  －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  660.0  －
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業績が変動する可能性があります。 

 当社グループでは、バス事業者の省力化に資するような新製品としてバス統合管理システムの拡販を図るなど、安

定した受注を確保することとしておりますが、今後も同様に一時的な特需が発生する可能性があり、当該特需の発生

中と収束後では、当社グループの業績及び財務状況が大きく変動する可能性があります。 

  

②バス業界への依存について 

 当社グループの主な需要先は、大都市圏の公営の路線バス事業者をはじめとする全国の公営、民営の交通機関であ

ります。これら公共交通機関のワンマンバスの車両数は、ここ数年横ばいに推移しているものの、車両数が減少に転

じた場合や、バス事業者の業績が低迷した場合には、設備投資が抑えられるなど、代替需要の減退により受注が減少

し、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

 また、各バス事業者によって機器の更新時期が異なることから、一事業年度において少数の販売先に売上が集中す

るなど、売上高が特定の販売先に依存する傾向があります。これら特定の販売先からの受注獲得状況によっては、当

社グループの業績及び財務状況が大きく変動する可能性があります。 

  

③入札制度による業績予想変動リスク 

 当社グループの主な需要先である公営の路線バス事業者の受注は、競争入札制度で行われております。入札制度が

大きく変更されたり、他社がより廉価な価格で入札してくる場合などにおいては、受注の機会損失の可能性及び入札

価格が著しく低下する可能性があります。また、「②バス業界への依存について」に記載のとおり、一事業年度にお

ける売上高が入札案件に係る特定の販売先に依存する場合、受注獲得状況によっては、当社グループの業績及び財務

状況が大きく変動する可能性があります。 

  

④新製品開発力 

 当社グループは長年の経験と技術で、運賃収受システムの開発に注力し、顧客のニーズを満たした製品を市場に供

給してまいりました。引続きお客様に喜ばれ信頼される「ものづくり」を継続していく所存でありますが、当社グル

ープによる新規の提案、製品企画を継続するためには、保有技術に加え、 新技術に即応することが必要となりま

す。今後、新製品や新技術への投資に必要な資金と優秀な人材を十分に確保できない場合、技術力が低下し、顧客ニ

ーズを満たす製品の供給が出来なくなることによって、当社製品の需要が減少するなど、当社グループの業績及び財

務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑤競合のリスク 

 当社グループでは、顧客のニーズを先取りした製品を提供することで差別化を図る一方、子会社の株式会社オーバ

ルテックを中心にした効率的な生産体制の構築に努めてまいりました。しかしながら、競争入札による販売単価の下

落や、客先からの厳しい値下げ要求等、経営環境の厳しさは年々増しております。 

 当社グループでは、製造原価低減のために適宜設計変更を実施しているほか、部材購入方法の見直し等により仕入

価格の低減を図るなど、低コストオペレーションの実施により、コスト競争力の維持向上に努めております。しかし

ながら、競合が激化し、相対的にコスト競争力が低下した場合には、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼ

す可能性があります。 

  

⑥原材料価格の変動について 

 当社グループが使用する加工部品の多くは鉄、ステンレスの薄板、棒材等から製作されております。これらの市場

価格の変動に伴い、製品の原価が影響を受けることとなります。この原価の増加分を製品価格に転嫁できない場合、

あるいは当社作業工程等の改善等で吸収できない場合には、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性

があります。 

  

⑦電子部品の安定的な確保 

 プリント基板に使用されております電子部品は、製品サイクルの早さに起因して、陳腐化等による販売中止や、同

じ部品を使う他のメーカー等との競合で入手が困難となることがあります。当社グループでは複数の入手ルートを確

保する等の対応により、電子部品の安定的な調達に努めておりますが、当該電子部品の入手が出来ない、もしくは代

替品がない等、既存の設計に合致する部品の供給が滞った場合、基板の改版（基板の新規設計）と、実装後の稼動テ

ストに多くの時間が必要となり、結果的に顧客の要求する納期に対応できなくなる可能性が生じます。 

  

⑧地震など災害事故 

 当社グループの本社と工場は神奈川県西部に所在し、当該地域は今後において発生が危惧されている東海地震、南

関東地震などの該当地域にあります。安全を考慮して平成16年に工場の耐震診断を行い、旧社屋にあたる部分の建替
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えを行いました。しかしながら災害事故発生時には、設備の復旧に伴う費用の発生や、生産設備の損傷によって生産

能力が縮小し売上が減少するなど、当社グループの事業に影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑨製造物責任のリスク 

 当社グループではＩＳＯ９００１を取得するなど、品質管理体制を徹底することにより、高品質の製品づくりに努

めております。しかしながら、当社製品に係る予期せぬ事故等で、顧客からの重大なクレームや製造物責任法に関係

する訴訟を受ける可能性があるほか、バス業界に広く認知されている当社グループの企業イメージが悪化する可能性

があります。更に当社製品の責任に帰すべき過失が認められた場合、その対応のための費用が発生することが考えら

れます。当社では製造物賠償責任保険に加入しておりますが、製造物責任に付随して発生した損失を十分にカバー出

来ない場合には、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑩知的財産権に関するリスク 

 当社グループでは、独自の技術を保護するため、必要な知的財産権の申請を行っておりますが、第三者がその技術

を模倣または参考にして類似製品を生産、販売した場合には、当社製品の優位性が損なわれ売上高が減少するなど当

社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 また、当社グループでは製品開発の各段階で、知的財産の調査を実施しておりますが、当社グループが他人の知的

財産権を犯した場合には、訴訟に発展する虞があります。 
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 近の有価証券報告書（平成21年３月30日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状況」か

ら重要な変更がないため開示を省略しております。   

   

  

(1）会社の経営の基本方針 

当社グループは、社会的責任を果たす永続企業であり続けるために、株主や取引先等のステークホルダーをはじめ

とする社会への貢献と、法令遵守の徹底、適正な利益の追求、経営の透明性と健全性の確保を通じて、社会的信頼を

持続していくことを主眼に企業統治を行っております。 

当社グループは、経営理念であります「開拓の精神で社会に奉仕する」をモットーに、設立以来、一貫して省力化

機器、金銭を取り扱う機器の開発に特化してまいりました。長年培われてきたノウハウを応用し、市場ニーズに即し

た製品を開発し、安定した製品を提供することを基本方針としています。特に、近年における乗車券のＩＣカード化

や、情報関連分野の進歩がめまぐるしい中、公共交通機関が要求するシステムや機器も、大きな転機を迎えようとし

ております。このような好機に市場ニーズに適応した製品を開発するとともに、「代金決済プランナー」として信頼

される製品を供給してまいります。 

  

(2）目標とする経営指標 

  当社グループでは、売上原価率を経営上の重要な指標として位置づけております。利益水準の維持、コストダウン

や改善意識の向上、品質重視など、あらゆる角度からこの指標が活用できることが理由であります。具体的な水準と

して、当社グループでは売上原価率65％以下を目標としております。  

  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

  当社グループでは、「省資源化」「ＩＴ化」「サービス向上」を基本課題とし製品開発を進めてまいります。「省

資源化」は、路線バスや鉄道車両に設置されている運賃箱や放送装置などのワンマン機器を一元化し、事業者の投資

負担を軽減させる製品及びそのシステムの開発を進めます。「ＩＴ化」は、インターネットを活用したワンマン機器

への情報配信を可能にします。「サービス向上」は、バスや鉄道の乗務員、利用客を視野に入れた「人にやさしい製

品」を提供します。この３項目を重点に製品開発、販売を進めてまいります。 

  上記の戦略を進める上で必要な、開発環境の整備と販売活動の強化も同時に進めてまいります。 

   

