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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 20,305 △19.3 1,372 16.1 1,429 34.4 1,376 102.4
21年3月期 25,170 △28.2 1,182 △42.4 1,063 △40.6 680 △58.9

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 38.74 ― 15.4 7.6 6.8
21年3月期 19.13 ― 8.1 5.6 4.7

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3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

22年3月期 19,578 9,418 48.1 265.16
21年3月期 18,168 8,414 46.3 236.83

（参考） 自己資本   22年3月期  9,418百万円 21年3月期  8,414百万円

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 1,238 △887 △339 2,685
21年3月期 2,219 △2,421 495 2,763

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 ― 5.00 ― 2.50 7.50 267 39.3 3.2
22年3月期 ― 2.50 ― 5.00 7.50 267 19.4 3.0
23年3月期 

（予想）
― 5.00 ― 5.00 10.00 29.6

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）

 

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

11,000 14.4 800 122.8 800 102.0 500 54.8 14.08

通期 23,000 13.3 1,800 31.2 1,800 26.0 1,200 △12.8 33.78
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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） 

詳細は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、「１株当たり情報」をご覧下さい。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 35,691,838株 21年3月期 35,691,838株
② 期末自己株式数 22年3月期  174,329株 21年3月期  164,294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 20,067 △18.2 793 ― 879 2,931.0 931 ―
21年3月期 24,536 △22.2 △226 ― 29 ― △8 ―

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 26.21 ―
21年3月期 △0.22 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期 16,823 8,007 47.6 225.44
21年3月期 16,725 7,253 43.4 204.16

（参考） 自己資本 22年3月期  8,007百万円 21年3月期  7,253百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
連結業績の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に与える不確実な要因に係る本資料発表現在における仮定を前提と
しております。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 
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・当期の経営成績 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益の低迷、雇用環境の悪化、デフレの進行により、一時はマクロ

景気の二番底到来が予想される等、厳しい状況が続きました。一部市場では回復の兆しが見られているものの、そ

の足取りはまだ鈍く、経済全体を牽引するには至っておりません。 

 このような経営環境下、当社グループは、収益性の抜本的な改革を図る「ＷＰＲTM（ダブル・プロフィット・レ

シオ＝利益率倍増）プロジェクト」を中心に、グループの総力を挙げて企業業績の改善に努めて参りました。売上

高は上述の影響もあり、203億5百万円（前連結会計年度比19.3％減 48億6千5百万減）、営業利益は、13億7千2百

万円（前連結会計年度比16.1％増 1億9千万円増）、経常利益は、14億2千9百万円（前連結会計年度比34.4％増 3

億6千6百万円増）、当期純利益は、13億7千6百万円（前連結会計年度比102.4％増 6億9千6百万円増）となりまし

た。利益につきましては、更なる生産性向上、固定費削減、原価低減等の活動に注力した結果、利益率が大幅に改

善されております。引き続き「ＷＰＲTM プロジェクト」により企業体質の強化に取り組んで参ります。 

 

 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。 

①モータ事業 

 当社グループのモータ事業の売上高は、上述の影響により前連結会計年度比41億2百万円減の173億6千1百万円と

なりました。売上高の大きな減少率に比し、営業利益は、前連結会計年度比2億6千1百万円減の23億2千1百万円とな

りました。これは、「経営成績に関する分析」で記しております「ＷＰＲTMプロジェクト」を中心とした業績改善

に努めた結果であります。引続き独自開発の精密ステッピングモータや高信頼性ファンモータ等の新製品を投入し

積極的な拡大を図って参ります。 

  

②モータ応用製品事業  

 当社グループのモータ応用製品事業の売上高は、前連結会計年度比7億6千3百万円減の29億4千4百万円となりまし

た。これは、米国市場でのアイスメーカ等が減少したことによるものであります。営業利益は、前連結会計年度比2

百万円減の7千2百万円の損失となりました。この分野も更なる新製品の投入と新顧客の開拓を強力に推進する予定

であります。  

  

・次期の見通し 

 今後の見通しにつきましては、新興国の成長がマクロ経済で牽引し、世界経済の回復が期待される中、売上高の

伸びは徐々に回復し、「ＷＰＲTMプロジェクト」を中心とした更なる業績改善により、利益率の拡大を見込んでお

ります。 

 次期（平成23年3月期）の業績見通しにつきましては、連結売上高230億円、連結経常利益18億円、連結当期純利

益12億円を見込んでおります。 

  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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①資産、負債及び純資産の状況 

（イ）資産 

  資産合計は、前連結会計年度に比べて7.8％増加し、195億7千8百万円となりました。これは、主として売上高 

 回復基調に伴う売掛金が13億4千6百万円増加したことなどによります。 

（ロ）負債 

  負債合計は、前連結会計年度に比べて4.2％増加し、101億6千万円となりました。これは、主として買掛金が8 

 億7千2百万円増加したことなどによります。 

（ハ）純資産 

  純資産合計は、前連結会計年度に比べて11.9％増加し、94億1千8百万円となりました。これは、主として利益 

 剰余金が11億9千8百万円増加したことなどによります。 

  

 ②キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ、7千8百万円

減少し、当連結会計年度末には、26億8千5百万円となりました。 

 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

（イ）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12億3千8百万円（前連結会計年度比9億8千1百万円減）となりました。 

  収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益15億1百万円、減価償却費10億2千2百万円、支出の主な内訳は、 

 売上債権の増加14億8千7百万円等であります。 

（ロ）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、8億8千7百万円（前連結会計年度比15億3千4百万円減）となりました。 

  これは、有形・無形固定資産の取得による支出9億1千9百万円等によるものであります。 

（ハ）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、3億3千9百万円（前連結会計年度比8億3千4百万円増）となりました。 

  これは、主に配当金の支払い1億7千8百万円等によるものであります。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
(注) 1. 自己資本比率: 自己資本／総資産  

2. 時価ベースの自己資本比率: 株式時価総額／総資産  

3. 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  

4. インタレスト・カバレッジ・レシオ: キャッシュ・フロー／利払い  

※ いずれの指標も連結ベースの財務数値により計算しています。  

※ 株式時価総額は自己株式を除く発行株式数をベースに計算しています。  

※ キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。  

※ 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・レシオの平成19年 3月期は、営業 

   キャッシュ・フローがマイナスのため記載していません。 

  

(2) 財政状態に関する分析

平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期

自己資本比率(%) 34.9 30.6 42.5 46.3 48.1

時価ベースの自己資本比率
(%)

45.7 73.1 158.6 53.0 87.3

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率(%)

8.5 ― 0.5 1.3 2.2

インタレスト・カバレッジ・
レシオ(倍)

3.2 ― 18.7 27.1 45.9
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当社は、株主の皆様への利益還元を企業経営における 重要課題のひとつとして、安定的かつ適正な利益還元を

