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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3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 ％

22年3月期 10,024 △8.4 12 ― 24 △77.9 △63 ―
21年3月期 10,939 △20.4 △82 ― 110 △94.0 △6 ―

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 ％ ％ ％

22年3月期 △7.07 ― △0.4 0.1 0.1
21年3月期 △0.67 ― △0.0 0.5 △0.8

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  0百万円 21年3月期  △1百万円

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

22年3月期 21,337 17,701 82.9 1,970.34
21年3月期 20,768 17,634 84.8 1,963.23

（参考） 自己資本  22年3月期  17,680百万円 21年3月期  17,616百万円

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

22年3月期 1,148 △3,534 △195 1,610
21年3月期 904 △2,040 △420 4,130

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 ％ ％

21年3月期 ― ― ― 10.00 10.00 89 ― 0.5
22年3月期 ― ― ― 10.00 10.00 89 ― 0.5
23年3月期 

（予想）
― ― ― 10.00 10.00 ―

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3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） 

※上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異な
る場合があります。なお、上記予想に関する事項は、添付資料の４ページをご参照ください。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 1株当たり当期
純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間 5,520 13.5 150 ― 175 ― 110 ― 12.26

通期 11,000 9.7 230 ― 250 923.7 150 ― 16.72
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4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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） 22年3月期 9,309,000株 21年3月期 9,309,000株
② 期末自己株式数 22年3月期 335,785株 21年3月期 335,648株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3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 ％

22年3月期 8,504 △4.5 △44 ― 110 ― 51 ―
21年3月期 8,908 △23.3 △240 ― △164 ― △34 ―

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

22年3月期 5.70 ―
21年3月期 △3.81 ―

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

22年3月期 21,465 17,839 83.1 1,988.06
21年3月期 20,996 17,873 85.1 1,991.81

（参考） 自己資本 22年3月期  17,839百万円 21年3月期  17,873百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23年3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） 

※上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異な
る場合があります。 

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

4,460 12.9 40 ― 75 ― 45 ― 5.01

通期 9,000 5.8 75 ― 145 31.5 85 66.1 9.47
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(1）経営成績に関する分析 

（当期の経営成績）  

当連結会計年度における世界経済を概観しますと、金融危機に端を発した景気低迷が長期化する中、主要各国にお

ける経済支援政策により、一部で持ち直しの動きをみせておりますが、実体経済は依然として厳しい状況で推移して

おります。米国及び欧州経済は、政策効果もあり基調としては緩やかな持ち直しが見込まれておりますが、景気が低

迷を続ける懸念が払拭されるまでには至っておりません。アジア経済は、中国では内需を中心に回復しており、その

他地域でも総じて景気は回復しております。一方、我が国経済は、輸出や生産に持ち直しの傾向がみられるものの、

厳しい雇用情勢や海外経済の下振れ懸念、デフレの影響など景気の下押しリスクもあることから、先行きは依然とし

て不透明な状況が続いております。 

このような経済環境の中、当社製品の得意先関連業界の状況でありますが、プリント基板業界は需要減少に対応す

るための工場集約など生産体制の再構築が進められております。一方、自動車部品業界でも、一部のハイブリッド車

など以外は、世界的に自動車市場需要は厳しい状況となっております。 

得意先関連業界のこのような事業環境の下で、当社グループは、海外市場への積極的な展開、国内市場の販売力強

化、研究開発体制の充実、生産・購買部門における徹底したコストダウンを進めてまいりました。また、新規抗ウイ

ルス技術「Cufitec®(キュフィテック)」を開発し、昨年の１１月より「Cufitec」ブランド製品化第１弾として高性

能マスクの販売を開始しております。その結果、連結売上高は100億２千４百万円（前年同期比8.4%減）、営業利益

は１千２百万円（前年同期は営業損失８千２百万円）、経常利益は２千４百万円（前年同期比77.9%減）、当期純損

失は６千３百万円（前年同期は当期純損失６百万円）となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

（スクリーン印刷用資材） 

当社グループの主力製品であるスクリーン印刷用メッシュクロスは、国内において、片面基板生産の減少の影響、

一般印刷業界の低迷などにより厳しい状況であります。海外においては、中国を中心にアジアは回復傾向にあります

が、北米、欧州では売上が減少いたしました。 

以上の結果、当セグメントの売上高は41億４千５百万円（前年同期比 8.0％減）、営業利益は０百万円（前年同期

比97.2％減）となりました。 

  

（産業用資材） 

産業資材用途としては、得意先での生産の持ち直しはみられるものの依然需要は低迷しており、濾過布用、フィル

ター用、メディカル用、防虫網などの用途は減少いたしました。 

以上の結果、当セグメントの売上高は25億５千３百万円（前年同期比 15.2％減）、営業損失は１億２千４百万円

（前年同期は営業損失４千５百万円）となりました。 

  

（化成品） 

自動車用フィルターは、主力のインジェクター用及びＡＢＳ用フィルターなど、ハイブリッド車向けが牽引し全体

的に回復傾向にありますが、家電用フィルターについては、洗濯機用、浄水器用、エアコン用フィルターなどが減少

いたしました。 

以上の結果、当セグメントの売上高は30億７千７百万円（前年同期比 2.5％減）、営業利益は１億１千２百万円

（前年同期は営業損失７千１百万円）となりました。 

  

（その他） 

その他については、入替用の養殖用生簀（いけす）金網の需要低迷により、売上高は２億４千６百万円（前年同期

比 6.9％減）、営業利益は２千４百万円（前年同期比 18.1％増）となりました。 

  

一方、個別決算では、売上高は85億４百万円（前期比 4.5％減）、経常利益は１億１千万（前年同期は経常損失１

億６千４百万円）、当期純利益は５千１百万円（前年同期は当期純損失３千４百万円）となりました。  

  

１．経営成績
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（次期の見通し） 

今後の見通しにつきましては、世界的な金融危機に終息の兆しが見えるものの、長期化する円高基調とデフレ懸念

により先行きは不透明な状況であります。 

当社グループを取り巻く事業環境におきましても、在庫調整圧力は低下するものと思われますが、前述のような経

済環境が継続する中では、当面厳しい状況が続くものと予想されます。 

このような状況の下で、当社グループは引き続き研究開発体制を強化し、マーケットニーズに適確に応える高付加

価値化技術・機能の提供を図るとともに、コストダウンの徹底や在庫圧縮など一層のコスト競争力ある生産プロセス

の実現を推し進め収益力の強化に努めてまいります。 

なお、当社の次期の業績については、連結決算で売上高110億円（前期比9.7％増）、経常利益２億５千万円（前期

比923.7％増）、当期純利益１億５千万円（前年同期は当期純損失６千３百万円）と予想しております。 

  

(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末の総資産は、213億３千７百万円となり前連結会計年度末に比べ５億６千８百万円増加いたし

ました。流動資産は124億２千７百万円となり、４億４千６百万円増加いたしました。主な要因は、売上債権の増

加６億２千万円、たな卸資産の増加２億１千６百万円であります。固定資産は89億１千万円となり１億２千２百万

円増加いたしました。 

当連結会計年度末の負債合計は36億３千５百万円となり、前連結会計年度末に比べ５億１百万円増加いたしまし

た。流動負債は15億７千２百万円となり、２億６千２百万円増加いたしました。主な要因は、仕入債務の増加１億

５千７百万円であります。固定負債は20億６千３百万円となり、前連結会計年度末に比べ、２億３千８百万円増加

いたしました。主な要因は、リース債務の増加２億１千５百万円であります。 

当連結会計年度末の純資産の部は177億１百万円となり、前連結会計年度末に比べ６千７百万円増加いたしまし

た。この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の84.8％から82.9％と1.9％減少いたしました。 

  

②キャッシュフローの状況 

当連結会計年度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、営業活動の結果、税金

等調整前当期純損失が、２千３百万円（前年同期は税金等調整前当期純利益７千３百万円）と減益になり、又投資

活動の結果、35億３千４百万円の資金を使用し、財務活動の結果、１億９千５百万円の資金を使用したことによ

り、当連結会計年度末は、前連結会計年度末に比べ25億２千万円減少し、16億１千万円となりました。 

  

（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、11億４千８百万円（前年同期は９億４百万円の獲得）となりました。これは主