(4）会社の対処すべき課題 

 当社グループは、「開拓の精神で社会に奉仕する」をモットーに、バス機器事業を中心に、独自技術と自社設計・

自社製造を重視した「ものづくり」を展開し、徹底したコスト管理により収益力を高めてまいりました。 

 当社製品の需要先であるバス業界は、首都圏における鉄道と路線バスのＩＣ乗車券の相互利用サービス（ＰＡＳＭ

Ｏ）に伴う設備投資が一巡したことから、今後は、地方において非接触ＩＣカードシステムの普及が進展する見通し

でありますが、昨今の企業収益の悪化や輸送人員数の低迷に伴って設備投資の抑制も懸念されており、今後とも厳し

い状況が予想されます。 

 しかしながら、平成12年以降、公共交通活性化の観点から、バス業界においても様々な変化が確認されておりま

す。平成12年に「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律（交通バリアフ

リー法）」（注１）が成立し、平成14年には「道路運送法の一部改正」（注２）が行われました。また、バス離れの

原因となった定時性・速達性の低下を改善すべく、「バス専用レーン」の設置、「公共車両優先システム」（注３）

の導入、「バスロケーションシステム」（注４）の普及等も見られます。更に、「京都議定書目標達成計画」では、

バスを含む公共交通機関の利用促進等によるＣＯ２削減目標も掲げられております。 

 以上のことから、当社グループでは、バス業界は、現在、厳しい状況にあるものの、バス輸送が持つ優位性（ルー

ト設定の自由度、輸送力の高さ）を活かし、より利便性が高く、より多く利用される公共交通手段になるための変革

期にあり、今後、バス機器に対しても、様々なニーズが顕在化する可能性があると考えております。「バス業界の進

化を収益の源泉として、成長を実現する」を基本戦略に据え、対処すべき課題として以下の項目を掲げております。

（注１） 交通バリアフリー法：公共交通機関を利用する高齢者、身体障害者等の移動に伴う身体への負担を軽減す

ることにより、その移動の利便性及び安全性を向上することを目的とした法律であります。バス業界では

バス車両の低床化や、通路幅確保のためにスリム型運賃箱を導入するなど、乗降車時の利便性及び安全性

を確保するための対策が行われております。 

（注２） 道路運送法の一部改正：路線バス事業への新規参入について、需給調整規制を前提とした免許制によって

制約されていたものが、輸送の安全等に関する資格要件をチェックする許可制になり、撤退については許

可制であったものが事前届出制（６ヶ月前）になるなど、路線バス業界の規制緩和が行われました。 

２．企業集団の状況

３．経営方針
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（注３） 公共車両優先システム：バス等の公共輸送機関の信号停止時間の短縮のために信号制御等を行い、運行に

おける定時性の確保、公共輸送機関への利用転換の促進、利用者の利便性向上等を目的としたシステムで

あります。 

（注４） バスロケーションシステム：無線通信やＧＰＳなどを利用してバスの位置情報を収集し、バス停留所、携

帯電話、インターネット等にバスの運行状況やバス停への接近情報を配信するシステムであります。 

  

①コスト競争力の更なる強化 

 当社グループでは、製品毎に設定した目標原価率の実現に、技術部門、製造部門、営業部門が一体となって取り組

み、多品種少量生産におけるコスト管理を徹底してまいりました。特に、製造部門では、生産子会社である株式会社

オーバルテック設立以降、部門別採算管理実施による独立採算意識の向上、生産体制の整備、生産管理ノウハウの蓄

積が進んでおります。しかしながら、燃料価格の不安定化の懸念等もあり、路線バス経営の環境は厳しさを増してお

ります。安定的な受注の獲得、利益の確保を続けるためにはコスト競争力の更なる強化が課題であると考えておりま

す。 

 当社グループは、目標原価率を実現する有効手段となっている、独自技術の蓄積、自社設計・自社製造を第一に考

えた「ものづくり」を積極的に推進するとともに、購買管理や作業計画管理の精度を向上させることで、原価管理の

更なる強化にも取り組んでまいります。 

  

②メンテナンスサービスの強化 

 当社グループの顧客であるバス会社側では、運賃箱等のバス車載機器に関して、修理を施しながら車両更新まで長

期間使用したいという強いニーズがあります。当社グループでは、旧製品の技術承継や部材の確保に苦慮しながら

も、可能な限りメンテナンスサービスの提供を続け、顧客との信頼関係を深めてまいりましたが、近年では、バス機

器の機能拡充に伴い保守作業が困難化する一方で、バス会社側では整備員の高齢化や人手不足問題も出てきており、

その強化は課題であると考えております。 

 当社グループは、サービス要員の育成制度の整備、多岐にわたるサービス活動を集約したデータベースの構築、イ

ンターネットを活用したメンテナンスサービス体制の確立を推進するとともに、一連のサービス活動で知り得た情報

の収集に努め、技術部門との連携を図り製品開発にも役立ててまいります。 

  

③新製品開発力の強化と「バス統合管理システム」の拡販 

 当社グループは、紙幣両替業務の省力化を実現した「紙幣識別装置付き運賃箱」（昭和53年）、運賃計数を自動化

した「即時計数式運賃箱」（昭和61年）、運賃として投入された紙幣をつり札として利用する「紙幣循環式運賃箱」

（平成19年）といった、バス事業者の悩みや要望に的確に応える製品の開発により、顧客基盤を拡充させてまいりま

したが、依然としてバス運行に係る省人化・効率化ニーズは根強く、より利便性を高めるためのニーズも強まってく

ると考えており、新製品開発力の強化は重要課題であると認識しております。 

 このような認識の下、当社グループは、「バス統合管理システム」を開発し、受注の獲得に至っております。「バ

ス統合管理システム」は、運賃箱に制御部を設けて情報端末化することで、行先表示器、運賃表示器、停名案内用表

示器、音声案内装置等の各種機器を統合的に管理するシステムであります。当社システムの特徴は、各種機器の制御

に必要なデータの更新を、メモリが組み込まれた運賃箱用金庫を介して行うことにあります。 

 現在、運賃改定、停留所の新設・改廃、路線の変更は、その都度、夜間・深夜に、対象となる全ての車両及び機器

のデータ更新が行われています。当社では、「バス統合管理システム」の導入により、運賃箱用金庫を運賃箱に設置

するという運転手の日常業務の中で上記の作業を済ませることができ、更には、煩雑な作業がネックとなっていた停

留所の新設・改廃や路線変更等にも柔軟に対応できるようになると期待しております。 

 当社開発製品である「バス統合モジュール」と併せ、ＬＣＤ式運賃表示器を使ったバスインターネット広告の配信

も考えられ、更にはドライブレコーダー等の機器と接続し、バス運行の安全性・利便性・経済性の向上を図ることも

考えられます。システムであるが故に拡張性が高く、取り扱い品目の拡大にも結びつくと期待しております。 

 「バス業界の進化を収益の源泉として、成長を実現する」を基本戦略に掲げる当社グループは、「バス統合管理シ

ステム」の拡販に積極的に取り組んでまいります。 

  

④新たな事業領域への進出 

 当社グループには、自動券売機や銀行ＡＴＭ用コインユニットを手掛けた実績がありますが、大手企業との競争激

化や十分な採算性の確保が難しかったことから、現在では、ほとんど手掛けておりません。また、当社グループの取

引先は、鉄道事業者も一部含まれておりますが、大半がバス業界向けとなっております。 

 現在のところ、このことが、当社グループの収益構造上、特段問題になっている訳ではありませんが、より安定感

のある事業構造を構築する観点から、新たな事業領域への進出も重要であると認識しております。 

 新たな事業領域の進出に当たっては、対象市場がニッチであっても、当社グループのバス機器事業との相乗効果が

株式会社小田原機器(7314)　平成21年12月期　決算短信

- 9 -



見込める分野、当社グループの技術力が活用できる分野等の諸点を検討し、決定してまいる所存であります。 

  

⑤優秀な人材の確保と人材の育成 

 バス業界特有の厳しい使用環境を熟知している人材の存在、機械設計・電子回路設計・プログラム設計・システム

開発の各技術の自社保有が、当社グループの新製品開発力に寄与しているものと考えております。 

 当社グループは、技術系社員を中心に、優秀な人材の確保と人材の育成が重要であると認識しており、即戦力とな

る人材を中途採用するとともに新規採用を継続的に行い、独自の設計思想を追求できるよう、人材の育成に努めてま

いります。 

  

⑥経営基盤の強化 

 前述の課題に的確に対処し、経営基盤を強化するために、内部管理体制の充実は不可欠であると考えております。

法令遵守は当然のこととして、社内諸規程を厳格に運用することにより内部牽制を有効に機能させ、経営基盤に影響

を及ぼす事態の発生を未然に防止するため、実効性のある内部監査を実施してまいります。加えて、ＰＡＳＭＯ関連

機器の特需に関連する受注が収束する見込みでありますが、営業部門の一層の強化を図ることにより更なる業績の向

上に努めてまいります。また、財務報告に係る内部統制システムを適切に構築、運営することによって、経営の透明

性と健全性を確保し、社会的信頼を持続するよう努めてまいります。   
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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12月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,965,525 1,505,209

受取手形及び売掛金 ※  708,064 ※  934,396

有価証券 561,654 1,134,247

たな卸資産 888,042 －

商品及び製品 － 1,388

仕掛品 － 203,749

原材料及び貯蔵品 － 163,331

繰延税金資産 75,376 11,666

未収還付法人税等 － 138,320

その他 18,580 23,994

貸倒引当金 △5,608 △7,400

流動資産合計 5,211,635 4,108,905

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 376,145 376,896

減価償却累計額 △149,083 △167,657

建物及び構築物（純額） 227,062 209,238

機械装置及び運搬具 45,145 45,145

減価償却累計額 △27,747 △33,560

機械装置及び運搬具（純額） 17,398 11,584

工具、器具及び備品 535,835 560,475

減価償却累計額 △477,852 △511,520

工具、器具及び備品（純額） 57,983 48,955

土地 244,883 244,883

有形固定資産合計 547,326 514,662

無形固定資産   

ソフトウエア 53,872 42,835

その他 4,028 4,028

無形固定資産合計 57,901 46,863

投資その他の資産   

投資有価証券 165,589 816,961

繰延税金資産 128,323 112,870

その他 266,441 291,901

貸倒引当金 △20,380 △34,104

投資その他の資産合計 539,973 1,187,630

固定資産合計 1,145,201 1,749,156

資産合計 6,356,837 5,858,061
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 ※  921,940 ※  293,019