行うことを基本としております。一方、内部留保資金につきましては、引き続き経営体質の強化とともに、新技

術・新製品開発や合理化投資等に充当して、企業価値の向上に努めて参ります。 

 当期の配当金は中間配当金2.50円に期末配当5.00円(前回予定配当額2.50円)を加えた年間7.50円となる予定で

す。次期の配当は中間、期末ともに5.00円の10.00円を予定しております。 

  

当社グループの経営成績、財務状況等に影響を及ぼす可能性があるリスクには次のようなものがあります。  

①当社グループが係る市場の急激な変動（経済動向を含む）によるリスク  

②当社グループの新製品、新技術が急激な需要の変動や経営資源等の不足等により十分に実現し得ないリスク  

③当社グループの製品の欠陥によるリスク  

④世界的為替相場の変動によるリスク  

⑤国内外での政治・経済の混乱、紛争等のリスク  

⑥国内外における人的・物的事故あるいは、災害の発生によるリスク  

⑦他社による知的財産権侵害リスクと偶発事象の発生の可能性によるリスク 

  

   近の有価証券報告書（平成21年６月22日提出）における「事業系統図(事業の内容)」及び「関係会社の状況」 

  から重要な変更がないため開示を省略します。 

  

当社グル－プは平成19年4月27日付けをもって、大株主が日本電産株式会社に移行しました。当社は日本電産グ

ル－プ社是のもとに、専業モ－タメ－カ－として経営の基本方針を次のように掲げています。 

 ① あくなき「成長戦略」の実践  

 ② 「シェアナンバ－ワン」にこだわる経営  

 ③ 「高収益経営」への転換  

この実現こそが株主価値の向上に繋がるものと考えております。 

 なお、収益性の抜本的な改革を図る『ＷＰＲTM(ダブル・プロフィット・レシオ＝利益率倍増)』プロジェクトを

立ち上げ、グループの総力を上げて固定構造の抜本的な改革による(損益分岐点の大幅な引下げを着実に進め)収益

性の大幅な改善を進めております。 

  

上記方針に基づき、強い経営基盤作りを目指しグループの総力を挙げて、持続的な成長、特色のある商品開発

力強化、収益体質の強化を図るために、『ＷＰＲTM』プロジェクトを進め、収益性の抜本的な改革を図り、筋肉質

体制を確立して参ります。 

  

当社グループの中長期的な経営戦略としては、上述の『ＷＰＲTM』の徹底的な追及とともに、新製品開発、新市

場開拓、新規顧客開拓に積極果敢に取り組み、製品の競争力強化を図り、成長性に軸を置いた事業展開を図ること

を掲げております。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク

2. 企業集団の状況

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略
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日本電産グル－プとのシナジ－効果も視野に入れ、連結経営基盤強化による収益力向上を目指します。  

 ① 販売力及び開発力強化による積極的な増収活動に取り組んで参ります。  

    ・海外売上拡大  

    ・新製品、新市場、新顧客開拓  

    ・デザインイン活動促進  

 ② 製品の競争力強化を行い、継続的な増益体質への変革に取り組んで参ります。  

    ・部品の標準化及び内製化  

    ・原価低減の強化及びグル－プ購買力活用  

    ・海外事業所の生産体制強化  

      コスト競争力及び今後の成長性に備えた生産キャパ確保  

 ③ 品質の作り込みにより顧客信頼性向上とＣＳの徹底を図って参ります。  

    ・海外生産品のサポ－ト  

    ・新製品のＰＲ徹底  

 ④ 連結キャッシュフローの改善、有利子負債の削減を図って参ります。  

 ⑤ 実力実績主義の人事制度導入及び将来を見据えた積極的新規人材採用による、人的資源の活性化を図って 

   参ります。 

⑥ グロ－バルに展開している企業として、環境対策への取り組みは重要な課題であり、海外事業所を含め積 

   極的に取り組んで参ります。 

 ⑦ コ－ポレ－ト・ガバナンスの充実、コンプライアンス、リスクマネ－ジメント等の活動展開・リスク管 

   理、コンプライアンス管理の体制整備、強化に積極的に取り組み、確固たる内部統制体制の構築を目指し 

   て参ります。また、適正な資本構成の実現を目指すとともにに、投資家・株主様に対するＩＲ活動の推 

   進・充実を図って参ります。 

 

    なお、当社と日本電産株式会社とは、精密小型モータを主要事業とする点で、技術・製品・顧客面で多くの共通点 

 があります。既にグループ入りによって、日本電産グループの調達力の活用や販売協業等の一定のシナジー効果を収 

 めることができましたが、（重要な後発事象）に記載いたしました、今回の完全子会社化によって開発・製造・販売 

 の各側面での協業を一層加速させ、さらに大きな成果につなげる所存です。 

 

  

   (注) ＷＰＲ は、2008年に日本電産㈱の永守重信が自身の独自の経営手法に付した名称です。  

      ＷＰＲTM は、日本電産㈱の日本国における商標です。  

      ＷＰＲ© 日本電産㈱ 永守重信 2008年 

(4) 会社の対処すべき課題
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4.【連結財務諸表】 
(1)【連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成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 2,763 2,685

受取手形及び売掛金 4,528 5,874

商品及び製品 1,972 2,059

仕掛品 642 684

原材料及び貯蔵品 619 928

繰延税金資産 367 531

未収入金 74 122

立替消費税 121 －

その他 46 67

貸倒引当金 △22 △8

流動資産合計 11,110 12,942

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,931 5,774

減価償却累計額 ※1  2,383 ※1  2,555

建物及び構築物（純額） 2,548 3,219

機械装置及び運搬具 8,187 8,160

減価償却累計額 ※1  6,942 ※1  6,647

機械装置及び運搬具（純額） 1,245 1,513

土地 971 962

リース資産 309 315

減価償却累計額 ※1  115 ※1  211

リース資産（純額） 194 104

建設仮勘定 1,419 90

その他 4,937 4,562

減価償却累計額 ※1  4,613 ※1  4,228

その他（純額） 324 334

有形固定資産合計 6,701 6,222

無形固定資産   

リース資産 9 2

その他 115 130

無形固定資産 124 132

投資その他の資産   

投資有価証券 93 96

長期貸付金 6 5

繰延税金資産 50 93

その他 84 88

投資その他の資産合計 233 282

固定資産合計 7,058 6,636

資産合計 18,168 19,578
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（単位：百万円）

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 2,871 3,743

短期借入金 2,929 2,693

未払金 517 489

未払法人税等 188 210

未払費用 597 780

製品保証引当金 159 19

その他 237 163

流動負債合計 7,498 8,097

固定負債   

繰延税金負債 － 33

退職給付引当金 1,944 1,798

その他 312 232

固定負債合計 2,256 2,063

負債合計 9,754 10,160

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,547 2,547

資本剰余金 3,614 3,614

利益剰余金 2,802 4,000

自己株式 △86 △91

株主資本合計 8,877 10,070

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 20 26

為替換算調整勘定 △483 △678

評価・換算差額等合計 △463 △652

純資産合計 8,414 9,418

負債純資産合計 18,168 19,578
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(2)【連結損益計算書】 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成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 25,170 20,305