に、減価償却費の増加と仕入債務の増加によるものであります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、35億３千４百万円（前年同期は20億４千万円の使用）となりました。これは主

に、定期預金の預入と有形固定資産の取得等によるものであります。 

  

（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、１億９千５百万円（前年同期は４億２千万円の使用）となりました。これは主

に、配当金の支払とリース債務の返済等によるものであります。 
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

利益配分に関しましては、当社は配当政策を 重要施策の一つとして認識しており、将来の事業拡大や収益向上を

図るための資金需要や財務状況も総合的に勘案するとともに、連結ベースでの配当性向３０％以上を基準として実施

していく方針であります。 

内部留保資金については、新製品開発、生産性や品質レベル向上のための研究開発や設備更新、国際化、情報化に

対応するための投資をはじめ、新たな領域における事業化促進のための投資など、当社グループの将来の資金需要に

充当してまいります。 

しかしながら、当期の配当につきましては、当年度の業績の状況に鑑み、誠に遺憾ではございますが、１株につき

10円とさせていただく予定です。 

なお、次期の配当につきましても、当期同様に１株につき10円の配当を予定しております。  

  

(4）事業等のリスク 

当社グループは、事業等のリスクに関し、組織的・体系的に対応することとしておりますが、現在、当連結グルー

プの業績及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあり、投資家の判断に影響を及

ぼす可能性がある事項と考えております。 

  

①経済状況・業界動向 

当社グループの製品は国内外の幅広い用途及び業界に販売しております。しかしながら、景気後退に伴う需要の

減少、競争の激化による出荷変動、業界動向に影響を及ぼすような不測の事態の発生などにより、業績及び財務状

況等に影響を及ぼす可能性があります。 

  

②為替変動に関するリスク 

当社グループはマーケットの拡大が期待される海外における事業に注力しており、今後とも海外事業のウェイト

は高くなることを想定しております。当社グループは、為替リスクに対して、為替予約等によるリスクヘッジを行

っておりますが、為替変動が、当社の連結業績に影響を与える可能性があります。 

  

③カントリーリスク 

当社グループの事業は北米・アジア等グローバルに展開しております。したがって、各国における政治・経済状

況の変化、法律、税制の改正等により、業績及び財務状況等に影響を及ぼす可能性があります。 

  

④製品品質に関するリスク 

当社グループでは、「品質第一主義」を企業理念として掲げ、製品の品質管理及び品質保証体制の確立に向けて

の取組みを強化しております。しかしながら、不良製品、誤表示製品などの流出が生じた場合には、損害賠償など

により多額のコストがかかり、業績及び財務状況等に影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑤原材料の調達に関するリスク 

当社グループでは、原糸を主とした原材料の調達を行っておりますが、原材料を安定的に確保するのに支障が生

じた場合や調達コストの上昇などにより、業績及び財務状況等に影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑥法規制に関するリスク 

当社グループでは、企業活動に係わる様々な法規制に服しており、コンプライアンス体制の強化に努めておりま

すが、これらの法規制を遵守できなかった場合には、対応費用の発生や信用の著しい低下により、業績及び財務状

況等に影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑦自然災害に関するリスク 

当社グループの事業拠点が、大規模な台風や地震等の天変地異による災害、火災などの事故に見舞われた場合に

は、その被害の程度によっては、業績及び財務状況等に影響を及ぼす可能性があります。 
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⑧情報システムに関するリスク 

当社グループでは、システムを含め情報管理に対して適切なセキュリィティ対策を実施しておりますが、コンピ

ューターウィルス感染や不正アクセスなど予測の範囲を超える場合には、情報システムの停止または混乱などによ

り、業務活動に支障をきたし、業績及び財務状況等に影響を及ぼす可能性があります。    
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当社グループ（当社及び当社の関係会社）は当社、子会社6社、関連会社1社によって構成されております。 

同時に当社は親会社株式会社日清製粉グループ本社の一員であります。 

当社グループの主な事業内容と各関係会社等の当該事業に係る位置づけは次のとおりであります。 

なお、次の４部門は「４．連結財務諸表（セグメント情報）注記」に掲げる事業の種類別セグメント情報の 

区分と同一であります。 

(1）スクリーン印刷用資材 

 当社はスクリーン印刷用資材を製造し、主に特約店を通じて販売、又子会社DYNAMESH INC.にも販売しておりま

す。子会社PT.NBC INDONESIA及び子会社NBCメタルメッシュもスクリーン印刷用資材の製造販売を行っており、当社

と同社とはそれぞれの製品の一部について販売・購入を行っております。又スクリーン印刷用資材の製造販売を行

っており、当社は同社製品の一部について販売・購入を行っております。 

(2）産業用資材 

 産業用資材を当社が製造販売しております。子会社株式会社NBCハイネットも主として、産業用資材の製造 

販売を行っており、当社と同社とはそれぞれの製品の一部について販売・購入を行っております。子会社恩美絲

（上海）紗網貿易有限公司にも販売しております。 

(3）化成品 

 当社は化成品を製造し、商社経由あるいは直接ユーザー又は子会社DYNAMESH INC.、子会社恩美絲（上海）紗網貿

易有限公司にも販売しております。 

(4）その他 

 子会社ＣＮＫ株式会社は養殖用生簀金網を製造し、主に特約店を通じて販売しております。 

   

以上述べた事項を事業系統図によって示すと下記のようになります。 

  

   

２．企業集団の状況
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(１）会社の経営の基本方針  

 当社グループは「品質第一主義を貫き、お客様の満足を通して社会に貢献し、企業の繁栄と社員の幸福をはか

る」という企業理念のもと、チャレンジＶ－１００（自ら考え行動し、自分の価値を１００％発揮しよう）を経

営方針として定めております。  

 当社のコア技術である、 先端メッシュテクノロジーに、新たなノウハウ、技術サービスを蓄積し、エレクト

ロニクス分野のさらなる飛躍と、人と自然にやさしいクリーンな環境の創造に役立ちたいと考えております。  

  

(２）中長期的な会社の経営戦略、目標とする経営指標  

世界規模での市場環境悪化の中、地球環境保全に対する社会的ニーズの高まりや、グローバル規模での価格競

争の激化、さらには、国際化に伴う様々なリスクの増大など当社グループを取巻く事業環境は、ますます厳しさ

を増してきております。  

このような環境の中で当社は、お客様や社会のニーズ、又ビジネス環境の変化に迅速かつ柔軟に対応出来る企

業体質の強化に努め、活力ある高収益企業グループの構築を目指してまいります。  

・既存分野でのシェアアップとグローバルな事業展開による成長を図る  

・メッシュテクノロジーをコアに高付加価値化技術により事業の発展を図る  

 中長期的な会社の経営戦略の基本方針である“成長”の実現のために、上記二つを柱として、売上高、経常利

益、当期純利益、連結ＲＯＥ（自己資本当期純利益率）の一層の向上により、グループ業績の 大化を図りま

す。  

  

（３）会社の対処すべき課題  

当社は、「お客様の満足を通して社会に貢献する」という企業グループの使命を全うし、経営環境の変化に

フレキシブルに対応できる強い企業グループを実現するため、「価値ある機能部品製造業」をコンセプトとし

て掲げ、以下の重点施策を遂行してまいります。 

  

①新技術の開発、用途開発、顧客開発による市場開拓の徹底 

当社の目指す継続的な成長を実現するため、メッシュテクノロジーをコアとした関連周辺技術の深耕を推進

してまいります。製織・染色・表面加工及び二次加工などの技術の高度化を含めた新技術の開発に加え、スク

リーン印刷技術の体系化や金型・一体成形技術の高度化、その他関連技術など、メッシュクロスの持つ１次機

能のみならず、当社製品に関わる周辺技術にも視野を拡げた高付加価値化技術・機能の追求に取り組んでまい

ります。 

昨年、新規抗ウイルス技術「Cufitec®(キュフィテック)」を開発し、「Cufitec」ブランドとして高性能マス

クの販売を開始しており、引き続き独自技術開発による新製品の市場投入を展開するとともに、生産・販売・

技術・研究が連携し迅速な対応を可能とする体制を敷いて、マーケットニーズに的確に応えていく用途開発、

顧客開発による市場開拓の徹底を進めてまいります。 

  