短期借入金 120,000 120,000

未払法人税等 266,494 －

賞与引当金 23,935 17,277

製品保証引当金 47,616 31,100

その他 221,768 85,362

流動負債合計 1,601,753 546,758

固定負債   

退職給付引当金 103,555 117,862

役員退職慰労引当金 171,812 269,601

その他 120 120

固定負債合計 275,487 387,584

負債合計 1,877,241 934,342

純資産の部   

株主資本   

資本金 69,500 319,250

資本剰余金 49,500 299,250

利益剰余金 4,368,217 4,307,909

株主資本合計 4,487,217 4,926,409

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △7,621 △2,691

評価・換算差額等合計 △7,621 △2,691

純資産合計 4,479,595 4,923,718

負債純資産合計 6,356,837 5,858,061
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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20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 6,108,931 3,196,474

売上原価 4,276,279 2,279,163

売上総利益 1,832,651 917,311

販売費及び一般管理費   

役員報酬 117,868 64,902

給料手当及び賞与 176,053 160,319

賞与引当金繰入額 9,513 6,274

役員退職慰労引当金繰入額 11,254 94,899

アフターサービス費 33,986 63,126

製品保証引当金繰入額 47,616 31,100

研究開発費 ※1  90,385 ※1  26,405

その他 304,912 301,466

販売費及び一般管理費合計 791,589 748,492

営業利益 1,041,062 168,819

営業外収益   

受取利息 3,577 11,446

受取配当金 2,455 3,520

受取保険料 7,016 509

匿名組合投資利益 10,986 14,609

その他 2,231 3,071

営業外収益合計 26,268 33,157

営業外費用   

支払利息 1,957 1,740

売上割引 2,943 2,868

株式交付費 － 13,544

その他 478 3

営業外費用合計 5,379 18,156

経常利益 1,061,951 183,820

特別利益   

固定資産売却益 ※2  784 －

貸倒引当金戻入額 2,460 －

特別利益合計 3,244 －

特別損失   

固定資産除却損 ※3  3,241 ※3  354

貸倒引当金繰入額 1,712 －

投資有価証券評価損 508 －

特別損失合計 5,462 354

税金等調整前当期純利益 1,059,733 183,465

法人税、住民税及び事業税 467,519 104,893

法人税等調整額 △31,320 75,659

法人税等合計 436,199 180,553

当期純利益 623,534 2,912
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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20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 69,500 69,500

当期変動額   

新株の発行 － 249,750

当期変動額合計 － 249,750

当期末残高 69,500 319,250

資本剰余金   

前期末残高 49,500 49,500

当期変動額   

新株の発行 － 249,750

当期変動額合計 － 249,750

当期末残高 49,500 299,250

利益剰余金   

前期末残高 3,794,886 4,368,217

当期変動額   

剰余金の配当 △50,203 △63,219

当期純利益 623,534 2,912

当期変動額合計 573,330 △60,307

当期末残高 4,368,217 4,307,909

株主資本合計   

前期末残高 3,913,886 4,487,217

当期変動額   

新株の発行 － 499,500

剰余金の配当 △50,203 △63,219

当期純利益 623,534 2,912

当期変動額合計 573,330 439,192

当期末残高 4,487,217 4,926,409

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 19,884 △7,621

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △27,506 4,930

当期変動額合計 △27,506 4,930

当期末残高 △7,621 △2,691

評価・換算差額等合計   

前期末残高 19,884 △7,621

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △27,506 4,930

当期変動額合計 △27,506 4,930

当期末残高 △7,621 △2,691
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

純資産合計   

前期末残高 3,933,770 4,479,595

当期変動額   

新株の発行 － 499,500

剰余金の配当 △50,203 △63,219

当期純利益 623,534 2,912

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △27,506 4,930

当期変動額合計 545,824 444,123

当期末残高 4,479,595 4,923,718
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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20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 1,059,733 183,465

減価償却費 85,336 86,799

貸倒引当金の増減額（△は減少） △750 15,515

賞与引当金の増減額（△は減少） △510 △6,658

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △29,444 －

製品保証引当金の増減額（△は減少） 15,443 △16,516

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,448 14,307

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 11,849 97,789

受取利息及び受取配当金 △6,033 △14,966

支払利息 1,957 1,740

株式交付費 － 13,544

受取保険料 △7,016 △509

投資有価証券評価損益（△は益） 508 －

匿名組合投資損益（△は益） △10,986 △14,609

固定資産売却損益（△は益） △784 －

固定資産除却損 3,241 354

売上債権の増減額（△は増加） 332,097 △240,056

たな卸資産の増減額（△は増加） 288,315 519,573

その他の資産の増減額（△は増加） 4,000 △3,025

仕入債務の増減額（△は減少） △81,036 △628,920

その他の負債の増減額（△は減少） 74,698 △129,293

小計 1,743,066 △121,466

利息及び配当金の受取額 6,033 12,972

利息の支払額 △1,954 △1,743

法人税等の支払額 △457,404 △513,923

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,289,741 △624,161

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の売却による収入 1,600 －

定期預金の預入による支出 － △138,000

有価証券の増減額（△は増加） － △200,000

有形固定資産の取得による支出 △52,921 △33,832

無形固定資産の取得による支出 △17,194 △12,516

投資有価証券の取得による支出 △52,511 △693,228

出資金の回収による収入 20,788 20,788

その他の支出 △19,259 △20,946

その他の収入 17,177 3,125

投資活動によるキャッシュ・フロー △102,320 △1,074,608
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △1,436 －

株式の発行による収入 － 499,500

株式の発行による支出 － △13,544

配当金の支払額 △50,203 △63,219

財務活動によるキャッシュ・フロー △51,639 422,735

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） 1,135,781 △1,276,034

現金及び現金同等物の期首残高 2,391,397 3,527,179

現金及び現金同等物の期末残高 ※  3,527,179 ※  2,251,144
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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

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20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数 １社 

連結子会社の名称 

㈱オーバルテック 

連結子会社の数 １社 

連結子会社の名称 

同左 

２．持分法の適用に関する事

項 

 当社は持分法適用の対象となる非連結子

会社及び関連会社を有していないため、持

分法適用会社はありません。 

同左 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社の事業年度の末日は、連結決

算日と一致しております。 

同左 

４．会計処理基準に関する事

項 

    

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 

イ 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 連結決算日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は移動平

均法により算定）を採用しておりま

す。 

イ 有価証券 

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 

  ロ たな卸資産 

商品、製品、原材料及び仕掛品 

 総平均法（月別）による原価法を採

用しております。 

ロ たな卸資産 

商品、製品、原材料及び仕掛品 

 総平均法（月別）による原価法（貸

借対照表価額は収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法により算定）を採用

しております。 

（会計方針の変更） 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産

については、従来、総平均法（月別）に

よる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」（企業会計基準第９号 平

成18年７月５日）が適用されたことに伴

い、総平均法（月別）による原価法（貸

借対照表価額については収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法）により算定し

ております。 

 なお、この変更による当連結会計年度

の損益に与える影響は軽微であります。
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項目 
前連結会計年度

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

イ 有形固定資産 

 定率法を採用しております。 

 ただし、平成10年４月１日以降に取得

した建物（建物附属設備を除く）につい

ては定額法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。 

建物及び構築物    10～29年 

工具、器具及び備品  ２～５年 

イ 有形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  （追加情報） 

 平成19年度の法人税法の改正に伴い、

平成19年３月31日以前に取得した資産に

ついては、改正前の法人税法に基づく減

価償却の方法の適用により、取得価額の

５％に到達した連結会計年度の翌連結会

計年度より、取得価額の５％相当額と備

忘価額との差額を５年間にわたり均等償

却し、減価償却費に含めて計上しており

ます。 

 なお、この変更による当連結会計年度

の損益に与える影響は軽微であります。

     ────── 

  ロ 無形固定資産 

 定額法を採用しております。 

 なお、自社利用のソフトウエアについ

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。

ロ 無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  

  ハ      ────── 

  