売上原価 19,383 15,119

売上総利益 5,787 5,186

販売費及び一般管理費   

販売費 1,874 1,455

一般管理費 2,731 2,359

販売費及び一般管理費合計 ※1, ※2  4,605 ※1, ※2  3,814

営業利益 1,182 1,372

営業外収益   

受取利息 14 1

受取配当金 7 4

為替差益 － 111

材料作業屑処分益 82 －

負ののれん償却額 22 －

製品保証引当金戻入益 5 －

その他 96 95

営業外収益合計 226 211

営業外費用   

支払利息 82 27

固定資産処分損 9 11

たな卸資産処分損 128 67

為替差損 62 －

売上割引 22 4

その他 42 45

営業外費用合計 345 154

経常利益 1,063 1,429

特別利益   

過年度損益修正益 － 10

有価証券売却益 － 9

製品保証引当金戻入額 － 55

特別利益合計 － 74

特別損失   

固定資産処分損 3 －

事業構造改善費用 ※4  49 －

減損損失 ※3  49 －

投資有価証券評価損 21 －

固定資産売却損 － 2

特別損失合計 122 2

税金等調整前当期純利益 941 1,501

法人税、住民税及び事業税 392 306

法人税等調整額 △131 △181

法人税等合計 261 125

当期純利益 680 1,376
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成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 2,547 2,547

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,547 2,547

資本剰余金   

前期末残高 3,614 3,614

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,614 3,614

利益剰余金   

前期末残高 2,478 2,802

当期変動額   

剰余金の配当 △356 △178

当期純利益 680 1,376

当期変動額合計 324 1,198

当期末残高 2,802 4,000

自己株式   

前期末残高 △67 △86

当期変動額   

自己株式の取得 △19 △5

当期変動額合計 △19 △5

当期末残高 △86 △91

株主資本合計   

前期末残高 8,572 8,877

当期変動額   

剰余金の配当 △356 △178

当期純利益 680 1,376

自己株式の取得 △19 △5

当期変動額合計 305 1,193

当期末残高 8,877 10,070

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 30 20

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10 6

当期変動額合計 △10 6

当期末残高 20 26

為替換算調整勘定   

前期末残高 △299 △483

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △184 △195

当期変動額合計 △184 △195

当期末残高 △483 △678

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △269 △463

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △194 △189

当期変動額合計 △194 △189

当期末残高 △463 △652

純資産合計   

前期末残高 8,303 8,414
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当期変動額   

剰余金の配当 △356 △178

当期純利益 680 1,376

自己株式の取得 △19 △5

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △194 △189

当期変動額合計 111 1,004

当期末残高 8,414 9,418
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 (4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 
（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成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 941 1,501

減価償却費 945 1,022

減損損失 49 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △57 △14

退職給付引当金の増減額（△は減少） △115 △146

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △5 －

製品保証引当金の増減額（△は減少） 106 △140

固定資産売却損益（△は益） － △2

固定資産処分損益（△は益） 12 11

為替差損益（△は益） △141 △74

投資有価証券売却損益（△は益） － △9

受取利息及び受取配当金 △21 △5

支払利息 82 27

売上債権の増減額（△は増加） 2,756 △1,487

たな卸資産の増減額（△は増加） △11 △477

仕入債務の増減額（△は減少） △1,606 971

その他 △374 351

小計 2,561 1,529

利息及び配当金の受取額 21 5

利息の支払額 △82 △27

法人税等の支払額 △281 △269

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,219 1,238

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形及び無形固定資産の取得による支出 △2,310 △919

有形及び無形固定資産の売却による収入 7 15

投資有価証券の取得による支出 △10 －

投資有価証券の売却による収入 15 17

その他 △123 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,421 △887

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,070 △93

割賦債務の返済による支出 △200 △63

自己株式の取得による支出 △19 △5

配当金の支払額 △356 △178

財務活動によるキャッシュ・フロー 495 △339

現金及び現金同等物に係る換算差額 △55 △90

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 238 △78

現金及び現金同等物の期首残高 2,525 2,763

現金及び現金同等物の期末残高 2,763 2,685
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該当事項はありません。 

  

 

(5)【継続企業の前提に関する注記】

(6)【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 (1)連結子会社の数 9社

連結子会社名

日電産伺服電機(常州)有限公司、シ

ンガポール日本サーボ㈱、バタム日本

サーボ㈱、穂高日本電産サーボ㈱、米

国日本電産サーボ㈱、日本電産伺服

(香港)有限公司、欧州日本電産サーボ

㈱、ベトナム日本電産サーボ会社、ジ

ャパンサーボヨーロッパ社

平成20年10月1日をもって、日本サ

ーボ株式会社は日本電産サーボ株式会

社に、また、連結子会社は上記記載の

とおり商号を変更しており、当連結会

計年度における記載も変更しておりま

す。 

 なお、欧州日本電産サーボ㈱は平成

20年4月9日新規設立により、連結の範

囲に含めております。

(1)連結子会社の数9社

連結子会社名 

 同左

(2)主要な非連結子会社の名称等

該当事項はありません。

(2)主要な非連結子会社の名称等 

 同左

２ 持分法の適用に関する事

項

該当事項はありません。 同左

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項

連結子会社のうち、米国日本電産サ

ーボ㈱、ジャパンサーボヨーロッパ社

の決算日が12月31日であり、その他の

連結子会社の決算日は3月31日で連結

決算日と一致しております。 

 連結財務諸表作成に当って、当該連

結子会社については、12月31日現在の

財務諸表を使用し、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。

連結子会社のうち、ジャパンサーボ

ヨーロッパ社の決算日が12月31日であ

り、その他の連結子会社の決算日は3

月31日で連結決算日と一致しておりま

す。当連結会計年度より、米国日本電

産サーボ㈱の決算日を12月31日より3

月31日に変更いたしました。なお、当

該変更に伴う損益に対する影響額は軽

微であります。 

 連結財務諸表作成に当って、当該連

結子会社については、12月31日現在の

財務諸表を使用し、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。
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項目
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 会計処理基準に関する事
      項 
  (1) 重要な資産の評価基準 
       及び評価方法

①有価証券 

その他有価証券 

  時価のあるもの 

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

均法により算定しております。)