②品質・コスト・供給等生産体制の強化・充実 

自動車・家電などの業界では、一部に回復傾向はみられるものの本格的な需要回復までには至っておらず、

今後さらにグローバルな生産体制や再編が進み、原価低減と企業間の競争激化が進展するものと思われます。

このような環境の中で当社が生き残って行くためには、お客様に満足いただける品質、価格、納期及び新製品

開発をも含めた生産体制の強化、充実が不可欠であると認識しております。 

今後も、販売・生産・物流の業務システム統制の改善や社員の意識改革などを一層推し進め、品質管理及び

品質保証体制の継続的な強化を図るとともに、コスト競争力のある効率の良い生産プロセスの実現を目指して

まいります。 

  

３．経営方針
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③海外事業の戦略的拡大 

生産子会社であるPT.NBC INDONESIAは、環境の整備と一層の設備充実を図り、メッシュテクノロジーを更に

磨くと共に、徹底したコスト管理と生産性の向上を進め、世界市場での競争力を高めます。 

営業面では、北米における重要拠点としてのDYNAMESH INC.、巨大な市場として発展する中国の恩美絲（上

海）紗網貿易有限公司、競合の拠点である欧州での情報収集・販売支援拠点としてドイツに欧州駐在員事務所

のほか、今後も顧客の生産拠点の海外シフトなどへの的確な対応及び経済成長の著しいＢＲＩＣs地域での事業

展開をもテーマとして掲げ、それぞれに経営資源を投入し営業力を更に強化することで、ＮＢＣメッシュテッ

クブランドの確立と世界シェアのアップを図ります。 

  

④地球環境保護対策 

濾過布・フィルター等の環境保全資材を供給しているメーカーとして、地球環境保全を、経営の重要な課題

として捉え、循環型社会の構築と、環境に配慮した製品の開発を推進いたします。 

ＣＯ２の排出削減については、２０１０年度までにＣＯ２の排出量を１９９０年度比１６％削減する目標を

掲げており、山梨都留工場ＬＮＧサテライト導入による液化天然ガス転換を実施のほか、今後も省エネ機器・

設備の導入、コ・ジェネレーションシステムの導入等を行うことによって、地球温暖化の防止に努めてまいり

ます。 

  

⑤人事制度改革 

以上の施策を実行するのは人材であり、その育成も又、 重要課題の一つであると認識しております。変革

の時代を切り拓くリーダーの育成やスキルアップ教育の充実、又個々の課題と目標を明確にし、その生産性に

報いる環境を整備してまいりましたが、さらに制度改革を推し進め、社員の能力と活力の向上を図ることで、

企業の競争力を一層高めてまいります。  
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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21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,130,677 4,110,162 

受取手形及び売掛金 2,456,839 3,077,249 

商品及び製品 3,040,146 3,210,837 

仕掛品 585,431 598,704 

原材料及び貯蔵品 987,949 1,020,483 

繰延税金資産 237,139 224,761 

未収還付法人税等 308,365 － 

その他 238,330 199,214 

貸倒引当金 △3,385 △13,918 

流動資産合計 11,981,493 12,427,495 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,136,024 3,406,453 

機械装置及び運搬具（純額） 2,425,137 1,850,505 

土地 1,698,446 1,830,971 

建設仮勘定 364,435 415,005 

その他（純額） 285,644 276,564 

有形固定資産合計 7,909,688 7,779,500 

無形固定資産   

のれん 38,624 28,968 

ソフトウエア 168,595 493,708 

ソフトウエア仮勘定 73,422 22,496 

その他 44,031 18,327 

無形固定資産合計 324,673 563,500 

投資その他の資産   

投資有価証券 92,227 95,123 

長期貸付金 1,013 693 

繰延税金資産 404,074 437,229 

その他 74,093 36,057 

貸倒引当金 △18,500 △2,090 

投資その他の資産合計 552,907 567,012 

固定資産合計 8,787,269 8,910,014 

資産合計 20,768,762 21,337,509 
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 606,357 763,512 

未払金 275,472 335,133 

未払費用 268,278 263,705 

リース債務 44,438 124,302 

未払法人税等 59,295 35,211 

その他 55,940 50,397 

流動負債合計 1,309,782 1,572,264 

固定負債   

リース債務 154,158 369,162 

繰延税金負債 － 5,984 

退職給付引当金 1,511,387 1,574,436 

修繕引当金 12,664 － 

その他 146,462 113,865 

固定負債合計 1,824,672 2,063,448 

負債合計 3,134,455 3,635,712 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,992,000 1,992,000 

資本剰余金 2,079,627 2,079,627 

利益剰余金 14,802,804 14,649,594 

自己株式 △467,230 △467,358 

株主資本合計 18,407,201 18,253,863 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,496 10,231 

為替換算調整勘定 △795,903 △583,826 

評価・換算差額等合計 △790,406 △573,595 

少数株主持分 17,512 21,528 

純資産合計 17,634,306 17,701,796 

負債純資産合計 20,768,762 21,337,509 
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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４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

売上高 10,939,539 10,024,344 

売上原価 8,125,792 7,230,043 

売上総利益 2,813,746 2,794,301 

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 245,461 219,781 

役員報酬及び給料手当 814,043 822,828 

退職給付引当金繰入額 69,738 62,035 

減価償却費 92,760 136,469 

貸倒引当金繰入額 － 9,863 

その他 1,674,512 1,530,450 

販売費及び一般管理費合計 2,896,514 2,781,428 

営業利益又は営業損失（△） △82,767 12,872 

営業外収益   

受取利息 44,398 34,216 

受取配当金 4,084 2,279 

受取賃貸料 9,489 9,180 

持分法による投資利益 － 23 

作業くず売却益 559 － 

為替差益 135,697 － 

還付加算金 － 13,303 

助成金収入 － 12,684 

その他 15,685 18,231 

営業外収益合計 209,913 89,919 

営業外費用   

支払利息 9,947 4,210 

為替差損 － 72,407 

持分法による投資損失 1,676 － 

その他 5,044 1,751 

営業外費用合計 16,668 78,370 

経常利益 110,478 24,421 

特別利益   

移転補償金 19,555 23,305 

役員賞与引当金戻入額 4,500 － 

固定資産売却益 － 757 

貸倒引当金戻入額 － 5,788 

その他 2,378 － 

特別利益合計 26,433 29,851 
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

特別損失   

固定資産処分損 9,366 3,747 

75周年記念事業費 － 74,420 

ゴルフ会員権評価損 9,699 － 

減損損失 44,654 － 

特別損失合計 63,720 78,167 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

73,191 △23,895 

法人税、住民税及び事業税 116,966 59,355 

法人税等調整額 △44,573 △20,524 

法人税等合計 72,393 38,830 

少数株主利益 6,835 750 

当期純損失（△） △6,036 △63,476 
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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４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,992,000 1,992,000 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,992,000 1,992,000 

資本剰余金   

前期末残高 2,079,627 2,079,627 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 2,079,627 2,079,627 

利益剰余金   

前期末残高 15,336,119 14,802,804 

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △132,441 － 

当期変動額   

剰余金の配当 △394,836 △89,733 

当期純利益又は当期純損失（△） △6,036 △63,476 

当期変動額合計 △400,873 △153,210 

当期末残高 14,802,804 14,649,594 

自己株式   

前期末残高 △467,019 △467,230 

当期変動額   

自己株式の取得 △210 △128 

当期変動額合計 △210 △128 

当期末残高 △467,230 △467,358 

株主資本合計   

前期末残高 18,940,727 18,407,201 

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △132,441 － 

当期変動額   

剰余金の配当 △394,836 △89,733 

当期純利益又は当期純損失（△） △6,036 △63,476 

自己株式の取得 △210 △128 

当期変動額合計 △401,083 △153,338 

当期末残高 18,407,201 18,253,863 
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 24,339 5,496 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △18,842 4,734 

当期変動額合計 △18,842 4,734 

当期末残高 5,496 10,231 

為替換算調整勘定   

前期末残高 △206,999 △795,903 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △588,904 212,077 

当期変動額合計 △588,904 212,077 

当期末残高 △795,903 △583,826 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △182,660 △790,406 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △607,746 216,811 