ハ リース資産  

 所有権移転外ファイナンス・リース取

引については、リース期間を耐用年数と

し、残存価額を零とする定額法を採用し

ております。  
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項目 
前連結会計年度

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

     （会計方針の変更） 

所有権移転外ファイナンス・リース取

引については、従来、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

りましたが、当連結会計年度より、「リ

ース取引に関する会計基準」(企業会計

基準第13号(平成５年６月17日(企業会計

審議会第一部会)、平成19年３月30日改

正))及び「リース取引に関する会計基準

の適用指針」(企業会計基準適用指針第

16号(平成６年１月18日(日本公認会計士

協会 会計制度委員会)、平成19年３月

30日改正))を適用し、通常の売買取引に

係る方法に準じた会計処理によっており

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適

用初年度以前のものについては、通常の

賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

を引き続き採用しております。 

 なお、これによる損益に与える影響は

ありません。  

(3）重要な引当金の計上基

準 

イ 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等を勘

案して必要額を、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。 

イ 貸倒引当金 

同左 

  ロ 賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の支出に

備えるため、支給見込額のうち当連結会

計年度に負担すべき額を計上しておりま

す。 

ロ 賞与引当金 

同左 

  ハ 製品保証引当金 

 保証期間内に発生する無償修理に対す

る支出に備えるため、過去の実績率等を

基礎として無償修理費の見積額を計上し

ております。 

ハ 製品保証引当金 

同左 

  ニ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務（簡

便法により自己都合要支給額の100％）

に基づき計上しております。 

ニ 退職給付引当金 

同左 

  ホ 役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出に備えるた

め、規程に基づく当連結会計年度末要支

給額を計上しております。 

ホ 役員退職慰労引当金 

同左 
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項目 
前連結会計年度

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

(4）重要なリース取引の処

理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっておりま

す。 

 ────── 

(5）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

イ 匿名組合への参加と会計処理 

 当社はレバレッジド・リースを目的と

した匿名組合への参加契約を締結し、

70,000千円を出資しております。当社の

出資に係る匿名組合の持分を適正に評価

するため、当社の負担すべき投資損益を

出資金に直接加減しております。 

イ 匿名組合への参加と会計処理 

同左 

  ロ 消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

ロ 消費税等の会計処理 

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．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 

表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

────── （連結貸借対照表） 

 財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成20年

８月７日内閣府令第50号）が適用となることに伴い、前連

結会計年度において、「たな卸資産」として掲記されてい

たものは、当連結会計年度から「商品及び製品」「仕掛

品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しております。 

 なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商

品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、それぞ

れ 千円、 千円、 千円であります。 1,031 508,396 378,615
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前連結会計年度（自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

（注） 平成20年６月12日開催の取締役会決議に基づき、平成20年７月１日付で普通株式１株につき 株に分割した

ため、発行済株式総数が 株増加しております。 

  

２．新株予約権等に関する事項 

（注） ストック・オプションとして付与されている新株予約権であるため、目的となる株式の種類及び目的となる株

式の数の記載を省略しております。 

  

注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成20年12月31日） 

当連結会計年度 
（平成21年12月31日） 

※  連結会計年度末日満期手形 ※  連結会計年度末日満期手形 

 連結会計年度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をしております。なお、

当連結会計年度の末日は金融機関の休日であったた

め、次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末

残高に含まれております。 

 連結会計年度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をしております。なお、

当連結会計年度の末日は金融機関の休日であったた

め、次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末

残高に含まれております。 

受取手形 千円1,626

支払手形 千円145,455

受取手形 千円2,377

支払手形 千円44,592

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

※１ 研究開発費の総額 ※１ 研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる研究開発費 千円90,385 一般管理費に含まれる研究開発費 千円26,405

※２ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 ※２        ────── 

機械装置 千円784   

※３ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※３ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

構築物 千円377

機械装置 千円412

工具、器具及び備品 千円1,289

ソフトウエア 千円1,162

計 千円3,241

工具、器具及び備品 千円354

（連結株主資本等変動計算書関係）

株式の種類 
前連結会計年度末株
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） 

当連結会計年度末株
式数（株） 

発行済株式     

普通株式  6,198  1,233,402  －  1,239,600

合計  6,198  1,233,402  －  1,239,600

200

1,233,402

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 

平成18年ストック・オ

プションとしての新株

予約権 

－  －  －  －  －  －

合計  －  －  －  －  －
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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 

  

当連結会計年度（自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

（注） 平成21年３月15日を払込期日として行われた公募増資により、発行済株式総数が 株増加しておりま

す。    

  

２．新株予約権等に関する事項 

（注） ストック・オプションとして付与されている新株予約権であるため、目的となる株式の種類及び目的となる株

式の数の記載を省略しております。 

  

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 

  

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３月28日 

定時株主総会 
普通株式  50,203  8,100 平成19年12月31日 平成20年３月31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３月27日 

定時株主総会 
普通株式  63,219 利益剰余金  51 平成20年12月31日 平成21年３月30日

株式の種類 
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） 

当連結会計年度末株
式数（株） 

発行済株式     

普通株式  1,239,600  300,000  －  1,539,600

合計  1,239,600  300,000  －  1,539,600

300,000

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 

平成18年ストック・オ

プションとしての新株

予約権 

－  －  －  －  －  －

合計  －  －  －  －  －

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21年３月27日 

定時株主総会 
普通株式  63,219  51 平成20年12月31日 平成21年３月30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22年３月30日 

定時株主総会 
普通株式  55,425 利益剰余金  36 平成21年12月31日 平成22年３月31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20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

※現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

※現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

現金及び預金 千円2,965,525

有価証券 千円561,654

現金及び現金同等物 千円3,527,179

現金及び預金 千円1,505,209

有価証券 千円1,134,247

  計 千円2,639,456

預入期間が３ヶ月を超える 

定期預金 
千円△138,000

預入期間が３ヶ月を超える 

譲渡性預金 
千円△200,000

償還期限が３ヶ月を超える 

債券等 
千円△50,312

現金及び現金同等物 千円2,251,144

（リース取引関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額 

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

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  94,847  56,873  37,974

合計  94,847  56,873  37,974

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  44,893  16,875  28,018

合計  44,893  16,875  28,018

２．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 

１年内 千円10,272

１年超 千円28,791

合計 千円39,063

１年内 千円6,570

１年超 千円22,204

合計 千円28,775

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 ３.支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 

支払リース料 千円14,282

減価償却費相当額 千円13,066

支払利息相当額 千円803

支払リース料 千円11,302

減価償却費相当額 千円9,919

支払利息相当額 千円1,039

４．減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 

５．利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息

法によっております。 

５．利息相当額の算定方法 

同左 

（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 
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１．その他有価証券で時価のあるもの 

  

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

（有価証券関係）

  種類

前連結会計年度
（平成20年12月31日） 

当連結会計年度 
（平成21年12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） 

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  21,052  30,088  9,035  36,991  47,456  10,464

(2）債券   

① 国債・地方債等  －  －  －  －  －  －

② 社債  50,000  50,041  41  640,270  648,899  8,628

③ その他  －  －  －  －  －  －

(3）その他  －  －  －  －  －  －

小計  71,052  80,129  9,077  677,262  696,355  19,093

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  106,972  84,976  △21,995  95,028  71,926  △23,102

(2）債券   

① 国債・地方債等  －  －  －  －  －  －

② 社債  －  －  －  98,985  98,510  △475

③ その他  －  －  －  －  －  －

(3）その他  －  －  －  －  －  －

小計  106,972  84,976  △21,995  194,014  170,436  △23,578

合計  178,025  165,106  △12,918  871,276  866,791  △4,485

  

前連結会計年度
（平成20年12月31日） 

当連結会計年度 
（平成21年12月31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  482  482

ＭＭＦ、ＣＭＦ  561,654  583,935

譲渡性預金  －  500,000
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３．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額 

(1）前連結会計年度（平成20年12月31日） 

  

(2）当連結会計年度（平成21年12月31日） 

  

前連結会計年度（自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日）及び当連結会計年度（自 平成21年１月１

日 至 平成21年12月31日） 

 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。 

  

  
１年以内 
（千円） 

１年超５年以内
（千円） 

５年超10年以内 
（千円） 

10年超
（千円） 

１．債券     

社債  －  －  50,000  －

２．その他  483,802  －  －  －

  
１年以内 
（千円） 

１年超５年以内
（千円） 

５年超10年以内 
（千円） 

10年超
（千円） 

１．債券     

社債  50,000  400,000  290,000  －

２．その他     

ＣＭＦ  453,802  －  －  －

譲渡性預金  500,000  －  －  －

（デリバティブ取引関係）
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（退職給付関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

１．採用している退職給付制度の概要 

 当社は、退職金制度の50％相当額について確定拠出年金

制度を採用し、残額については退職一時金制度を採用して

おります。 

 また、連結子会社は、勤労者退職金共済機構・中小企業

退職金共済事業本部の共済制度に加入しております。 

 また当社は、これとは別に総合設立型の日本工作機械関

連工業厚生年金基金に加入しております。当該年金基金制

度の概要は次のとおりであります。 

(1）制度全体の積立状況に関する事項 

   (平成20年３月31日現在)        