①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 

主として移動平均法による原価法

 時価のないもの 

 同左

②たな卸資産 
製品・仕掛品 … 総平均法による原価
法(貸借対照表価額は収益性の低下に
よる簿価切下げ方法により算定) 
原材料 … 移動平均法による原価法
(貸借対照表価額は収益性の低下によ
る簿価切下げ方法により算定) 
(会計方針の変更) 
 「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）を当連結会計年度から
適用しております。  
 なお、これに伴う営業利益、経常利
益及び税金等調整前当期純利益に与え
る影響額は軽微であります。

②たな卸資産 
 同左

 (2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

主として定率法を採用しておりま
す。国内連結会社においては、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、法人税
法に定める定額法を採用しておりま
す。
（追加情報） 
 当社及び国内連結子会社は、法人税
法の改正(減価償却資産の耐用年数等
に関する省令 平成20年 4月30日 省
令第32号）に伴い機械装置について
は、改正後の法人税法に基づく方法に
変更しております。 この変更は、平
成20年度の税制改正を契機に耐用年数
を見直したことによるものでありま
す。 
 なお、これに伴う営業利益、経常利
益及び税金等調整前当期純利益に与え
る影響額は軽微であります。

①有形固定資産（リース資産を除く）

同左

②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。

②無形固定資産（リース資産を除く）

同左
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項目
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リース資産
 所有権移転外ファイナンス・リース
取引に係るリース資産 
 リース期間を耐用年数とし、残存価
額を零とする定額法を採用しておりま
す。

③リース資産
同左

  (3)重要な引当金の計上基

準

①貸倒引当金 

 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製品保証引当金 

 返品及びアフターサービスの費用と

して過去の返品実績及び補償要求等に

基づき見積計上しております。

②製品保証引当金 

 同左

③退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債務

及び年金資産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、各連結会計年

度の発生時の従業員の平均残存勤務期

間以内の年数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

度から費用処理しております。 

③退職給付引当金 

 同左

④役員退職慰労引当金 

（追加情報） 

 連結子会社（サーボテクノシステム

㈱ 現 穂高日本電産サーボ㈱）は、

平成20年９月30日をもって役員退職慰

労金制度を廃止し、当該引当金を取り

崩しました。

④役員退職慰労引当金 

    ―――――――  

  (4)重要な外貨建資産又は

負債の本邦通貨への換

算の基準

 外貨建金銭債権債務は、決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、為替

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、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に

含めております。

同左

  (5)その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式を採用しております。

消費税等の会計処理 

同左
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項目
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)

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

 連結子会社の資産及び負債の評価に

ついては、全面時価評価法を採用して

おります。

同左

６ のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

 負ののれんの償却は、5年間で均等

償却しております。

同左

７ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

連結キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金(現金及び現金同等物)は、手許

現金、随時引出し可能な預金及び容易

に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取

得日から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。

同左
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【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) 
 財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令(平成20
年8月7日 内閣府令第50号)が適用になることに伴い、
前連結会計年度において、「たな卸資産」として掲記
されたものは、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1,902百万円、661百万円、637百万円
であります。

        ―――――――
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(7)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

前連結会計年度
(自 平成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)リース取引に関する会計基準の適用

「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員

会 平成5年6月17日 終改正平成19年3月30日 企業会

計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準委員会 平成6年1月18日 

終改正平成19年3月30日 企業会計基準適用指針第16

号）を第１四半期連結会計期間から早期に適用し、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変更し、リ

ース資産として計上しております。  

 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間

を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっ

ております。  

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、リー

ス資産が固定資産に203百万円計上されております。な 

お、これに伴う営業利益、経常利益及び税金等調整前

当期純利益に与える影響は軽微であります。  

  

(2)連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に

関する当面の取扱いの適用  

「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に

関する当面の取扱い」(企業会計基準委員会 平成18年

5月17日 実務対応報告第18号）を当連結会計年度から

適用し、連結決算上必要な修正を行っております。  

 なお、これに伴う営業利益、経常利益及び税金等調

整前当期純利益に与える影響は軽微であります。

         ――――――― 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

【会計処理の変更】

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)

(1)リース取引に関する会計基準の適用 
 「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委
員会 平成5年6月17日 終改正平成19年3月30日 企
業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基
準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成6年1月18
日 終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指
針第16号）を当連結会計年度から適用し、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変更し、リース資産
として計上しております。 
 この結果、リース資産が固定資産に203百万円計上さ
れております。なお、これに伴う営業利益、経常利益
及び税金等調整前当期純利益に与える影響は軽微であ
ります。 
  
(2)連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に
関する当面の取扱いの適用 
 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理
に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会 平成
18年5月17日 実務対応報告第18号）を当連結会計年度
から適用し、連結決算上必要な修正を行っておりま
す。 
 なお、これに伴う営業利益、経常利益及び税金等調
整前当期純利益に与える影響は軽微であります。

        ―――――――
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(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
(平成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   14,053百万円  ※１ 有形固定資産減価償却累計額   13,641百万円

(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 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び
    金額は、下記のとおりであります。 
  
        給与諸手当      2,011百万円 
        退職給付費用       121百万円 
        福利厚生費        305百万円 
        減価償却費       135百万円 
        荷造費及び運搬費     572百万円 
        貸倒引当金繰入額      2百万円

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び
    金額は、下記のとおりであります。 
  
        給与諸手当     1,858百万円 
        退職給付費用      123百万円 
        福利厚生費       259百万円 
        減価償却費      202百万円 
        荷造費及び運搬費   503百万円 
        

 ※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開
    発費 
                     566百万円 
  

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開
    発費 
                    453百万円  
 

 ※３ 当連結会計年度において、当社グループは主に
    以下の重要な資産について減損損失を計上しま 
    した。

         ――――――

 

場所 用途 種類
減損損失
（百万円）

長野県大町市 土地 土地 6

群馬県桐生市 設備 建設仮勘定 18

中華人民共和国 
常州市

設備 機械装置 25

 当社グループは事業の種類別セグメントを基準として
 資産のグルーピングを行っております。当資産は遊休 
 状態となり、遊休資産となったことから、当資産の帳 
 簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損 
 損失(49百万円)として特別損失に計上いたしました。 
 なお、当該資産の回収可能価額は正味売却価額によ 
 り測定しており、時価は固定資産税評価額によってお 
 ります。
 ※４ 事業構造改善費用の内訳は下記のとおりであり
    ます。  
 安定的な営業利益を確保するための体質作りを目的と 
 して、平成20年10月１日をもって連結子会社サーボテ 
 クノシステム㈱群馬事業所（群馬県桐生市）において 
 経営する小型精密モータ事業を当社に譲渡し同穂高事 
 業所（長野県安曇野市）を穂高日本電産サーボ㈱と商 
 号を変更して運営を開始しております。これに伴い事 
 業用資産の移転費用23百万円を、また、バタム日本サ 
 ーボ㈱におきまして、受注減（生産減）に伴う事業用 
 資産の再編費用等26百万円を事業構造改善費用として 
 特別損失に計上しております。