当期変動額合計 △607,746 216,811 

当期末残高 △790,406 △573,595 

少数株主持分   

前期末残高 24,526 17,512 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △7,014 4,016 

当期変動額合計 △7,014 4,016 

当期末残高 17,512 21,528 

純資産合計   

前期末残高 18,782,594 17,634,306 

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △132,441 － 

当期変動額   

剰余金の配当 △394,836 △89,733 

当期純利益又は当期純損失（△） △6,036 △63,476 

自己株式の取得 △210 △128 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △614,761 220,828 

当期変動額合計 △1,015,845 67,490 

当期末残高 17,634,306 17,701,796 
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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４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３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又は税金等調整前当期純
損失（△） 73,191 △23,895 

減価償却費 1,048,522 1,213,535 

のれん償却額 9,656 9,656 

負ののれん償却額 △1,021 － 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 13,946 △5,933 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 102,639 63,048 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △4,250 － 

修繕引当金の増減額（△は減少） △9,490 △12,664 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △9,500 － 

受取利息及び受取配当金 △48,482 △36,496 

支払利息 9,947 4,210 

為替差損益（△は益） 1,227 568 

持分法による投資損益（△は益） 1,676 △23 

有形固定資産処分損益（△は益） 7,016 3,747 

有形固定資産売却損益（△は益） － △757 

移転補償金 － △23,305 

ゴルフ会員権評価損 9,699 － 

売上債権の増減額（△は増加） 1,250,594 △562,526 

たな卸資産の増減額（△は増加） △812,488 △170,347 

その他の流動資産の増減額（△は増加） 36,819 91,768 

破産更生債権等の増減額（△は増加） － 35,345 

仕入債務の増減額（△は減少） △224,941 153,714 

未払消費税等の増減額（△は減少） △14,138 23,142 

未払費用の増減額（△は減少） △33,401 △4,573 

その他の流動負債の増減額（△は減少） △62,625 87,111 

その他の固定負債の増減額（△は減少） 35,634 △23,494 

減損損失 44,654 － 

小計 1,424,882 821,832 

利息及び配当金の受取額 72,372 33,935 

利息の支払額 △9,947 △4,210 

移転補償金の受取額 － 56,902 

補助金の受取額 － 97,270 

法人税等の支払額 △583,254 △126,280 

法人税等の還付額 － 269,217 

営業活動によるキャッシュ・フロー 904,054 1,148,665 
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △2,500,000 △2,500,000 

定期預金の払戻による収入 2,500,000 － 

有形及び無形固定資産の取得による支出 △2,039,237 － 

有形固定資産の取得による支出 － △992,453 

無形固定資産の取得による支出 － △54,860 

有形固定資産の売却による収入 － 5,799 

長期貸付金の回収による収入 1,390 － 

その他の固定資産の増減額（△は増加） △2,963 － 

その他 － 6,588 

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,040,810 △3,534,926 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 △23,595 △102,486 

自己株式の取得による支出 △210 △128 

配当金の支払額 △396,895 △90,985 

その他 － △1,539 

財務活動によるキャッシュ・フロー △420,700 △195,139 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △173,632 60,885 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,731,091 △2,520,514 

現金及び現金同等物の期首残高 5,861,769 4,130,677 

現金及び現金同等物の期末残高 4,130,677 1,610,162 
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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

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 
    子会社6社 

       PT.NBC INDONESIA、株式会社NBCハイネット、  

       DYNAMESH INC.、CNK株式会社 

       恩美絲（上海）紗網貿易有限公司 
       株式会社NBCメタルメッシュ 

    なお、非連結子会社はありません。 

１．連結の範囲に関する事項 
    子会社6社 

       PT.NBC INDONESIA、株式会社NBCハイネット、  

       DYNAMESH INC.、CNK株式会社 

       恩美絲（上海）紗網貿易有限公司 
       株式会社NBCメタルメッシュ 

    なお、非連結子会社はありません。 

２．持分法の適用に関する事項 

THAINAK INDUSTRIES CO.,LTD.を持分法適用会社と

しております。 

２．持分法の適用に関する事項 

THAINAK INDUSTRIES CO.,LTD.を持分法適用会社と

しております。 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 
連結子会社の内、海外子会社の決算日は12月31日で

あります。連結財務諸表の作成にあたっては、同日

現在の決算財務諸表を使用しておりますが、連結決

算日との間に生じた重要な取引については、連結上
必要な調整を行っております。 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 
同左 

４．会計処理基準に関する事項 
(1）重要な有価証券の評価基準及び評価方法 

満期保有目的債券……償却原価法（定額法） 

４．会計処理基準に関する事項 
(1）重要な有価証券の評価基準及び評価方法 

満期保有目的債券……同左 

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、

売却原価は主として移動平均法により算定） 

その他有価証券 

時価のあるもの………同左 

  

時価のないもの………移動平均法による原価法 時価のないもの………同左 

(2）重要なたな卸資産の評価基準及び評価方法 

①製品及び商品 

総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） 

  

②仕掛品・原材料及び貯蔵品         

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）      

  

（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日公表 

 分）が適用されたことに伴い、主として総平均法によ 

 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）により算定しております。 

 これによる損益への影響はありません。 

(2）重要なたな卸資産の評価基準及び評価方法 

①製品及び商品………同左 

  
  

  

②仕掛品・原材料及び貯蔵品……同左         

  
  

  

────── 
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 前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

(3）重要な減価償却資産の減価償却方法 
 イ．有形固定資産 (リース資産を除く) 

当社及び国内連結子会社は定率法、在外連結子

会社は所在地国の会計基準の規定に基づく定額

法によっております。ただし、当社及び国内連
結子会社については、平成10年４月１日以降に

取得した建物（附属設備を除く）については、

定額法を採用しております。なお、取得価額が

10万円以上20万円未満の資産については、３年
間で均等償却する方法を採用しております。な

お、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物及び構築物   ５～50年 

機械装置及び運搬具 ２～20年 
  （追加情報） 

当社および国内連結子会社の機械装置について、従

来、耐用年数を10～14年としておりましたが、当連結

会計年度より法人税法の改正を契機とし、耐用年数の
見直しを行い、7～10年に変更しております。これによ

り当連結会計年度の営業損失は123,462千円増加し、経

常利益および税金等調整前当期純利益は、それぞれ

123,462千円減少しております。 
 なお、セグメント情報に与える影響額は、当該箇所に 

 記載しております。           

(3）重要な減価償却資産の減価償却方法 
 イ．有形固定資産 (リース資産を除く)……同左 

  

  

  
  

  

  

  
  

  

   

  
            ────── 

ロ．無形固定資産(リース資産を除く) 

定額法を採用しております。なお、自社利用の
ソフトウェアについては、社内における利用可

能期間（５年）に基づく定額法を採用しており

ます。 

ロ．無形固定資産(リース資産を除く)……同左 

定額法を採用しております。なお、自社利用の
ソフトウェアについては、社内における利用可

能期間（５年以内）に基づく定額法を採用して

おります。 

 ハ．リース資産  
  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす

る定額法を採用しております。 

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引

のうち、リース取引の開始日が平成20年３月31
日以前のリース取引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ます。  

（会計方針の変更） 
 当連結会計年度から「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、所有権移転外ファイナンス・リース 
取引については、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理から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会計基準適用初年度前の所
有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計

処理を引き続き適用しております。 

 これによる損益への影響はありません。 

 ハ．リース資産………同左  
   

  

  

  
  

  

  

────── 
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前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

(4）重要な引当金の計上基準 
貸倒引当金 

 当社及び国内連結子会社については、売上債

権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、 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。 

在外連結子会社については、債権の貸倒による

損失に備えるため、個々の債権の回収可能性を 
勘案して回収不能見込額を計上しております。 

(4）重要な引当金の計上基準 
貸倒引当金……同左 

   

退職給付引当金 

当社及び一部の連結子会社は、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退
職給付債務の見込額に基づき、計上しておりま

す。数理計算上の差異は、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間による定額法により按分し

た額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用
処理することとしております。 

          ────── 

退職給付引当金……同左 

  

  
  

   

  

  
  

