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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 51,520 △16.2 3,077 28.1 402 △84.1 △10,764 ―
21年3月期 61,476 △2.3 2,402 29.8 2,532 24.7 909 △24.6

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 △259.51 ― △33.8 0.6 6.0
21年3月期 21.93 ― 2.4 3.6 3.9

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  △154百万円 21年3月期  26百万円

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 58,005 27,196 45.6 637.35
21年3月期 70,247 37,800 52.9 896.27

（参考） 自己資本   22年3月期  26,436百万円 21年3月期  37,177百万円

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 △5,727 499 809 3,353
21年3月期 6,455 △3,159 △350 7,798

2.  配当の状況 

（注）当社は定款において第２四半期末日及び期末日を配当基準日と定めておりますが、現時点では当該基準日における配当予想額は未定であります。 

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 ― 0.00 ― 5.00 5.00 207 22.8 0.6
22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
23年3月期 

（予想）
― ― ― ― ― ―

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

21,500 13.3 △1,700 ― △4,000 ― △6,000 ― △144.65

通期 53,500 3.8 △300 ― △5,000 ― △9,300 ― △224.21
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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） 

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、20ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
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 41,587,061株 21年3月期 41,587,061株
② 期末自己株式数 22年3月期  108,724株 21年3月期  107,150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 44,271 △19.2 1,425 45.4 △957 ― △11,283 ―
21年3月期 54,804 △3.7 980 1.9 1,194 10.8 115 △81.2

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

22年3月期 △272.03 ―
21年3月期 2.79 ―

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 52,378 23,798 45.4 573.76
21年3月期 64,884 35,025 54.0 844.39

（参考） 自己資本 22年3月期  23,798百万円 21年3月期  35,025百万円

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）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
累計期間

17,800 13.7 △2,400 ― △4,500 ― △6,100 ― △147.06

通期 46,000 3.9 △1,900 ― △6,400 ― △9,800 ― △236.26
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(1）経営成績に関する分析 

 当社は、平成21年1月に航空機シート部門において、輸出安全証明検査の不正受検問題が発生し

たことに続き、平成22年2月に同部門の過去の不正が明らかになったことで国土交通省より業務改

善勧告を受けました。皆様に多大なるご迷惑、ご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げ

ます。勧告に対し業務改善計画書を策定し同年3月国土交通省へ提出するとともに、全社的な体制

のもと、納入済みの運航中座席の技術基準への適合性確認作業を優先して進めております。今後も

親会社の（株）小糸製作所の指導・支援を仰ぎながらグループ一丸となり、航空機シート問題に取

り組んでまりいます。また、取締役の経営責任を明確にするため、3月末をもって取締役3名の辞任

と、4月からの報酬減額を実施いたしました。 

  

 さて、当連結会計年度における我が国の経済は、一部で回復の傾向があるものの、依然として企

業業績は低迷しており、その影響から民間設備投資や雇用情勢等につきましても引き続き低調で推

移いたしました。また国及び地方自治体の公共投資につきましても、期待された補正予算の効果は

限定的で、大きな景気浮揚効果は無いまま終わりました。 

  

 このような状況のもと、当社グループのセグメント別売上高は以下の状況となりました。 

 輸送機器関連事業につきましては、鉄道車両機器部門が増加し、子会社も順調であったものの、

航空機シート部門が出荷遅延により大幅に減少し、前期比減となりました。 

 電気機器関連事業につきましては、照明機器部門が減少したものの、情報システム機器、交通シ

ステム機器の両部門および子会社のミナモト通信（株）が増加したことにより、前期並みとなりま

した。 

 住設環境関連事業につきましては、住設機器、環境システムの両部門とも減少したため、前期比

減となりました。 

 これらの結果、当連結会計年度における売上高は、前期比16.2％減の515億2千万円となりまし

た。 

 損益につきましては、営業利益は30億7千7百万円となり前期に比べ増益となりましたが、航空機

シート部門の不正問題に対する安全対策費が発生したため、経常利益は4億2百万円となり、前期に

比べ大幅に悪化いたしました。当期純利益につきましては、航空機シート部門の損害賠償費用等36

億4千1百万円を特別損失に計上し、また繰延税金資産を取り崩した結果、107億6千4百万円の損失

となりました。 

  