         ――――――
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(変動事由の概要)  

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加      25,854株 
  

   該当事項はありません。 
  

    

   

(連結株主資本等変動計算書関係)

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)

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 35,691,838 ― ― 35,691,838

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 138,440 25,854 ─ 164,294

３ 新株予約権等に関する事項

４ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成20年5月26日 
取締役会

普通株式 178 5 平成20年3月31日 平成20年6月3日

平成20年10月27日 
取締役会

普通株式 178 5 平成20年9月30日 平成20年12月4日

(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 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成21年5月22日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 89 2.5 平成21年3月31日 平成21年6月3日
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(変動事由の概要)  

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加      10,035株 
  

   該当事項はありません。 
  

    

   

 

 

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 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 35,691,838 ― ― 35,691,838

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 164,294 10,035 ― 174,329

３ 新株予約権等に関する事項

４ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成21年5月22日 
取締役会

普通株式 89 2.5 平成21年3月31日 平成21年6月3日

平成21年10月26日 
取締役会

普通株式 89 2.5 平成21年9月30日 平成21年12月4日

(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 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成22年5月24日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 178 5.0 平成22年3月31日 平成22年6月3日

(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)

  現金及び現金同等物の期末残高は、連結貸借対照表
 の現金及び預金勘定と一致しております。

同左
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(注) １ 事業区分の方法…製品の類似性に照らして事業区分を行っております。 

２ 各事業区分の主要製品 

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

  
モータ 
(百万円)

モータ
応用製品 
(百万円)

計 
(百万円)

  
消去又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

１ 売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

21,463 3,707 25,170 ─ 25,170

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─

計 21,463 3,707 25,170 ─ 25,170

２ 営業費用 18,881 3,777 22,658 1,330 23,988

  営業利益又は営業損失(△) 2,582 △70 2,512 (1,330) 1,182

Ⅱ 資産、減価償却費、減損 
  損失及び資本的支出

資   産 14,342 1,482 15,824 2,344 18,168

減価償却費 890 53 943 2 945

減損損失 ─ ─ ─ 49 49

資本的支出 2,249 167 2,416 1 2,417

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)

  
モータ 
(百万円)

モータ
応用製品 
(百万円)

計 
(百万円)

  
消去又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

１ 売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

17,361 2,944 20,305 ― 20,305

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 17,361 2,944 20,305 ― 20,305

２ 営業費用 15,039 3,017 18,056 877 18,933

  営業利益又は営業損失(△) 2,321 △72 2,249 (877) 1,372

Ⅱ 資産、減価償却費、減損 
  損失及び資本的支出

資   産 15,010 1,413 16,423 3,155 19,578

減価償却費 930 82 1,012 10 1,022

減損損失 ― ― ― ― ―

資本的支出 647 43 690 988 1,678

事業区分 主要製品

モータ
ACサーボモータ、DCサーボモータ、シンクロナスモータ、インダクションモータ、DC

モータ、ブラシレスDCモータ、ステッピングモータ、ファン、ポンプ、センサ等

モータ応用製品 モータ機構製品、医療関連製品、住宅関連製品等
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(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 日本以外の区分に属する主な国又は地域 

アジア……中国、シンガポール、インドネシア 

その他……アメリカ 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 日本以外の区分に属する主な国又は地域 

アジア……中国、シンガポール、インドネシア 

その他……アメリカ 

  

２ 所在地別セグメント情報

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)

  
日本 

(百万円)
アジア 
(百万円)

その他 
(百万円)

計 
(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

 
連結 

(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

20,907 4,263 ─ 25,170 ─ 25,170

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

3,698 13,794 297 17,789 (17,789) ─

計 24,605 18,057 297 42,959 (17,789) 25,170

営業費用 23,458 16,900 254 40,612 (16,624) 23,988

営業利益 1,147 1,157 43 2,347 (1,165) 1,182

Ⅱ 資産 10,631 5,105 88 15,824 2,344 18,168

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)

  
日本 

(百万円)
アジア 
(百万円)

その他 
(百万円)

計 
(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

 
連結 

(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

15,554 4,751 ― 20,305 ― 20,305

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

4,437 10,654 225 15,316 (15,316) ―

計 19,991 15,405 225 35,621 (15,316) 20,305

営業費用 18,103 15,060 204 33,367 (14,434) 18,933

営業利益 1,888 345 21 2,254 (882) 1,372

Ⅱ 資産 13,346 6,030 159 19,535 43 19,578
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(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1)北米……アメリカ、カナダ 

(2)アジア……中国、シンガポール、インドネシア、韓国、台湾 

(3)その他の地域……EU諸国、メキシコ 

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。 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1)北米……アメリカ、カナダ 

(2)アジア……中国、シンガポール、インドネシア、韓国、台湾、インド 

(3)その他の地域……EU諸国、メキシコ 

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。 

  

３ 海外売上高

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)

北米 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 3,213 7,527 2,419 13,159

Ⅱ 連結売上高(百万円) 25,170

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

12.8 29.9 9.6 52.3

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)

北米 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 2,563 6,753 1,811 11,127

Ⅱ 連結売上高(百万円) 20,305

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

12.6 33.3 8.9 54.8
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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） 

 

   （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。 

  

１.金融商品の状況に関する事項 

  (1)金融商品に対する取組方針 

   当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については親会社である日本電 

  産株式会社からの借入によっており、投機的な取引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 

   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。また、グローバルに事業を展開 

  していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。投資有価証券は、そ 

  の他有価証券に区分される株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。 

   営業債務である支払手形及び買掛金は、その殆どが１年以内の支払期日であります。また、その一部には、原材 

  料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されていますが、恒常的に同じ外貨建ての売掛金

  残高の範囲内にあります。 

  

  (3)金融商品に係るリスク管理体制 

  ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理 

   当社は、営業取引先与信限度管理基準等に従い、営業債権について、営業管理部が主要な取引先の状況を定期的 

  にモニタリングし、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。   

    

  ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理 

   当社及び一部の連結子会社は、外貨建ての営業債権債務について、為替の変動リスクに晒されていますが、通貨 

  別月別に把握するなどの方法により管理しております。 

   投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、取引先企業との関係を 

  勘案して保有状況を継続的に見直しております。 

  

  ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理 

   当社は、各部署からの報告に基づき財務部が適時に資金繰計画を作成・更新するなどにより、流動性リスクを管 

  理しております。    

  

  (4)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、市場価額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。 

(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、次のとおりであります。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、次表には含まれておりません((注２)を参照下さい。)。 

 
  (※1)受取手形及び売掛金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。 

  

（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項 

 資産 

 (1)現金及び預金 

  預金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 

  