（会計方針の変更） 

 当連結会計年度から、「「退職給付に係る会計基準」

の一部改正（その３）」（企業会計基準第19号 平成20
年７月31日）を適用しております。なお、これによる損

益及び退職給付債務の差額の未処理残高に与える影響は

ありません。 

修繕引当金 
当社は数年に一回周期的に行う大口修繕に備え

るため、その費用を対象資産ごとに見積り、当

連結会計年度末の見積負担額を計上しておりま

す。 

──────  
  

  

     役員賞与引当金 

          当社は役員に対して支給する賞与の支払に充て 

     るため、当連結会計年度における支給見込額を 

     計上しております。 

     役員賞与引当金  ……同左 

       

  

(5）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への 

  換算基準 

    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 

    産及び負債は、連結決算日の直物為替相場によ 

    り円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場 

    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 

    めております。 

(5）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への 

  換算基準……同左 
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前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

(6）重要なヘッジ会計の方法 
①ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっております。 

但し、為替予約等が付されている外貨建金銭債権

債務等については、振当処理を行っております。 

(7）重要なヘッジ会計の方法 
①ヘッジ会計の方法……同左 

  

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…デリバティブ取引（為替予約取引 

及び買建の通貨オプションコール取

引） 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…同左 

ヘッジ対象…外貨建予定取引 ヘッジ対象…外貨建金銭債権債務 

③ヘッジ方針 

ヘッジ対象の範囲内で、将来の為替相場の変動に

よるリスクを回避する目的でのみヘッジ手段を利
用する方針であります。 

③ヘッジ方針……同左 

  

④ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計又は

相場変動を半期ごとに比較し、両者の変動額等を
基礎にして、ヘッジ有効性を評価しております。 

④ヘッジ有効性評価の方法……同左 

  

(7）消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

(8）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。 

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

同左 

６．のれん及び負ののれんの償却に関する事項  

    のれん及び負ののれんの償却については、原則と 

   して５年間の均等償却を行っております。 

６．のれん及び負ののれんの償却に関する事項  

同左 

７．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

手許資金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金

可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリス
クしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の

到来する短期投資からなっております。   

７．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

 同左   
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表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（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）が適用になることに伴い、前連 

   結会計年度において「たな卸資産」として掲記されて 
   いたものは、当連結会計年度から「商品及び製品」  

  「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、2,769,971千円、571,880千円、 

   608,552千円であります。 

  

 ２. 前連結会計年度において無形固定資産「その他」に 
  含めておりました「ソフトウエア」は金額の重要性が 

   増加したため、当連結会計年度においては区分掲記し 

   ております。 

  なお、前連結会計年度における「ソフトウエア」の金 
   額は305千円であります。  

  

          ────── 

（連結貸借対照表） 
１．前連結会計年度まで区分掲記しておりました「未収

還付法人税等」（当連結会計年度は8,563千円）は、資産

の総額の100分の５以下となったため、流動資産の「その

他」に含めて表示することにしました。 
  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

（連結損益計算書） 

２．前連結会計年度において営業外収益の「その他」に含
めて表示しておりました「還付加算金」は、営業外収益

の総額の100分の10を超えたため区分掲記しました。 

  なお、前連結会計年度における「還付加算金」の金額

は84千円であります。    

-22-

㈱ＮＢＣメッシュテック（3534） 平成22年３月期 決算短信



注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成22年３月31日） 

１．有形固定資産減価償却累計額 10,903,882千円 １．有形固定資産減価償却累計額 12,086,371千円 

２．関連会社に対するものは次のとおりであります。 ２．関連会社に対するものは次のとおりであります。 

投資有価証券（株式） 39,104千円 投資有価証券（株式） 34,110千円 

          ────── ３．固定資産圧縮記帳額 

当連結会計年度までに取得した有形固定資産のうち地

方公共団体補助金等による圧縮記帳額は次の通りであ

り、貸借対照表計上額はこの圧縮記帳額を控除しており

ます。  

機械装置及び運搬具 97,270千円 

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

は、395,096千円であります。 

１．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

は、 千円であります。  388,341

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

機械装置及び運搬具 757千円 

３．         ────── ３．固定資産処分損の内容は次のとおりであります。 

建物及び構築物 187千円 

機械装置及び運搬具 1,311千円 

工具器具備品 2,249千円 

 計 3,747千円 

４．減損損失  

  当連結会計年度において、当社グループは以下の資産

グループについて減損損失を計上しました。 

     

  
当社グループは、事業用資産については原則として事

業の種類別セグメントを基準としてグルーピングを行

っており、国内子会社につきましては会社ごとのグル

ーピングを行っております。また、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。 

当連結会計年度において事業の用に供していない遊休

資産のうち、時価が著しく低下した資産グループの帳

簿価額を回収可能額まで減額し、当該土地の減少額を
減損損失（44,654千円）として特別損失に計上いたし

ました。 

なお、当資産グループの回収可能価額は、不動産鑑定

評価により評価しております。   

場所 用途 種類 

鹿児島県 
霧島市  

遊休資産 土地 

４．         ────── 
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前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

   

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

       該当事項はありません。 

  

３．配当に関する事項 

(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期となるもの 

  

（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（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式         

普通株式  9,309  －  －  9,309

合計  9,309  －  －  9,309

自己株式         

普通株式  335  0  －  335

合計  335  0  －  335

  
（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6月27日 

定時株主総会 
普通株式  394,836  44 平成20年3月31日 平成20年6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21年6月26日 

定時株主総会 
普通株式  89,733 利益剰余金   10 平成21年3月31日 平成21年6月29日 
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 当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

   

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

       該当事項はありません。 

  

３．配当に関する事項 

(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 

次のとおり、決議を予定しております。  

  

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式         

普通株式  9,309 － －  9,309

合計  9,309 － －  9,309

自己株式         

普通株式  335  0 －  335

合計  335  0 －  335

  
（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6月26日 

定時株主総会 
普通株式  89,733  10 平成21年3月31日 平成21年6月29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6月29日 

定時株主総会 
普通株式  89,732 利益剰余金   10 平成22年3月31日 平成22年6月30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４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１．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 

１．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 

（平成21年３月31日現在） （平成22年３月31日現在） 

  

現金及び預金勘定 4,130,677千円 

預入期間が３か月を越える定期預

金 
－千円 

現金及び現金同等物 4,130,677千円 

  

現金及び預金勘定 4,110,162千円 

預入期間が３か月を越える定期預

金 
2,500,000千円 

現金及び現金同等物 1,610,162千円 
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当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１．金融商品の状況に関する事項   

(1）金融商品に関する取り組み方針 

当社グループは、資金運用については預金及び有価証券等の安全性の高い金融商品に限定し、売買差益を獲得す

る目的や投機的目的のための運用は行わない方針であります。また、資金調達については、営業取引等の短期の資

金需要及び設備投資に係る資金調達等の長期の資金需要に関しては原則として自己資金により充当する方針であり

ますが、Ｍ＆Ａ等の多額の資金を要する案件に関しては市場の状況を勘案の上、銀行借入、社債発行及び増資等の

適な方法により調達する方針であります。 

投資有価証券は、取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式を取得及び保有することを原則としており

ます。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、売買差益を獲得する目的や投機的目的の

ために単独で利用することは行わない方針であります。 

  

(2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制 

現金及び預金は主に定期預金で運用しており、預け入れ先の信用リスクに晒されております。これらのリスクに

関しては、当社グループ各社の内規により、預け入れ先、運用期間及び預け入れ先ごとの運用上限額等を限定する

ことでリスクを 小化するとともに、リスクの分散を図ることとしております。 

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社グ

ループ各社の内規に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を定期的に

把握する体制としており、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。 

投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動のリスクに晒されていますが、定期

的に時価を把握する体制としております。 

デリバティブ取引においては、将来の為替変動によるリスクをヘッジする目的で、特定の外貨建債権を対象とし

て、為替予約取引及び通貨オプション取引を利用しております。これらの取引については、相場変動による一般的

な市場リスクを有しております。このリスクを分散するため、当社グループは、各社の内規により対象となる実需

取引を超えるものを禁じており、その総額に対してデリバティブ取引を行える一定割合を定めております。なお、

通貨オプション取引については、内規により買建のコールオプションに限定しております。これらデリバティブ取

引の管理に当たっては、毎月銀行等より残高情報を入手し、経理担当取締役にデリバティブの状況について報告す

る等の体制を敷いております。また、当社グループのデリバティブ取引の契約先はいずれも信用度の高い金融機関

等であるため、相手先の契約不履行によるリスクはほとんどないと認識しております。 

  