 次期の見通しにつきましては、当社の主力事業である鉄道車両機器部門は国内、海外とも引き続

き堅調な需要が見込まれ、また電気機器関連事業につきましては、照明、情報板、交通信号機等の

ＬＥＤ応用製品で新技術の提案により売上の確保に努めてまいります。一方、航空機シート部門は

引き続き運航中座席の技術基準への適合性確認作業を優先して進めることから、販売への影響が見

込まれます。 

 以上の状況により、連結業績予想といたしましては、売上高535億円、営業損失3億円、経常損失

50億円、当期純損失93億円を見込んでおります。なお、航空機シート部門の納期遅延に伴う損害賠

償金33億円を特別損失に見込んでおります。 

  

(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資産につきましては、流動資産は売上債権の減少2,793百万円などの影響に

より、6,793百万円減少し42,039百万円となりました。また、固定資産は繰延税金資産の減少

4,736百万円などの影響により、5,448百万円減少し15,965百万円となりました。結果、資産合計

は前連結会計年度に比べ12,242百万円減少し58,005百万円となりました。 

  負債につきましては、買掛金の減少1,567百万円などの影響により、前連結会計年度に比べ

1,637百万円減少し30,809百万円となりました。 

 純資産につきましては、当期純損失10,764百万円などの影響により、前連結会計年度に比べ

10,604百万円減少し、27,196百万円となりました。 

      

１．経営成績
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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、前連結会計年度に

比べ4,445百万円減少（前年同期は2,959百万円の増加）し3,353百万円となりました。 

 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりでありま

す。 

  （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果使用した資金は5,727百万円となりました（前年同期は6,455百万円の増

加）。これは主に売上債権の減少2,885百万円などの増加に対し、税金等調整前当期純損失

4,395百万円、損害賠償金の支払3,500百万円などの減少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） 

 投資活動の結果増加した資金は499百万円（前年同期は3,159百万円の使用）となりまし

た。これは主に有価証券の売却による収入1,294百万円（売却による収入と相殺後）、固定

資産の取得による支出503百万円など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） 

 財務活動の結果増加した資金は809百万円（前年同期は350百万円の使用）となりました。

これは主に借入金の増加1,095百万円によるものです。 

     

（参考）キャッシュ・フローの関連指標の推移 

  自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

（注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。 

（注３）キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用しております。 

  （注４）有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としており 

ます。 

  

(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、経営の改善と効率化推進により適正利潤の確保に努め、株主への安定した配当を継続す

ることを基本方針としております。 

 しかしながら、当期の配当金につきましては、上記の業績及び今後の事業展開を勘案した結果、

誠に遺憾ながら無配とさせていただく予定であります。 

 また、次期の配当金につきましては、現時点では未定であります。 

  

  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（％） 55.2 51.1 52.8 52.9 45.6 

時価ベースの自己資本比率

（％） 
34.9 24.1 17.6 14.2 14.2 

キャッシュ・フロー対有利子負

債比率（％） 
1.1 15.7 － 0.5 － 

インタレスト・カバレッジ・レ

シオ（倍） 
74.9 5.3 － 99.8 － 
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 当社の親会社は、自動車用照明機器製造・販売の（株）小糸製作所であります。昭和42年に鉄道

車両照明、道路照明を主力製品としていた（株）小糸製作所・横浜事業部が当社に譲渡され、現在

に至っております。 

  当社グループにつきましては、当社、子会社４社で構成されており、輸送機器関連事業、電気機

器関連事業、住設環境関連事業の事業活動を展開しております。 

  

 事業系統図は下記のとおりです。 

  

  

※当連結会計年度において、持分法適用関連会社でありました道路計装株式会社が清算、また、コ

イトエンタープライズ株式会社につきましては当社保有株式を株式会社小糸製作所へ譲渡いたし

ました。 

  

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「会社の信用を第一とし、顧客に感謝の念を忘れず、社業を通じて社会に貢献す