(2）制度全体に占める当社グループの掛金拠出割合 

  (平成20年３月31日現在)  

                       ％  

(3）補足説明 

 上記(1）の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過

去勤務債務残高34,179百万円及び剰余金3,363百万円で

あります。本制度における過去勤務債務の償却方法は期

間20年の元利均等償却であります。 

 なお、上記(2）の割合は当社グループの実際の負担割

合とは一致しません。  

  

２．退職給付債務及びその内訳 

３．退職給付費用の内訳 

（注）当社は、総合設立型の日本工作機械関連工業厚生

年金基金に加入しており、費用処理した拠出額は上

記③のとおりであります。 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しており

ます。 

 （追加情報） 

   当連結会計年度より、「『退職給付に係る会計基

準』の一部改正（その２）」（企業会計基準第14号 

平成19年５月15日）を適用しております。 

年金資産の額 百万円 116,372

年金財政計算上の給付債務の額 百万円 147,188

差引額 百万円△30,815

0.23

①退職給付債務 千円 103,555

②退職給付引当金  千円 103,555

①勤務費用 千円 23,475

②確定拠出年金掛金  千円 11,103

③厚生年金基金拠出額  千円 17,250

④退職給付費用  千円 51,829

１．採用している退職給付制度の概要 

同左 

  

  

  

  

  

  

  

(1）制度全体の積立状況に関する事項 

  (平成21年３月31日現在) 

(2）制度全体に占める当社グループの掛金拠出割合 

  (平成21年３月31日現在) 

                     ％ 

(3）補足説明 

 上記(1）の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過

去勤務債務残高32,845百万円及び資産評価調整差額

14,217百万円、財政上の不足金7,408百万円でありま

す。本制度における過去勤務債務の償却方法は期間20年

の元利均等償却であります。 

 なお、上記(2）の割合は当社グループの実際の負担割

合とは一致しません。 

２．退職給付債務及びその内訳 

３．退職給付費用の内訳 

（注）当社は、総合設立型の日本工作機械関連工業厚生

年金基金に加入しており、費用処理した拠出額は上

記③のとおりであります。 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

同左 

  

────── 

年金資産の額 百万円 93,997

年金財政計算上の給付債務の額 百万円 148,468

差引額 百万円 △54,471

0.24

①退職給付債務 千円 117,862

②退職給付引当金  千円 117,862

①勤務費用 千円 15,355

②確定拠出年金掛金  千円 13,174

③厚生年金基金拠出額  千円 17,744

④退職給付費用  千円 46,274
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前連結会計年度（自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日） 

１．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）１．株式数に換算して記載しております。なお、当社は平成20年６月12日開催の取締役会決議に基づき、平成20

年７月１日付で普通株式１株につき200株とする株式分割を行っております。 

２．① 新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利行使時において当社の役員ま

たは従業員いずれかの地位を保有していること、あるいは、当社と顧問契約を締結している場合に限

る。ただし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。 

② 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使することができる。 

③ その他の条件は、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予

約権割当契約書」に定めるところによる。 

３．対象勤務期間の定めはありません。 

  

(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12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。なお、当社は平成20年６月12日開催の取

締役会決議に基づき、平成20年７月１日付で普通株式１株につき200株とする株式分割を行っておりま

す。 

① ストック・オプションの数 

（ストック・オプション等関係）

 平成18年ストック・オプション 

決議年月日 平成18年11月13日 

付与対象者の区分及び人数 

当社取締役     ３名 

当社監査役     ２名 

当社従業員     10名 

当社子会社従業員  ５名 

株式の種類別のストック・オプションの数（注）１ 普通株式 7,000株 

付与日 平成18年11月30日 

権利確定条件 （注）２ 

対象勤務期間 （注）３ 

権利行使期間 平成20年12月１日から平成23年11月30日まで 

 平成18年ストック・オプション 

権利確定前（株）  

前連結会計年度末  33

付与  －

分割による増加  6,567

失効  －

権利確定  6,600

未確定残  －

権利確定後（株）  

前連結会計年度末  －

権利確定  6,600

権利行使  －

失効  200

未行使残  6,400
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② 単価情報 

  

２．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

 平成18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。 

 ストック・オプションの付与日時点において、当社は株式を証券取引所に上場していないことから、スト

ック・オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。ま

た、単位当たりの本源的価値の見積方法は、当社株式の評価額から権利行使価格を控除する方法で算定して

おり、当社株式の評価方法は、純資産価格等を基礎とした方法によっております。その結果、ストック・オ

プションの当連結会計年度末における本源的価値の合計額は０円となっております。 

  

当連結会計年度（自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日） 

１．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）１．株式数に換算して記載しております。なお、当社は平成20年６月12日開催の取締役会決議に基づき、平成20

年７月１日付で普通株式１株につき200株とする株式分割を行っております。 

２．① 新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利行使時において当社の役員ま

たは従業員いずれかの地位を保有していること、あるいは、当社と顧問契約を締結している場合に限

る。ただし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。 

② 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使することができる。 

③ その他の条件は、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予

約権割当契約書」に定めるところによる。 

３．対象勤務期間の定めはありません。 

  

 平成18年ストック・オプション 

権利行使価格        （円）  2,500

行使時平均株価       （円）  －

公正な評価単価（付与日）  （円）  －

 平成18年ストック・オプション 

決議年月日 平成18年11月13日 

付与対象者の区分及び人数 

当社取締役     ３名 

当社監査役     ２名 

当社従業員     10名 

当社子会社従業員  ５名 

株式の種類別のストック・オプションの数（注）１ 普通株式 7,000株 

付与日 平成18年11月30日 

権利確定条件 （注）２ 

対象勤務期間 （注）３ 

権利行使期間 平成20年12月１日から平成23年11月30日まで 
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(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21年12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。なお、当社は平成20年６月12日開催の取

締役会決議に基づき、平成20年７月１日付で普通株式１株につき200株とする株式分割を行っておりま

す。 

① ストック・オプションの数 

  

② 単価情報 

  

２．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

 平成18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。 

 ストック・オプションの付与日時点において、当社は株式を証券取引所に上場していないことから、スト

ック・オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。ま

た、単位当たりの本源的価値の見積方法は、当社株式の評価額から権利行使価格を控除する方法で算定して

おり、当社株式の評価方法は、純資産価格等を基礎とした方法によっております。その結果、ストック・オ

プションの当連結会計年度末における本源的価値の合計額は０円となっております。 

  

 平成18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  －

分割による増加  －

失効  －

権利確定  －

未確定残  －

権利確定後（株）  

前連結会計年度末  6,400

権利確定  －

権利行使  －

失効  －

未行使残  6,400

 平成18年ストック・オプション 

権利行使価格        （円）  2,500

行使時平均株価       （円）  －

公正な評価単価（付与日）  （円）  －
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（税効果会計関係）

前連結会計年度 
（平成20年12月31日） 

当連結会計年度 
（平成21年12月31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 

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 

（千円） （千円） 

繰延税金資産（流動） 

   

繰延税金資産（固定） 

賞与引当金 9,813

未払役員賞与 17,729

未払事業税 24,156

製品保証引当金 19,522

連結内部利益消去 498

その他 3,655

繰延税金資産（流動）計 75,376

退職給付引当金 41,038

役員退職慰労引当金 70,443

その他有価証券評価差額金 5,296

会員権 2,440

貸倒引当金 8,316

その他 788

繰延税金資産（固定）計 128,323

  

繰延税金資産の純額 203,699

繰延税金資産（流動） 

繰延税金負債（流動） 

  

繰延税金資産（固定） 

賞与引当金 6,910

製品保証引当金 12,440

貸倒引当金 2,960

その他 1,567

繰延税金資産（流動）合計 23,878

未収事業税 12,211

繰延税金負債（流動）合計 12,211

繰延税金資産（流動）の純額 11,666

退職給付引当金 47,145

役員退職慰労引当金 107,840

その他有価証券評価差額金 1,777

会員権 2,380

貸倒引当金 10,858

繰越欠損金 45,615

その他 2,526

繰延税金資産（固定）小計 218,144

評価性引当額 △105,273

繰延税金資産（固定）合計  112,870

繰延税金資産（固定）の純額 112,870

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

との差異原因となった主な項目別内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異原因となった主な項目別内訳 

 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。 

法定実効税率 ％40.0

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されない項目 ％1.5

評価性引当額 ％57.4

その他 ％△0.5

税効果会計適用後の法人税等の負担率 ％98.4
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前連結会計年度（自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日）及び当連結会計年度（自 平成21年１月