(3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれ

ております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することによ

り、当該価額が変動することもあります。「２．金融商品の時価等に関する事項」におけるデリバティブ取引に関

する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 

  

（金融商品関係）
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２. 金融商品の時価等に関する事項 

平成22年３月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次

のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれていません（（注

２）参照）。 

                                            （単位：千円） 

   (*) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる 

     項目については、( ) で示しております。  

  

（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 

  

資 産 

(1）現金及び預金 

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。 

  

(2）受取手形及び売掛金 

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。 

  

(3）投資有価証券 

株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格を時価としており

ます。 

また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記をご参照ください。 

  

デリバティブ取引 

「デリバティブ取引関係」注記をご参照ください。 

  

  
連結貸借対照表 

計上額 
時価 差額 

 (1) 現金及び預金  4,110,162  4,110,162  －

 (2) 受取手形及び売掛金  3,077,249  3,077,249  －

 (3) 投資有価証券 

     その他有価証券  39,412  39,412  －

     資産計  7,226,825  7,226,825  －

     デリバティブ取引(*) 

   ①ヘッジ会計が適用されていないもの  (1,837)  (1,837)  －

   ②ヘッジ会計が適用されているもの  －  －  －

     デリバティブ取引計  (1,837)  (1,837)  －
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（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

                                                                                    （単位：千円）      

 非上場株式は、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積もるには過大なコストを要すると見込ま

れ、時価を把握することが極めて困難と認められるものであります。したがって、「資産（３）投資有価証券」に

は含めておりません。 

  

（注３）金融債権の連結決算日後の償還予定額 

                                                                                        （単位：千円）      

  

  

（追加情報） 

当連結会計年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年３月10日）及び「金融商品

の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成20年３月10日）を適用しております。  

   

  
連結貸借対照表 

計上額 

 非上場株式  21,600

合計  21,600

  １年以内 １年超５年以内 

現金及び預金  4,110,162  －

受取手形及び売掛金  3,077,249  －

合計  7,187,412  －
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前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 １．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

 （注） 当該株式の減損処理については、時価が取得価額に比べて50%以上の下落率にある株式については全銘柄、な
らびに30%以上50%未満の下落率にある株式については、個別銘柄ごとに時価の回復可能性等を判断しておりま

す。 

（有価証券関係）

  種類 連結貸借対照表
計上額（千円） 時価（千円） 差額（千円） 

時価が連結貸借対照表計上額

を超えるもの 

(1）国債・地方債等  －  －  －

(2）社債  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  －  －  －

時価が連結貸借対照表計上額

を超えないもの 

(1）国債・地方債等  －  －  －

(2）社債  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  －  －  －

合計  －  －  －

  種類 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  13,940  25,555  11,614

(2）債券       

国債・地方債等  －  －  －

社債  －  －  －

その他  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  13,940  25,555  11,614

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  8,423  5,967  △2,455

(2）債券       

国債・地方債等  －  －  －

社債  －  －  －

その他  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  8,423  5,967  △2,455

合計  22,363  31,523  9,159
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３．当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

４．時価評価されていない主な有価証券の内容 

５．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

  

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

 －  －  －

  連結貸借対照表計上額（千円） 

(1）その他有価証券   

非上場株式  21,600

  
１年以内 
（千円） 

１年超５年以内 
（千円） 

５年超10年以内 
（千円） 

10年超 
（千円） 

１．債券         

(1）国債・地方債等  －  －  －  －

(2）社債  －  －  －  －

(3）その他  －  －  －  －

２．その他  －  －  －  －

合計  －  －  －  －
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当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 １．満期保有目的の債券 

２．その他有価証券 

 （注） 当該株式の減損処理については、時価が取得価額に比べて50%以上の下落率にある株式については全銘柄、な

らびに30%以上50%未満の下落率にある株式については、個別銘柄ごとに時価の回復可能性等を判断しておりま

す。 

３．当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

  

  

  種類 連結貸借対照表
計上額（千円） 時価（千円） 差額（千円） 

時価が連結貸借対照表計上額

を超えるもの 

(1）国債・地方債等  －  －  －

(2）社債  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  －  －  －

時価が連結貸借対照表計上額

を超えないもの 

(1）国債・地方債等  －  －  －

(2）社債  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  －  －  －

合計  －  －  －

  種類 連結貸借対照表
計上額（千円） 

取得原価 
（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  39,412  22,363  17,048

(2）債券       

国債・地方債等  －  －  －

社債  －  －  －

その他  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  39,412  22,363  17,048

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  －  －  －

(2）債券       

国債・地方債等  －  －  －

社債  －  －  －

その他  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  －  －  －

合計  39,412  22,363  17,048

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

 －  －  －
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前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）  

１．取引の状況に関する事項 

  

（デリバティブ取引関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

(1）取引の内容 
利用しているデリバティブ取引は、通貨関連の為替予

約取引であります。 

(2）取引に対する取組方針 

デリバティブ取引は、将来の為替の変動によるリスク

回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針
であります。 

(3）取引の利用目的 

デリバティブ取引は、外貨建金銭債権債務の為替変動

リスクを回避し、安定的な利益の確保を図る目的で利

用しております。 
なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っ

ております。 

ヘッジ会計の方法…繰延ヘッジ処理によっておりま

す。 

ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…デリバティブ取引（為替予約取引及
び買建の通貨オプションコール取

引） 

ヘッジ対象…外貨建予定取引 

ヘッジ方針…ヘッジ対象の範囲内で、将来の為替相

場の変動によるリスクを回避する目的
でのみヘッジ手段を利用する方針であ

ります。 

ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計又は

相場変動を半期ごとに比較し、両者の変動額等を
基礎にして、ヘッジ有効性を評価している。 

(4）取引に係るリスクの内容 

利用している為替予約取引については、為替相場の変

動による一般的な市場リスクを有しております。ま

た、デリバティブ取引の契約先はいずれも信用度の高
い金融機関であるため相手方の契約不履行によるリス

クはほとんどないと認識しております。 

(5）取引に係るリスク管理体制 

デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限
及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、各事業

部門が決裁担当者の承認を得て行っております。 
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２．取引の時価等に関する事項 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

(1）通貨関連 

（注）１．時価の算定方法 

     期末の時価は先物相場を使用しております。  

   ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。  

  

  

  

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日）  

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 

通貨関連 

（注）時価の算定方法 

   取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。 

  

   

区分 種類 

前連結会計年度（平成21年３月31日） 

契約額等 
（千円） 

契約額等の
うち１年超 
（千円） 

時価 
（千円） 

評価損益 
（千円） 

市場取引

以外の取

引 

為替予約取引                     

売建                     

米ドル  －  －  －  －

英ポンド  －  －  －  －

合計  －  －  －  －

区分 種類 

当連結会計年度（平成22年３月31日） 

契約額等 
（千円） 

契約額等の
うち１年超 
（千円） 

時価 
（千円） 

評価損益 
（千円） 

市場取引

以外の取

引 

為替予約取引                     

売建                     

米ドル  48,271  －  △1,837  △1,837

合計  48,271  －  △1,837  △1,837
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１．採用している退職給付制度の概要 

 当社及び一部の連結子会社は、退職一時金制度を設けております。また、従業員の退職等に際して割増退職
金を支払う場合があります。 

２．退職給付債務及びその内訳 

３．退職給付費用の内訳 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  

（退職給付関係）

  
前連結会計年度 

（平成21年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成22年３月31日） 

退職給付債務（千円）  1,670,639  1,457,679

(1）退職給付引当金（千円）  1,511,387  1,574,436

(2）未認識数理計算上の差異（千円）  159,251  △116,756

  
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

退職給付費用（千円）  138,502  151,993

(1）勤務費用（千円）  95,046  106,585

(2）利息費用（千円）  23,496  24,835

(3）数理計算上の差異の費用処理額（千円）  19,959  20,571

  
前連結会計年度 

（平成21年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成22年３月31日） 

(1）割引率（％） 主に 1.5 同左 

(2）退職給付見込額の期間配分方法 勤務期間定額基準 同左 

(3）過去勤務債務の額の処理年数  －  －

(4）数理計算上の差異の処理年数 平均残存勤務期間 同左 

(5）会計基準変更時差異の処理年数（年）  1  1
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     前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