 (2)受取手形及び売掛金、並びに(3)未収入金 

  これらの時価は、6ヶ月以内に決済される場合が多く、時価と帳簿価額の差に重要性がないと判断できることか 

 ら、当該帳簿価額によっております。 

  

 (4)投資有価証券 

  これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。 

  

 負債 

 (1)支払手形及び買掛金、(2)短期借入金、(3)未払金、(4)未払法人税、並びに(5)未払費用 

  これらは短期間で決済または更新されるため、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。   

  

（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 

 
  上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3)投資有価証券」には

 含めておりません。 

  

  

(単位：百万円）

連結貸借対照表
計上額

時価 差額

 (1)現金及び預金 2,685 2,685 ―

 (2)受取手形及び売掛金 5,874 5,874 ―

   貸倒引当金(※1) △8 △8 ―

 (3)未収入金 122 122 ―

 (4)投資有価証券 74 74 ―

資産計 8,747 8,747 ―

 (1)支払手形及び買掛金 3,743 3,743 ―

 (2)短期借入金 2,693 2,693 ―

 (3)未払金 489 489 ―

 (4)未払法人税 175 175 ―
 (5)未払費用 172 172 ―

負債計 7,272 7,272 ―

(単位：百万円）

区分 連結貸借対照表計上額
非上場株式 22
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（注３）満期のある金銭債権の連結決算日後の償還予定額 

 
 

（注４）短期借入金の連結決算日後の返済予定額 

 
  

(開示の省略） 

 リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、退職給付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ます。 

(単位：百万円）

1年以内

 現金及び預金 2,685

 受取手形及び売掛金 5,874
合計 8,559

(単位：百万円）

1年以内

 短期借入金 2,693
合計 2,693
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(注) 算定上の基礎 

１．１株当たり純資産額 

 
  

２．１株当たり当期純利益 

 
         (注) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。 

  

当社は、本日開催の取締役会において、日本電産株式会社が当社を完全子会社とするための株式交換を行うこと

を決議し、本日同社と株式交換契約を締結いたしました。詳細につきましては、本日発表の「日本電産株式会社に

よる日本電産サーボ株式会社の完全子会社化に関する株式交換契約締結に関するお知らせ」をご覧ください。 

  

(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            236円83銭 

１株当たり当期純利益            19円13銭

１株当たり純資産額            265円16銭 

１株当たり当期純利益          38円74銭

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)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額(百万円) 8,414 9,418

普通株式に係る純資産額(百万円) 8,414 9,418

普通株式の発行済株式数(千株) 35,691 35,691

普通株式の自己株式数(千株) 164 174

１株当たり純資産額算定に用いられた期末普通
株式数(千株)

35,527 35,518

項目
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)

連結損益計算書上の当期純利益(百万円) 680 1,376

普通株式に係る当期純利益(百万円) 680 1,376

普通株式の期中平均株式数(千株) 35,538 35,523

(重要な後発事象)
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5.【個別財務諸表】 
(1)【貸借対照表】 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成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 1,754 1,581

受取手形 998 860

売掛金 ※1  4,184 ※1  4,955

商品及び製品 1,672 1,646

原材料及び貯蔵品 224 227

仕掛品 208 188

短期貸付金 ※1  768 ※1  372

未収入金 ※1  297 ※1  692

立替消費税 72 －

繰延税金資産 331 488

その他 25 43

貸倒引当金 △21 △9

流動資産合計 10,512 11,043

固定資産   

有形固定資産   

建物 2,906 3,792

減価償却累計額 ※2  1,494 ※2  1,638

建物（純額） 1,412 2,154

構築物 252 274

減価償却累計額 ※2  147 ※2  162

構築物（純額） 105 112

機械及び装置 3,935 3,791

減価償却累計額 ※2  3,580 ※2  3,539

機械及び装置（純額） 355 252

車両運搬具 10 8

減価償却累計額 ※2  10 ※2  8

車両運搬具（純額） － －

工具、器具及び備品 2,013 1,929

減価償却累計額 ※2  1,907 ※2  1,806

工具、器具及び備品（純額） 106 123

土地 1,232 1,232

リース資産 279 289

減価償却累計額 104 198

リース資産（純額） 175 91

建設仮勘定 989 －

有形固定資産合計 4,374 3,964

無形固定資産   

ソフトウエア 40 27

リース資産 9 3

施設利用権 8 7

ソフトウエア仮勘定 1 18

無形固定資産合計 58 55

投資その他の資産   

投資有価証券 93 95

関係会社株式 1,624 1,624

関係会社出資金 37 37

差入保証金 11 4

繰延税金資産 15 －

その他 1 1

投資その他の資産合計 1,781 1,761

固定資産合計 6,213 5,780

資産合計 16,725 16,823
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（単位：百万円）

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   

設備関係支払手形 350 －

買掛金 ※1  2,713 ※1  2,855

短期借入金 ※1  2,929 ※1  2,693

リース債務 97 56

未払金 518 418

未払費用 506 665

未払法人税等 61 106

前受金 1 7

製品保証引当金 128 22

その他 55 117

流動負債合計 7,358 6,939

固定負債   

繰延税金負債 7 11

退職給付引当金 1,808 1,641

リース債務 95 42

その他 204 183

固定負債合計 2,114 1,877

負債合計 9,472 8,816

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,547 2,547

資本剰余金   

資本準備金 3,597 3,597

その他資本剰余金 10 10

資本剰余金合計 3,607 3,607

利益剰余金   

利益準備金 368 368

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 802 1,555

利益剰余金合計 1,170 1,923

自己株式 △86 △91

株主資本合計 7,238 7,986

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 15 21

評価・換算差額等合計 15 21

純資産合計 7,253 8,007

負債純資産合計 16,725 16,823
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(2)【損益計算書】 

（単位：百万円）

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 ※1  24,536 ※1  20,067

売上原価   

製品期首たな卸高 1,545 1,672

当期製品製造原価 4,744 3,995

当期製品仕入高 ※2  15,850 ※2  11,929

合計 22,139 17,596

製品期末たな卸高 1,672 1,646

他勘定振替高 △336 5

売上原価合計 20,803 15,945

売上総利益 3,733 4,122

販売費及び一般管理費 ※3, ※4  3,959 ※3, ※4  3,329

営業利益又は営業損失（△） △226 793

営業外収益   

受取利息 29 6

受取配当金 ※1  527 ※1  4

負ののれん償却額 22 －

製品保証引当金戻入益 5 －

為替差益 － 147

助成金収入 － 30

その他 43 28

営業外収益合計 626 215

営業外費用   

支払利息 ※2  74 ※2  26

売上割引 22 4

たな卸資産処分損 118 63

固定資産除却損 8 6

為替差損 111 －

その他 38 30

営業外費用合計 371 129

経常利益 29 879

特別利益   

投資有価証券売却益 － 9

前期損益修正益 － 10

製品保証引当金戻入額 － 72

特別利益合計 － 91

特別損失   

事業構造改善費用 ※6  23 －

減損損失 ※5  18 －

投資有価証券評価損 21 －

特別損失合計 62 －

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △33 970

法人税、住民税及び事業税 157 181

法人税等調整額 △182 △142

法人税等合計 △25 39

当期純利益又は当期純損失（△） △8 931
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(3)【株主資本等変動計算書】 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成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 2,547 2,547