１日 至 平成21年12月31日） 

 当社グループは、路線バス、鉄道関連のワンマン機器の専門メーカーとして、同一セグメントに属する運

賃箱、カード関連機器等の製造販売を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため該当事項はありま

せん。 

  

前連結会計年度（自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日）及び当連結会計年度（自 平成21年１月

１日 至 平成21年12月31日） 

 本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

前連結会計年度（自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日）及び当連結会計年度（自 平成21年１月

１日 至 平成21年12月31日） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

前連結会計年度（自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日）及び当連結会計年度（自 平成21年１月１

日 至 平成21年12月31日） 

該当事項はありません。 

   

前連結会計年度（自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日）及び当連結会計年度（自 平成21年１月１

日 至 平成21年12月31日） 

 該当事項はありません。  

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高

（関連当事者情報）

（企業結合等関係）
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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20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

１株当たり純資産額 3,613円74銭

１株当たり当期純利益金額 503円01銭

１株当たり純資産額 3,198円05銭

１株当たり当期純利益金額 1円97銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非上場

であるため、期中平均株価が把握できませんので、記載し

ておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないた 

め記載しておりません。 

 当社は、平成20年７月１日付で株式１株につき 株の

株式分割を行っております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合

の前連結会計年度における１株当たり情報については、以

下のとおりとなります。 

200   

前連結会計年度 

１株当たり純資産額 3,173円42銭

１株当たり当期純利益金額 404円05銭

  

  
前連結会計年度

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

当期純利益（千円）  623,534  2,912

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

（うち利益処分による役員賞与金） ( ) － ( ) －

普通株式に係る当期純利益（千円）  623,534  2,912

期中平均株式数（株）  1,239,600  1,478,778

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18年11月13日臨時株主総会 決

議ストック・オプション 

（新株予約権の数32個） 

普通株式 株 

 なお、上記新株予約権の概要につ

いては、「第４ 提出会社の状況 

１ 株式等の状況 (2）新株予約権

等の状況」に記載のとおりでありま

す。 

6,400

平成18年11月13日臨時株主総会 決

議ストック・オプション 

（新株予約権の数32個） 

普通株式  株 

 なお、上記新株予約権の概要につ

いては、「第４ 提出会社の状況 

１ 株式等の状況 (2）新株予約権

等の状況」に記載のとおりでありま

す。 

6,400
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前連結会計年度（自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日） 

 平成21年２月10日及び平成21年２月25日開催の取締役会において、下記のとおり新株式の発行を決議し、平

成21年３月15日に払込が完了いたしました。 

 この結果、資本金は319,250千円、発行済株式総数は1,539,600株となっております。 

① 募集方法           ：一般募集（ブックビルディング方式による募集） 

② 発行する株式の種類及び数   ：普通株式300,000株 

③ 発行価格           ：１株につき1,800円 

一般募集はこの価格にて行いました。 

④ 引受価額           ：１株につき1,665円 

この価額は当社が引受人より１株当たりの新株式払込金として受取

った金額であります。なお、発行価格と引受価額との差額の総額

は、引受人の手取金となります。 

⑤ 払込金額           ：１株につき1,530円 

この金額は会社法上の払込金額であり、平成21年２月25日開催の取

締役会において決定された金額であります。 

⑥ 資本組入額          ：１株につき832.50円 

⑦ 発行価額の総額        ：459,000千円 

⑧ 資本組入額の総額       ：249,750千円 

⑨ 払込金額の総額        ：499,500千円 

⑩ 払込期日           ：平成21年３月15日 

⑪ 資金の使途          ：将来の設備投資資金に充当 

  

当連結会計年度（自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日） 

 該当事項はありません。   

  

（重要な後発事象）
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年12月31日) 

当事業年度 
(平成21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,825,394 1,442,152

受取手形 ※3  130,099 ※3  120,804

売掛金 576,030 813,592

有価証券 561,654 1,134,247

商品 855 －

製品 176 －

原材料 328,733 －

商品及び製品 － 1,388

仕掛品 495,012 184,005

原材料及び貯蔵品 － 143,950

前払費用 2,759 4,955

繰延税金資産 74,869 11,666

未収還付法人税等 － 138,330

その他 15,304 16,973

貸倒引当金 △5,600 △7,400

流動資産合計 5,005,289 4,004,667

固定資産   

有形固定資産   

建物 356,007 356,758

減価償却累計額 △136,752 △153,894

建物（純額） 219,255 202,864

構築物 19,026 19,026

減価償却累計額 △11,366 △12,769

構築物（純額） 7,660 6,257

機械及び装置 21,265 21,265

減価償却累計額 △18,420 △19,158

機械及び装置（純額） 2,845 2,107

車両運搬具 512 512

減価償却累計額 △460 △479

車両運搬具（純額） 51 32

工具、器具及び備品 523,844 548,484

減価償却累計額 △469,641 △501,533

工具、器具及び備品（純額） 54,202 46,951

土地 244,883 244,883

有形固定資産合計 528,898 503,097

無形固定資産   

ソフトウエア 50,026 39,289

その他 3,810 3,810

無形固定資産合計 53,836 43,099
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年12月31日) 

当事業年度 
(平成21年12月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 165,589 816,961

関係会社株式 10,000 10,000

出資金 17,221 11,042

破産更生債権等 193 13,916

長期前払費用 583 229

繰延税金資産 119,902 112,870

保険積立金 178,517 197,185

その他 66,619 65,120

貸倒引当金 △20,380 △34,104

投資その他の資産合計 538,247 1,193,222

固定資産合計 1,120,982 1,739,419

資産合計 6,126,272 5,744,087

負債の部   

流動負債   

支払手形 ※3  518,257 ※3  226,463

買掛金 ※2  434,429 ※2  96,567

短期借入金 120,000 120,000

未払金 43,210 26,498

未払費用 60,357 14,707

未払法人税等 266,382 －

未払消費税等 60,686 －

前受金 6 3,777

預り金 15,709 13,336

賞与引当金 23,935 17,277

製品保証引当金 47,616 31,100

その他 － 50

流動負債合計 1,590,590 549,778

固定負債   

退職給付引当金 88,262 97,625

役員退職慰労引当金 166,202 261,101

その他 120 120

固定負債合計 254,584 358,847

負債合計 1,845,175 908,626
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年12月31日) 

当事業年度 
(平成21年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 69,500 319,250

資本剰余金   

資本準備金 49,500 299,250

資本剰余金合計 49,500 299,250

利益剰余金   

利益準備金 5,000 5,000

その他利益剰余金   

別途積立金 3,488,000 4,038,000

繰越利益剰余金 676,718 176,652

利益剰余金合計 4,169,718 4,219,652

株主資本合計 4,288,718 4,838,152

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △7,621 △2,691

評価・換算差額等合計 △7,621 △2,691

純資産合計 4,281,096 4,835,461

負債純資産合計 6,126,272 5,744,087
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高   

商品売上高 171,007 111,435

製品売上高 5,931,882 3,083,519

売上高合計 6,102,889 3,194,954

売上原価   

商品期首たな卸高 － 855

当期商品仕入高 119,043 87,368

合計 119,043 88,223

商品期末たな卸高 855 －

商品売上原価 118,188 88,223

製品期首たな卸高 5,691 176

当期製品製造原価 ※1  4,180,370 ※1  2,106,826

他勘定受入高 － ※2  1,388

合計 4,186,062 2,108,391

他勘定振替高 ※3  1,619 －

製品期末たな卸高 176 1,388

製品売上原価 4,184,266 2,107,003

売上原価合計 4,302,454 2,195,226

売上総利益 1,800,434 999,727

販売費及び一般管理費   

役員報酬 117,868 64,902

給料手当及び賞与 176,053 160,319

賞与引当金繰入額 9,513 6,274

福利厚生費 35,901 32,228

退職給付費用 14,383 14,461

役員退職慰労引当金繰入額 11,254 94,899

減価償却費 32,705 28,266

運賃 45,484 31,351

アフターサービス費 33,986 63,126

研究開発費 ※4  90,385 ※4  26,405

支払手数料 62,899 63,514

貸倒引当金繰入額 － 15,523

製品保証引当金繰入額 47,616 31,100

その他 113,538 116,128

販売費及び一般管理費合計 791,589 748,500

営業利益 1,008,845 251,227
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業外収益   

受取利息 528 402

有価証券利息 3,049 11,043

受取配当金 3,455 4,520

受取賃貸料 ※1  25,920 ※1  25,920

匿名組合投資利益 10,986 14,609

受取事務手数料 ※1  5,136 ※1  5,136

受取保険料 7,016 509

その他 1,460 2,341

営業外収益合計 57,553 64,483

営業外費用   

支払利息 1,957 1,740

売上割引 2,943 2,868

株式交付費 － 13,544

賃貸収入原価 12,480 12,480

その他 478 3

営業外費用合計 17,859 30,636

経常利益 1,048,539 285,074

特別利益   

貸倒引当金戻入額 2,304 －

特別利益合計 2,304 －

特別損失   

固定資産除却損 ※5  2,850 ※5  354

貸倒引当金繰入額 1,712 －

投資有価証券評価損 508 －

特別損失合計 5,070 354

税引前当期純利益 1,045,773 284,720

法人税、住民税及び事業税 461,346 104,833

法人税等調整額 △28,553 66,732

法人税等合計 432,793 171,566

当期純利益 612,979 113,153
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※１．主な内訳は次のとおりであります。 