 （注）１．事業区分は、製品の種類の類似性を考慮して行っております。 

    ２．各事業区分の主要製品 

     ３．資産のうち消去又は、全社の項目に含めた全社資産の金額は5,302,450千円であり、その主なものは、当社 

      での余資運用資金（現預金）、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。 

     ４．減価償却費には無形固定資産に係る償却額が含まれております。                                                     

    ５．追加情報 

     （有形固定資産の耐用年数の変更） 

      当社及び国内連結子会社の機械装置については、従来、耐用年数を10～14年としておりましたが、 

      当連結会計年度より法人税法の改正を契機とし見直しを行い、７～10年に変更しております。 
      この変更に伴い、スクリーン印刷用資材事業においては営業利益が106,305千円減少し、産業用資材事業              

       においては16,742千円、化成品事業においては413千円営業損失がそれぞれ増加しております。 

  

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
スクリーン
印刷用資材 
（千円） 

産業用資材 
（千円） 

化成品 
（千円） 

その他 
（千円） 計（千円） 消去又は全

社（千円） 
連結 

（千円）   

１．売上高及び営業損益                 

売上高                 

(1）外部顧客に対する

売上高 
 4,508,051  3,010,832  3,155,581  265,073  10,939,539  －  10,939,539  

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 －   －  －  －  －  －  －  

計  4,508,051  3,010,832  3,155,581  265,073  10,939,539  －  10,939,539  

営業費用  4,493,894  3,056,446  3,227,310  244,655  11,022,306  －  11,022,306  

営業利益（又は営

業損失） 
 14,156  △45,613  △71,728  20,418  △82,767  －  △82,767  

２．資産、減価償却費及

び資本的支出 
                

資産  10,142,060  2,462,300  2,649,847  212,105  15,466,312  5,302,450  20,768,762  

減価償却費  712,573  46,342  212,522  3,790  975,227  73,295  1,048,522  

減損損失  －  －  －  44,654  44,654  －  44,654  

資本的支出  1,294,220  410,226  149,037  0  1,853,483  288,371  2,141,854  

スクリーン印刷用資材 … 印刷用・スクリーン印刷用資材 

産業用資材 … 産業資材用メッシュ 

化成品 … 成形フィルター、金型 

その他 … 養殖用金網 
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     当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

 （注）１．事業区分は、製品の種類の類似性を考慮して行っております。 

    ２．各事業区分の主要製品 

３．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は5,015,814千円であり、その主なものは、当社

での余資運用資金（現預金）及び管理部門に係る資産等であります。 

     ４．減価償却費には無形固定資産に係る償却額が含まれております。                                                     

     

  
スクリーン
印刷用資材 
（千円） 

産業用資材 
（千円） 

化成品 
（千円） 

その他 
（千円） 計（千円） 消去又は全

社（千円） 
連結 

（千円）   

１．売上高及び営業損益                 

売上高                 

(1）外部顧客に対する

売上高 
 4,145,733  2,553,858  3,077,870  246,882  10,024,344  －  10,024,344  

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 －  －  －  －  －  －  －  

計  4,145,733  2,553,858  3,077,870  246,882  10,024,344  －  10,024,344  

営業費用  4,145,331  2,678,072  2,965,308  222,759  10,011,471  －  10,011,471  

営業利益（又は営

業損失） 
 401  △124,214  112,561  24,123  12,872  －  12,872  

２．資産、減価償却費及

び資本的支出 
                

資産  10,716,076  2,342,203  2,985,256  278,160  16,321,695  5,015,814  21,337,509  

減価償却費  669,349  174,352  244,435  3,569  1,091,706  121,828  1,213,535  

資本的支出  923,163  143,777  190,364  3,213  1,260,518  158,527  1,419,046  

スクリーン印刷用資材 … 印刷用・スクリーン印刷用資材 

産業用資材 … 産業資材用メッシュ 

化成品 … 成形フィルター、金型 

その他 … 養殖用金網 
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前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 （注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。 
２．各区分に属する主な国又は地域は次のとおりであります。 

(1）北 米……米国 

(2）その他……アジア 

     ３．追加情報 

     （有形固定資産の耐用年数の変更） 

      当社及び国内連結子会社の機械装置については、従来、耐用年数を10～14年としておりましたが、 

      当連結会計年度より法人税法の改正を契機とし見直しを行い、７～10年に変更しております。 

      この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の営業損失は、日本で123,462千円 

      増加しております。 

  

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 （注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する主な国又は地域は次のとおりであります。 

(1）北 米……米国 

(2）その他……アジア 
３．資産のうち消去又は、全社の項目に含めた全社資産の金額は5,015,814千円であり、その主なものは、当社 

での余資運用資金（現預金）及び管理部門に係る資産等であります。  

  

ｂ．所在地別セグメント情報

  日本 北米 その他 計 消去又は全社 連  結 

Ⅰ 売上高及び営業損益             

売上高             

外部顧客に対する売上高  9,650,305  923,355  365,878  10,939,539  －  10,939,539

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 491,559  70,067  554,526  1,116,153 (1,116,153)  －

計  10,141,864  993,423  920,404  12,055,692 (1,116,153)  10,939,539

営業費用  10,438,684  1,031,769  670,601  12,141,055 (1,118,749)  11,022,306

営業利益（又は営業損失）  △296,819  △38,345  249,803  △85,362 (△2,595)  △82,767

Ⅱ 資産  13,933,298  444,917  1,088,096  15,466,312  5,302,450  20,768,762

  日本 北米 その他 計 消去又は全社 連  結 

Ⅰ 売上高及び営業損益             

売上高             

外部顧客に対する売上高  9,165,433  620,431  238,479  10,024,344  －  10,024,344

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 487,014  46,618  539,754  1,073,388 (1,073,388)  －

計  9,652,448  667,049  778,234  11,097,732 (1,073,388)  10,024,344

営業費用  9,783,242  682,404  634,115  11,099,762 (1,088,290)  10,011,471

営業利益（又は営業損失）  △130,794  △15,354  144,119  △2,029 (△14,901)  12,872

Ⅱ 資産  14,711,795  321,220  1,288,679  16,321,695  5,015,814  21,337,509
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前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 （注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 
(1）アジア……中国、韓国、台湾等 

(2）北米………米国、カナダ 

(3）その他……ドイツ、英国等 

３．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。 

  

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 （注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）アジア……中国、韓国、台湾等 
(2）北米………米国、カナダ 

(3）その他……ドイツ、英国等 

３．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。 

  

ｃ．海外売上高

  アジア 北米 その他 計   

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,633,617  921,448  890,100  3,445,166   

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  10,939,539   

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占

める割合（％） 
 14.9  8.4  8.1  31.5   

  アジア 北米 その他 計   

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,558,122  653,128  722,783  2,934,035   

Ⅱ 連結売上高（千円）        10,024,344   

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占

める割合（％） 
      15.5      6.5      7.2       29.3   
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 （注） １株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

    該当事項はありません。 

  

  

 リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、ストック・オプション等、企業結合等、賃貸等不動産に関する

注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

  

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額          1,963円23銭 １株当たり純資産額          円 銭 1,970 34

１株当たり当期純損失金額             △67銭 １株当たり当期純損失金額         △７円７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、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式

が存在しないため記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式

が存在しないため記載しておりません。 

                 
前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当期純損失（千円）  6,036  63,476

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純損失（千円）  6,036  63,476

期中平均株式数（株）  8,973,511  8,973,273

（重要な後発事象）

（開示の省略）
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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21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,493,067 3,361,537 