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,547 2,547

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 3,597 3,597

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,597 3,597

その他資本剰余金   

前期末残高 10 10

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 10 10

資本剰余金合計   

前期末残高 3,607 3,607

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,607 3,607

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 368 368

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 368 368

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 265 －

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △265 －

当期変動額合計 △265 －

当期末残高 － －

別途積立金   

前期末残高 455 －

当期変動額   

別途積立金の取崩 △455 －

当期変動額合計 △455 －

当期末残高 － －

繰越利益剰余金   

前期末残高 445 802

当期変動額   

剰余金の配当 △355 △178

当期純利益又は当期純損失（△） △8 931

固定資産圧縮積立金の取崩 265 －

別途積立金の取崩 455 －

当期変動額合計 357 753

当期末残高 802 1,555
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（単位：百万円）

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) 

利益剰余金合計   

前期末残高 1,533 1,170

当期変動額   

剰余金の配当 △355 △178

当期純利益又は当期純損失（△） △8 931

当期変動額合計 △363 753

当期末残高 1,170 1,923

自己株式   

前期末残高 △67 △86

当期変動額   

自己株式の取得 △19 △5

当期変動額合計 △19 △5

当期末残高 △86 △91

株主資本合計   

前期末残高 7,620 7,238

当期変動額   

剰余金の配当 △355 △178

当期純利益又は当期純損失（△） △8 931

自己株式の取得 △19 △5

当期変動額合計 △382 748

当期末残高 7,238 7,986

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 25 15

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△10 6

当期変動額合計 △10 6

当期末残高 15 21

評価・換算差額等合計   

前期末残高 25 15

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△10 6

当期変動額合計 △10 6

当期末残高 15 21

純資産合計   

前期末残高 7,645 7,253

当期変動額   

剰余金の配当 △355 △178

当期純利益又は当期純損失（△） △8 931

自己株式の取得 △19 △5

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10 6

当期変動額合計 △392 754

当期末残高 7,253 8,007
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   該当事項はありません。 

(4)【継続企業の前提に関する注記】

(5)【重要な会計方針】

項目
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)

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法

(1)子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(1)子会社株式及び関連会社株式 

  同左

(2)その他有価証券

①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しておりま

す。)

(2)その他有価証券

 ①時価のあるもの

   同左

②時価のないもの

移動平均法による原価法

②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

製品・仕掛品 … 総平均法による原価
法(貸借対照表価額は収益性の低下に
よる簿価切下げ方法により算定) 
原材料 … 移動平均法による原価法
(貸借対照表価額は収益性の低下によ
る簿価切下げ方法により算定) 
(会計方針の変更)  
 「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）を当事業年度から適用
しております。  
 なお、これに伴う営業利益、経常利
益及び税引前当期純利益に与える影響
額は軽微であります。

製品・仕掛品 … 同左 
  
 
原材料 … 同左 
  
 
     ――――――

３ 固定資産の減価償却の方

法

(1)有形固定資産(リース資産を除く)

定率法(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      ７年

(追加情報) 

当社は、法人税法の改正(減価償却

資産の耐用年数等に関する省令

平成20年 4月30日 省令第32号）

に伴い機械装置については、改正

後の法人税法に基づく方法に変更

しております。この変更は、平成

20年度の税制改正を契機に耐用年

数を見直したことによるものであ

ります。 

 なお、これに伴う営業利益、経

常利益及び税引前当期純利益に与

える影響額は軽微であります。

(1)有形固定資産(リース資産を除く)

同左

 

  

 

  

 

    ――――――
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項目
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)

(2)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。
(3)リース資産
 所有権移転外ファイナンス・リース
取引に係るリース資産 
 リース期間を耐用年数とし、残存価
額を零とする定額法を採用しておりま
す。

(2)無形固定資産(リース資産を除く)

 同左

  
 
  
 
(3)リース資産 
 同左

４ 引当金の計上基準 (1)貸倒引当金

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)製品保証引当金

返品及びアフターサービスの費用
として過去の返品実績及び補償要
求等に基づき見積計上しておりま
す。

(2)製品保証引当金 

  同左

(3)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、
当事業年度末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基づき
計上しております。 
数理計算上の差異は、各事業年度
の発生時の従業員の平均残存勤務
期間以内の年数による定額法によ
り按分した額をそれぞれ発生の翌
事業年度から費用処理しておりま
す。

(3)退職給付引当金 

  同左

５ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜方式を採用しております。

消費税等の会計処理 

 同左
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(6)【重要な会計方針の変更】

前事業年度
(自 平成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)

(1)リース取引に関する会計基準の適用 
 「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委
員会 平成5年6月17日 終改正平成19年3月30日 企
業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基
準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成6年1月18
日 終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指
針第16号）を当事業年度から適用し、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変更し、リース資産とし
て計上しております。 
 この結果、リース資産が固定資産に184百万円計上さ
れております。なお、これに伴う営業利益、経常利益
及び税引前当期純利益に与える影響は軽微でありま
す。

    ―――――――――

(7)【個別財務諸表に関する注記事項】

(貸借対照表関係)

項目
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)

※１ 関係会社に係る主な資

産及び負債

 売掛金          1,326百万円

 短期貸付金         768百万円

 未収入金          264百万円

 買掛金          1,880百万円

 短期借入金         2,929百万円

 売掛金          1,304百万円 

 短期貸付金        372百万円 

 未収入金          649百万円 

 買掛金          1,817百万円 

 短期借入金        2,693百万円

※２ 減価償却累計額 貸借対照表上、土地、建設仮勘定以

外につきましては、減価償却累計額に

減損損失累計額が含まれております。

     ――――――
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(損益計算書関係)

項目
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)

※１ 関係会社に係る売上高

及び受取配当金 

 

売上高          3,808百万円 

  受取配当金          520百万円

売上高           4,939百万円 

  受取配当           1百万円

※２ 関係会社に係る製品及

び材料仕入高、支払利

息

製品及び材料仕入高  16,223百万円 

支払利息         70百万円

製品及び材料仕入高 12,326百万円 

支払利息        25百万円

※３ (イ)販売費及び一般管

理費のおおよその

割合  

販売費 47％

一般管理費 53％
 

販売費 42％

一般管理費 58％

(ロ)主要な費目及び金

額

 