※２．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 

  

製造原価明細書

    
前事業年度

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円）
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

Ⅰ 材料費    2,273,480  53.0  774,065  39.7

Ⅱ 労務費    325,834  7.6  319,399  16.4

Ⅲ 経費 ※１  112,416  2.6  99,756  5.1

Ⅳ 外注費    1,581,530  36.8  757,144  38.8

当期総製造費用    4,293,261  100.0  1,950,365  100.0

期首仕掛品たな卸高    551,159   495,012  

合計    4,844,420   2,445,377  

他勘定振替高 ※２  169,037   154,545  

期末仕掛品たな卸高    495,012   184,005  

当期製品製造原価    4,180,370   2,106,826  

    原価計算の方法   原価計算の方法   

     原価計算の方法は実際総

合原価計算であり、期中は

予定原価を用い、原価差額

は期末において製品、仕掛

品、売上原価等に配賦して

おります。 

  同左   

項目 
前事業年度

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

減価償却費（千円）  47,923  49,769

項目 
前事業年度

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

アフターサービス費（千円）  65,540  108,151

研究開発費（千円）  90,385  26,405

工具、器具及び備品（千円）  9,040  15,080

その他（千円）  4,070  4,908

合計（千円）  169,037  154,545
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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20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 69,500 69,500

当期変動額   

新株の発行 － 249,750

当期変動額合計 － 249,750

当期末残高 69,500 319,250

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 49,500 49,500

当期変動額   

新株の発行 － 249,750

当期変動額合計 － 249,750

当期末残高 49,500 299,250

資本剰余金合計   

前期末残高 49,500 49,500

当期変動額   

新株の発行 － 249,750

当期変動額合計 － 249,750

当期末残高 49,500 299,250

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 5,000 5,000

当期末残高 5,000 5,000

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 3,038,000 3,488,000

当期変動額   

別途積立金の積立 450,000 550,000

当期変動額合計 450,000 550,000

当期末残高 3,488,000 4,038,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 563,942 676,718

当期変動額   

剰余金の配当 △50,203 △63,219

当期純利益 612,979 113,153

別途積立金の積立 △450,000 △550,000

当期変動額合計 112,775 △500,066

当期末残高 676,718 176,652
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

利益剰余金合計   

前期末残高 3,606,942 4,169,718

当期変動額   

剰余金の配当 △50,203 △63,219

当期純利益 612,979 113,153

別途積立金の積立 － －

当期変動額合計 562,775 49,933

当期末残高 4,169,718 4,219,652

株主資本合計   

前期末残高 3,725,942 4,288,718

当期変動額   

新株の発行 － 499,500

剰余金の配当 △50,203 △63,219

当期純利益 612,979 113,153

当期変動額合計 562,775 549,433

当期末残高 4,288,718 4,838,152

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 19,884 △7,621

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △27,506 4,930

当期変動額合計 △27,506 4,930

当期末残高 △7,621 △2,691

評価・換算差額等合計   

前期末残高 19,884 △7,621

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △27,506 4,930

当期変動額合計 △27,506 4,930

当期末残高 △7,621 △2,691

純資産合計   

前期末残高 3,745,827 4,281,096

当期変動額   

新株の発行 － 499,500

剰余金の配当 △50,203 △63,219

当期純利益 612,979 113,153

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △27,506 4,930

当期変動額合計 535,269 554,364

当期末残高 4,281,096 4,835,461
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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

重要な会計方針

項目 
前事業年度

（自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31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 

 決算期末日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平均法に

より算定）を採用しております。 

(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 

商品、製品、原材料及び仕掛品 

 総平均法（月別）による原価法を採用

しております。 

商品、製品、原材料及び仕掛品 

 総平均法（月別）による原価法（貸借

対照表価額は収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法により算定）を採用してお

ります。 

（会計方針の変更） 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産

については、従来、総平均法（月別）に

よる原価法によっておりましたが、当事

業年度より「棚卸資産の評価に関する会

計基準」（企業会計基準第９号 平成18

年７月５日）が適用されたことに伴い、

総平均法（月別）による原価法（貸借対

照表価額については収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法）により算定してお

ります。 

 なお、この変更による当事業年度の損

益に与える影響は軽微であります。 

３．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

 定率法を採用しております。ただし、

平成10年４月１日以降に取得した建物

（建物附属設備を除く）については、定

額法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。 

建物         15～29年 

構築物        10～13年 

工具、器具及び備品  ２～５年 

(1）有形固定資産 

同左 
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項目 
前事業年度

（自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

  （追加情報） 

 平成19年度の法人税法の改正に伴い、

平成19年３月31日以前に取得した資産に

ついては、改正前の法人税法に基づく減

価償却の方法の適用により、取得価額の

５％に到達した事業年度の翌事業年度よ

り、取得価額の５％相当額と備忘価額と

の差額を５年間にわたり均等償却し、減

価償却費に含めて計上しております。 

 なお、この変更による当事業年度の損

益に与える影響は軽微であります。  

────── 

  (2）無形固定資産 

 自社利用のソフトウエアについては、

社内における利用可能期間（５年）に基

づく定額法を採用しております。 

(2）無形固定資産 

同左 

  ────── (3）リース資産 

 所有権移転外ファイナンス・リース取

引については、リース期間を耐用年数と

し、残存価額を零とする定額法を採用し

ております。 

（会計方針の変更） 

所有権移転外ファイナンス・リース取

引については、従来、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

りましたが、当事業年度より、「リース

取引に関する会計基準」(企業会計基準

第13号(平成５年６月17日(企業会計審議

会第一部会)、平成19年３月30日改正))

及び「リース取引に関する会計基準の適

用指針」(企業会計基準適用指針第16号

(平成６年１月18日(日本公認会計士協会

会計制度委員会)、平成19年３月30日改

正))を適用し、通常の売買取引に係る方

法に準じた会計処理によっております。

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適

用初年度以前のものについては、通常の

賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

を引き続き採用しております。 

 なお、これによる損益に与える影響は

ありません。 
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項目 
前事業年度

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績等を勘

案して必要額を、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。 

(1）貸倒引当金 

同左 

  (2）賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の支出に

備えるため、支給見込額のうち当事業年

度に負担すべき額を計上しております。

(2）賞与引当金 

同左 

  (3）製品保証引当金 

 保証期間内に発生する無償修理に対す

る支出に備えるため、過去の実績率等を

基礎として無償修理費の見積額を計上し

ております。 

(3）製品保証引当金 

同左 

  (4）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務（簡便法

により自己都合要支給額の100％）に基

づき計上しております。 

(4）退職給付引当金 

同左 

  (5）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出に備えるた

め、規程に基づく当事業年度末要支給額

を計上しております。 

(5）役員退職慰労引当金 

同左 

５．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっておりま

す。 

────── 

６．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

(1）匿名組合への参加と会計処理 

 当社はレバレッジド・リースを目的と

した匿名組合への参加契約を締結し、

千円を出資しております。当社の

出資に係る匿名組合の持分を適正に評価

するため、当社の負担すべき投資損益を

出資金に直接加減しております。 

70,000

(1）匿名組合への参加と会計処理 

同左 

  (2）消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

(2）消費税等の会計処理 

同左 
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表示方法の変更

前事業年度 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

────── （貸借対照表） 

 財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成20年

８月７日内閣府令第50号）が適用となることに伴い、前事

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。 

1,031 495,012

328,733

（損益計算書） 

 前期まで営業外費用の「その他」に含めて表示しており

ました「売上割引」は、営業外費用の総額の100分の10を

超えたため区分掲記いたしました。 

 なお、前期における「売上割引」の金額は 千円で

あります。 

1,647

────── 

注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成20年12月31日） 

当事業年度 
（平成21年12月31日） 

 １ 偶発債務 

 子会社のリース債務に対して、次のとおり債務保証

を行っております。 

 １ 偶発債務 

 子会社のリース債務に対して、次のとおり債務保証

を行っております。 

㈱オーバルテック 千円35,790 ㈱オーバルテック 千円26,623

※２ 関係会社項目 ※２ 関係会社項目 

流動負債 

買掛金 千円46,192

流動負債 

買掛金 千円41,106

※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

をもって決済処理をしております。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

期末残高に含まれております。 

※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

をもって決済処理をしております。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

期末残高に含まれております。 

受取手形 千円1,626

支払手形 千円145,455

受取手形 千円2,377

支払手形 千円44,592
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前事業年度（自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日）及び当事業年度（自 平成21年１月１日 至 