受取手形 958,214 1,159,940 

売掛金 1,136,811 1,595,782 

商品及び製品 2,336,116 2,479,542 

仕掛品 546,781 536,926 

原材料及び貯蔵品 714,029 628,430 

繰延税金資産 167,992 161,253 

未収還付法人税等 285,207 － 

未収入金 62,933 76,901 

立替金 171,260 347,016 

その他 151,793 61,645 

貸倒引当金 － △1,414 

流動資産合計 10,024,207 10,407,563 

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,991,627 3,266,978 

構築物（純額） 72,815 68,413 

機械及び装置（純額） 2,176,068 1,597,301 

車両運搬具（純額） 2,856 2,188 

工具、器具及び備品（純額） 257,325 235,134 

土地 1,644,191 1,766,297 

建設仮勘定 364,435 414,601 

有形固定資産合計 7,509,319 7,350,916 

無形固定資産   

借地権 40,351 13,943 

ソフトウエア 167,374 493,708 

ソフトウエア仮勘定 73,422 22,496 

その他 3,679 3,442 

無形固定資産合計 284,827 533,590 

投資その他の資産   

投資有価証券 53,123 61,012 

関係会社株式 2,330,169 2,330,169 

従業員に対する長期貸付金 1,013 693 

関係会社長期貸付金 360,000 326,688 

破産更生債権等 － 1,646 

繰延税金資産 409,241 432,085 

その他 24,695 23,379 

貸倒引当金 － △2,090 

投資その他の資産合計 3,178,242 3,173,584 

固定資産合計 10,972,390 11,058,091 

資産合計 20,996,597 21,465,654 
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 406,238 582,759 

リース債務 44,438 124,302 

未払金 223,023 268,229 

未払費用 256,242 253,180 

未払法人税等 － 14,904 

預り金 346,182 312,830 

その他 34,974 28,418 

流動負債合計 1,311,099 1,584,626 

固定負債   

リース債務 154,158 369,162 

退職給付引当金 1,498,996 1,558,739 

修繕引当金 12,664 － 

その他 146,462 113,865 

固定負債合計 1,812,282 2,041,768 

負債合計 3,123,381 3,626,394 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,992,000 1,992,000 

資本剰余金   

資本準備金 2,079,627 2,079,627 

資本剰余金合計 2,079,627 2,079,627 

利益剰余金   

利益準備金 498,000 498,000 

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 311,797 302,297 

別途積立金 12,987,100 12,987,100 

繰越利益剰余金 466,425 437,362 

利益剰余金合計 14,263,322 14,224,759 

自己株式 △467,230 △467,358 

株主資本合計 17,867,719 17,829,028 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,496 10,231 

評価・換算差額等合計 5,496 10,231 

純資産合計 17,873,216 17,839,259 

負債純資産合計 20,996,597 21,465,654 
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高   

製品売上高 8,597,952 8,073,533 

商品売上高 310,148 431,256 

売上高合計 8,908,101 8,504,790 

売上原価   

製品期首たな卸高 2,001,494 2,180,041 

商品期首たな卸高 110,761 156,075 

当期製品製造原価 5,210,522 4,759,231 

当期製品仕入高 1,589,984 1,376,211 

当期商品仕入高 289,928 321,657 

合計 9,202,691 8,793,217 

製品期末たな卸高 2,180,041 2,338,395 

商品期末たな卸高 156,075 141,147 

売上原価合計 6,866,574 6,313,675 

売上総利益 2,041,526 2,191,114 

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 160,326 134,942 

旅費及び交通費 94,562 86,264 

支払手数料 55,379 41,565 

販売手数料 133,030 143,540 

広告宣伝費 47,749 36,833 

賃借料 79,429 71,247 

役員報酬及び給料手当 615,262 639,940 

賞与 146,864 124,507 

退職給付引当金繰入額 67,166 59,715 

福利厚生費 188,441 191,288 

減価償却費 85,173 128,144 

研究開発費 137,372 148,645 

支払報酬 163,303 117,703 

貸倒引当金繰入額 － 3,504 

その他 307,967 308,153 

販売費及び一般管理費合計 2,282,030 2,235,997 

営業損失（△） △240,503 △44,882 

営業外収益   

受取利息 22,124 17,143 

受取配当金 66,063 99,144 

仕入割引 3,899 3,134 

受取賃貸料 113,465 133,226 

その他 2,744 30,105 

営業外収益合計 208,297 282,754 
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

営業外費用   

支払利息 6,458 4,074 

為替差損 28,849 2,716 

売上割引 845 625 

貸与資産減価償却費 96,126 120,227 

その他 440 － 

営業外費用合計 132,721 127,643 

経常利益又は経常損失（△） △164,927 110,228 

特別利益   

投資損失引当金戻入額 218,988 － 

移転補償金 － 23,305 

固定資産売却益 － 757 

その他 26,433 － 

特別利益合計 245,421 24,062 

特別損失   

固定資産処分損 9,349 3,710 

75周年記念事業費 － 74,420 

ゴルフ会員権評価損 9,699 － 

減損損失 44,654 － 

特別損失合計 63,702 78,131 

税引前当期純利益 16,791 56,159 

法人税、住民税及び事業税 3,523 24,250 

法人税等調整額 47,428 △19,260 

法人税等合計 50,951 4,989 

当期純利益又は当期純損失（△） △34,160 51,170 
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 （注） 原価計算の方法 

標準原価に基づく等級別総合原価計算を採用しており、期末において原価差額を調整して実際原価に修正して

おります。 

製造原価明細書

    
前事業年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31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      1,160,202  22.2    1,088,569  22.9

Ⅱ．労務費      2,020,116  38.7    1,734,687  36.4

Ⅲ．経費      2,036,070  39.1    1,926,119  40.5

（うち外注加工費）      705,179  (13.5)    591,154  (12.4)

（うち減価償却費）      807,037  (15.5)    905,733  (19.0)

当期総製造費用      5,216,390  100.0    4,749,376  100.0

期首仕掛品たな卸高      540,914      546,781   

期末仕掛品たな卸高      546,781      536,926   

当期製品製造原価      5,210,522      4,759,231   
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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４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,992,000 1,992,000 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,992,000 1,992,000 

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 2,079,627 2,079,627 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 2,079,627 2,079,627 

その他資本剰余金   

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

資本剰余金合計   

前期末残高 2,079,627 2,079,627 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 2,079,627 2,079,627 

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 498,000 498,000 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 498,000 498,000 

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 321,946 311,797 

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △10,149 △9,499 

当期変動額合計 △10,149 △9,499 

当期末残高 311,797 302,297 

別途積立金   

前期末残高 12,587,100 12,987,100 

当期変動額   

別途積立金の積立 400,000 － 

当期変動額合計 400,000 － 

当期末残高 12,987,100 12,987,100 

-46-

㈱ＮＢＣメッシュテック（3534） 平成22年３月期 決算短信



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,285,272 466,425 

当期変動額   

別途積立金の積立 △400,000 － 

固定資産圧縮積立金の取崩 10,149 9,499 

剰余金の配当 △394,836 △89,733 

当期純利益又は当期純損失（△） △34,160 51,170 

当期変動額合計 △818,847 △29,062 

当期末残高 466,425 437,362 

利益剰余金合計   

前期末残高 14,692,319 14,263,322 

当期変動額   

別途積立金の積立 － － 

固定資産圧縮積立金の取崩 － － 

剰余金の配当 △394,836 △89,733 

当期純利益又は当期純損失（△） △34,160 51,170 

当期変動額合計 △428,996 △38,562 

当期末残高 14,263,322 14,224,759 

自己株式   

前期末残高 △467,019 △467,230 

当期変動額   

自己株式の取得 △210 △128 

当期変動額合計 △210 △128 

当期末残高 △467,230 △467,358 

株主資本合計   

前期末残高 18,296,927 17,867,719 

当期変動額   

剰余金の配当 △394,836 △89,733 

当期純利益又は当期純損失（△） △34,160 51,170 

自己株式の取得 △210 △128 

当期変動額合計 △429,207 △38,691 

当期末残高 17,867,719 17,829,028 
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 24,339 5,496 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △18,842 4,734 

当期変動額合計 △18,842 4,734 

当期末残高 5,496 10,231 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 24,339 5,496 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △18,842 4,734 

当期変動額合計 △18,842 4,734 

当期末残高 5,496 10,231 

純資産合計   

前期末残高 18,321,266 17,873,216 

当期変動額   

剰余金の配当 △394,836 △89,733 

当期純利益又は当期純損失（△） △34,160 51,170 

自己株式の取得 △210 △128 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △18,842 4,734 

当期変動額合計 △448,050 △33,956 

当期末残高 17,873,216 17,839,259 

-48-

㈱ＮＢＣメッシュテック（3534） 平成22年３月期 決算短信



 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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