荷造及び運賃 389百万円

給与諸手当 1,644百万円

退職給付費用 119百万円

福利厚生費 239百万円

減価償却費 114百万円

賃借料 223百万円

研究費 50百万円

販売手数料 418百万円
 

荷造及び運賃 338百万円

給与諸手当 1,523百万円

退職給付費用 122百万円

福利厚生費 207百万円

減価償却費 193百万円

賃借料 140百万円

研究費 46百万円

販売手数料 353百万円

※４ 一般管理費及び当期製

造費用に含まれる研究

開発費

566百万円 453百万円

※５ 減損損失

 

当社は主に以下の重要な資産について

減損損失を計上しました。 

場所 用途 種類
減損損失
（百万円）

群馬県 
桐生市

設備 建設仮勘定 18

 当社は、事業の種類別セグメントを

基準として資産のグルーピングを行っ

ております。当資産は遊休状態とな

り、遊休資産となったことから、当資

産の帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額を減損損失(18百万円)

として特別損失に計上いたしました。

なお、当該資産の回収可能価額は正味

売却価額により測定しており、時価は

固定資産税評価額によっております。

     ――――――

※６ 

 

事業構造改善費用 安定的な営業利益を確保するための体

質作りを目的として、平成20年10月1日

をもって連結子会社サーボテクノシス

テム㈱群馬事業所(群馬県桐生市)にお

いて経営する小型精密モータ事業を当

社に譲渡し同穂高事業所（長野県安曇

野市）を穂高日本電産サーボ㈱と商号

を変更して運営を開始しております。

これに伴い、事業用資産の移転費用23

百万円を事業構造改善費用として特別

損失に計上しております。

      ――――――
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(変動事由の概要)  

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加       25,854株 

  

   

(変動事由の概要)  

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加       10,035株 

  

 
(注) 算定上の基礎 

１．１株当たり純資産額 

 
  

２．１株当たり当期純利益又は当期純損失(△) 

 
         (注) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。 

  

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

１ 自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 138,440 25,854 ─ 164,294

当事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)

１ 自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 164,294 10,035 ― 174,329

(１株当たり情報)

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)

１株当たり純資産額            204円16銭 

１株当たり当期純損失                    △0円22銭

１株当たり純資産額             225円46銭 

１株当たり当期純利益                     26円21銭

項目
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)

貸借対照表の純資産の部の合計額(百万円) 7,253 8,007

普通株式に係る純資産額(百万円) 7,253 8,007

普通株式の発行済株式数(千株) 35,691 35,691

普通株式の自己株式数(千株) 164 174

１株当たりの純資産額の算定に用いられた期末
の普通株式の数(千株)

35,527 35,518

項目
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)

損益計算書上の当期純利益又は当期純損失(△)
(百万円)

△8 931

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失(△)
(百万円)

△8 931

普通株式の期中平均株式数(千株) 35,538 35,523

― 38 ―

日本電産サーボ㈱（6585）　平成22年3月期　決算短信



  

（1）役員の異動 

   ①代表者の異動 

     該当事項はありません。 

   ②その他の役員の異動（平成22年６月18日開催予定定時株主総会および取締役会終了後） 

    1.新任取締役候補 

      綿貫 宜司（現 常務執行役員 技術開発本部長兼桐生技術開発センタ所長） 

      細野 秀司（現 日本電産トーソク株式会社 取締役執行役員） 

    2.退任予定取締役 

      坂本 博 （現 取締役執行役員 管理本部長） 

            ※当社執行役員経理部長に就任予定であります。 

      松田 靖夫（現 取締役） 

(重要な後発事象)

  当社は、本日開催の取締役会において、日本電産株式会社が当社を完全子会社とするための株 

 式交換を行うことを決議し、本日同社と株式交換契約を締結いたしました。詳細につきまして  

 は、本日発表の「日本電産株式会社による日本電産サーボ株式会社の完全子会社化に関する株式 

 交換契約締結に関するお知らせ」をご覧ください。

6.その他
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(2)その他 

 
 

平成 22 年４月 26 日 
日本電産サーボ株式会社 

 
平成 22 年３月期（第 75 期）連結決算概要 

 
１． 連結業績の状況                           （百万円未満四捨五入） 
 

当連結会計年度 前 連 結 会 計 年 度 当 第 ４ 四 半 期 前 第 ４ 四 半 期 

自 平成 21 年４月１日 
至 平成 22 年３月 31 日 

対前期 
増減率 自 平成 20 年４月１日 

至 平成 21 年３月 31 日 
自 平成 22 年１月１日
至 平成 22 年３月 31 日

対前年 
同期 
増減率 自 平成 21 年１月１日 

至 平成 21 年３月 31 日

百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 百万円
売 上 高 

20,305 △19.3 25,170 5,634 32.4 4,255

営 業 利 益 
1,372 

(6.8%) 16.1 
1,182

(4.7%)
600

(10.6%) － 
△60
(－%)

経 常 利 益 
1,429 

(7.0%) 34.4 
1,063

(4.2%)
615

(10.9%) － 
△310
(－%)

当期(四半期)
純 利 益 

1,376 
(6.8%) 102.4 

680
(2.7%)

736
(13.1%) － 

△200
(－%)

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭１ 株 当 た り 
当   期
純 利 益  38.74 

 
19.13 20.72

 
△5.63

潜在株調整後 
１ 株 当 た り 
当期純利益 

－  － －  －

※ （ ）内は、対売上高比率 
  
２． 連結財政状態 
 
  当 連 結 会 計 年 度 前 連 結 会 計 年 度

百万円 百万円 
総 資 産 

19,578 18,168

純 資 産 9,418 8,414
％ ％ 

自 己 資 本 比 率 
48.1 46.3
円 銭 円 銭 １ 株 当 た り 

純 資 産 265.16 236.83
百万円 百万円 営 業 活 動 に よ る 

キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 1,238 2,219
投 資 活 動 に よ る 
キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー △887 △2,421
財 務 活 動 に よ る 
キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー △339 495
現 金 及 び 
現 金 同 等 物 
期 末 残 高 2,685 2,763
 
３． 配当の状況 
 

 第 ２ 四 半 期 末 期 末 年 間
円 銭 円 銭 円 銭 

２ １ 年 ３ 月 期 
5.00 2.50 7.50

２ ２ 年 ３ 月 期 2.50 5.00 7.50

2 3 年 ３ 月 期 （ 予 想 ） 5.00 5.00 10.00
 
  ※ 連結子会社数 9 社  持分法適用関連会社数 －社 
 

連結範囲及び持分法の適用の異動状況 
＜前期末（平成 21 年３月）比の異動状況＞ 
連結  （新規） －社 （除外） －社     持分法  （新規） －社 （除外） －社 
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