平成21年12月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 該当事項はありません。 

  

（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

※１ 関係会社との取引に係るものは次のとおりでありま

す。 

※１ 関係会社との取引に係るものは次のとおりでありま

す。 

原材料仕入高 千円76,663

外注加工費 千円758,648

受取賃貸料 千円25,200

受取事務手数料 千円5,136

原材料仕入高 千円81,865

外注加工費 千円440,290

受取賃貸料 千円25,200

受取事務手数料 千円5,136

 ２              ────── ※２ 他勘定受入高の内訳は次のとおりであります。 

  営業譲受に伴う受入高 千円1,388

※３ 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。  ３        ────── 

工具、器具及び備品 千円1,379

その他 千円239

計 千円1,619

  

※４ 研究開発費の総額 ※４ 研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる研究開発費 千円90,385 一般管理費に含まれる研究開発費 千円26,405

※５ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 ※５ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

構築物 千円377

機械及び装置 千円21

工具、器具及び備品 千円1,289

ソフトウエア 千円1,162

計 千円2,850

工具、器具及び備品 千円354

（株主資本等変動計算書関係）
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前事業年度（自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日）及び当事業年度（自 平成21年１月１日 至 

平成21年12月31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。 

  

（リース取引関係）

前事業年度 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額 

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

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） 

車両運搬具  9,386  3,712  5,673

合計  9,386  3,712  5,673

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） 

車両運搬具  9,386  5,590  3,796

合計  9,386  5,590  3,796

２．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 

１年内 千円1,899

１年超 千円4,041

合計 千円5,941

１年内 千円1,589

１年超 千円2,452

合計 千円4,041

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 ３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 千円1,914

減価償却費相当額 千円1,624

支払利息相当額 千円353

支払リース料 千円2,204

減価償却費相当額 千円1,877

支払利息相当額 千円304

４．減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 

５．利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息

法によっております。 

５．利息相当額の算定方法 

同左 

（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 

（有価証券関係）
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（税効果会計関係）

前事業年度 
（平成20年12月31日） 

当事業年度 
（平成21年12月31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 

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 

（千円） （千円） 

繰延税金資産（流動） 繰延税金資産（流動） 

  

繰延税金資産（固定） 

  

  

賞与引当金 9,813

未払役員賞与 17,729

未払事業税 24,148

製品保証引当金 19,522

その他 3,655

繰延税金資産（流動）計 74,869

退職給付引当金 34,917

役員退職慰労引当金 68,143

その他有価証券評価差額金 5,296

会員権 2,440

貸倒引当金 8,316

その他 788

繰延税金資産（固定）計 119,902

繰延税金資産の純額 194,772

   

繰延税金資産（固定） 

賞与引当金 6,910

製品保証引当金 12,440

貸倒引当金 2,960

その他 1,567

繰延税金資産（流動）合計 23,878

繰延税金負債（流動） 

 未収事業税 12,211

 繰延税金負債（流動）合計 12,211

繰延税金資産（流動）の純額 11,666

退職給付引当金 39,050

役員退職慰労引当金 104,440

その他有価証券評価差額金 1,777

会員権 2,380

貸倒引当金 10,858

その他 2,526

繰延税金資産（固定）小計 161,034

評価性引当額 △48,163

繰延税金資産（固定）合計  112,870

繰延税金資産（固定）の純額 112,870

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

との差異原因となった主な項目別内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異原因となった主な項目別内訳 

 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。 

法定実効税率 ％40.0

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されない項目 ％1.0

評価性引当額 ％16.9

その他 ％2.4

税効果会計適用後の法人税等の負担率 ％60.3
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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20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

１株当たり純資産額 3,453円61銭

１株当たり当期純利益金額 494円50銭

１株当たり純資産額 3,140円73銭

１株当たり当期純利益金額 76円52銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非上場

であるため、期中平均株価が把握できませんので、記載し

ておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないた 

め記載しておりません。 

 当社は、平成20年７月１日付で株式１株につき 株の

株式分割を行っております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合

の前事業年度における１株当たり情報については、以下の

とおりとなります。 

200   

前事業年度 

１株当たり純資産額 3,021円80銭

１株当たり当期純利益金額 391円69銭

  

  
前事業年度

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

当期純利益（千円）  612,979  113,153

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

（うち利益処分による役員賞与金） ( ) － ( ) －

普通株式に係る当期純利益（千円）  612,979  113,153

期中平均株式数（株）  1,239,600  1,478,778

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18年11月13日臨時株主総会 決

議ストック・オプション 

（新株予約権の数32個） 

普通株式 株 

 なお、上記新株予約権の概要につ

いては、「第４ 提出会社の状況 

１ 株式等の状況 (2）新株予約権

の状況」に記載のとおりでありま

す。 

6,400

平成18年11月13日臨時株主総会 決

議ストック・オプション 

（新株予約権の数32個） 

普通株式  株 

 なお、上記新株予約権の概要につ

いては、「第４ 提出会社の状況 

１ 株式等の状況 (2）新株予約権

の状況」に記載のとおりでありま

す。 

6,400
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前事業年度（自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日） 

 平成21年２月10日及び平成21年２月25日開催の取締役会において、下記のとおり新株式の発行を決議し、平

成21年３月15日に払込が完了いたしました。 

 この結果、資本金は319,250千円、発行済株式総数は1,539,600株となっております。 

① 募集方法           ：一般募集（ブックビルディング方式による募集） 

② 発行する株式の種類及び数   ：普通株式300,000株 

③ 発行価格           ：１株につき1,800円 

一般募集はこの価格にて行いました。 

④ 引受価額           ：１株につき1,665円 

この価額は当社が引受人より１株当たりの新株式払込金として受取

った金額であります。なお、発行価格と引受価額との差額の総額

は、引受人の手取金となります。 

⑤ 払込金額           ：１株につき1,530円 

この金額は会社法上の払込金額であり、平成21年２月25日開催の取

締役会において決定された金額であります。 

⑥ 資本組入額          ：１株につき832.50円 

⑦ 発行価額の総額        ：459,000千円 

⑧ 資本組入額の総額       ：249,750千円 

⑨ 払込金額の総額        ：499,500千円 

⑩ 払込期日           ：平成21年３月15日 

⑪ 資金の使途          ：将来の設備投資資金に充当 

  

当事業年度（自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日） 

 該当事項はありません。   

  

（重要な後発事象）
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(1）役員の異動 

 役員の異動につきましては、開示内容が定まった時点で開示いたします。  

  

(2）生産、受注及び販売の状況 

①生産実績 

 当社グループは路線バス用運賃収受関連製品の開発、製造、販売、アフターサービスを一貫して行っており、事業

の種類別では単一のセグメントに属しております。従いまして、「生産、受注及び販売の状況」についてはセグメン

ト別の開示は行っておりません。 

 当連結会計年度の生産実績を主要品目ごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

②受注状況  

 当連結会計年度の受注状況を主要品目ごとに示すと、次のとおりであります。 

  （注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

６．その他

品目 
当連結会計年度

（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

前年同期比（％）

運賃箱関連（千円）  884,013  42.7

カード機器関連（千円）  735,461  33.8

その他のバス用機器（千円）  301,251  40.2

部品・修理（千円）  786,374  81.3

合計（千円）  2,707,100  45.4

品目 受注高 前年同期比（％） 受注残高 前年同期比（％）

運賃箱関連（千円）  878,503  56.4  165,476  33.2

カード機器関連（千円）  776,838  46.4  157,219  28.5

その他のバス用機器（千円）  402,718  76.5  168,741  126.2

部品・修理（千円）  768,902  82.9  61,223  44.1

商品（千円）  106,219  66.8  10,792  106.9

合計（千円）  2,933,182  60.6  563,453  42.3
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③販売実績 

 当連結会計年度の販売実績を主要品目ごとに示すと、次のとおりであります。 

  （注）１． 近２連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおり

であります。 

２．前連結会計年度及び当連結会計年度について、当該割合が100分の10未満の相手先は記載を省略しており

ます。 

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

品目 
当連結会計年度

（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

前年同期比（％）

運賃箱関連（千円）  1,014,654  48.1

カード機器関連（千円）  928,571  43.5

その他のバス用機器（千円）  355,439  48.9

部品・修理（千円）  786,374  81.3

商品（千円）  111,435  65.2

合計（千円）  3,196,474  52.3

  
相手先 

  

前連結会計年度
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

新和商事株式会社  －  －  336,571  10.5

神戸市交通局  789,420  12.9  －  －

京成バス株式会社  640,373  10.5  －  －
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