る」という企業理念を社是とし、「安全と快適を求めて」をモットーに、新技術を応用した市場が

求める製品の開発や世界的な新市場の開拓など幅広く企業活動を展開し、顧客、株主、従業員等全

ての関係者にとって存在価値のある企業を目指しております。 

 本年2月の航空機シート部門の不正問題により会社の信用を著しく失墜させたことに対して心から

お詫び申し上げます。今後、同様の問題を起こさないためにも、今般の反省を踏まえ、上述の基本

方針を徹底すべく、平成22年度の経営方針として「不正を許さない体制の構築と顧客信頼の回復」

を掲げ、全社一丸となってコンプライアンスの徹底や品質保証体制の強化等を進めてまいります。 

     

(2）中長期的な会社の経営戦略 

不正問題のありました航空機シート部門につきましては、上記の基本方針に記載いたしました諸

施策を中長期的な取組みにも展開することにより建て直しを図り、顧客からの信頼回復に努めてま

いります。 

鉄道車両機器部門は、引き続き新幹線需要を中心に、安全、快適、省エネを追求した製品を開

発、提供してまいります。照明機器、情報システム機器、交通システム機器各部門では公共事業の

縮小、競争激化が続いておりますが、急速に技術の向上が進みつつあるＬＥＤ応用製品など当社グ

ループの特色を生かした新製品の開発を積極的に推進してまいります。 

 また、世界的に拡大が見込まれる鉄道需要に対し、海外子会社とともに積極的に対応してまいり

ます。 

    

(3）会社の対処すべき課題 

 航空機シート問題において明らかになった不正は企業として許されざる行為であり、当社として

はこれを深く反省し、二度と不正を起こさない企業体質への改革が必要であると認識しておりま

す。コンプライアンスの徹底、品質保証体制の強化、安全意識の徹底、人材教育及び社内監査体制

の強化が重要な課題であり、その取組みを全社あげて進めております。 

 その他の部門につきましては、鉄道車両機器は海外向けの仕事量が増加しており、技術力の向上

と海外調達の強化等を進めております。一方、国内の公共事業関連は事業量の減少が続いておりま

すが、市場ニーズを先取りした技術革新、環境に配慮した新製品の開発、開発期間の短縮等、選択

と集中により競争激化に耐えうる利益体質の構築に取り組んでまいります。 

 皆様には、今後ともご支援を賜りますよう、お願い申しあげます。 

   

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：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 6,375 3,115

受取手形 3,240 2,302

売掛金 23,243 21,389

有価証券 2,727 701

製品 3,219 3,526

仕掛品 4,759 6,867

原材料及び貯蔵品 3,953 3,770

繰延税金資産 1,160 128

その他 468 551

貸倒引当金 △314 △311

流動資産合計 48,833 42,039

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） ※2  4,796 ※2  4,504

構築物（純額） ※2  57 ※2  49

機械装置及び運搬具（純額） 596 541

工具、器具及び備品（純額） 1,297 911

土地 ※2  3,059 ※2  3,059

建設仮勘定 222 43

有形固定資産合計 ※1  10,030 ※1  9,110

無形固定資産   

電話加入権 27 27

その他 901 1,073

無形固定資産合計 928 1,100

投資その他の資産   

投資有価証券 ※3  4,901 ※3  4,909

保険積立金 45 59

繰延税金資産 4,867 130

その他 670 685

貸倒引当金 △30 △29

投資その他の資産合計 10,455 5,755

固定資産合計 21,414 15,965

資産合計 70,247 58,005
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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 1,616 1,291

買掛金 13,596 12,029

短期借入金 1,300 2,400

1年内返済予定の長期借入金 ※2  15 ※2  2,009

未払金 197 242

未払費用 2,709 2,042

未払法人税等 102 293

前受金 876 1,045

預り金 63 65

賞与引当金 941 854

役員賞与引当金 － 11

設備関係支払手形 21 3

その他 252 30

流動負債合計 21,693 22,317

固定負債   

長期借入金 ※2  2,198 ※2  199

退職給付引当金 8,169 7,883

役員退職慰労引当金 310 339

長期預り保証金 73 65

その他 2 2

固定負債合計 10,754 8,491

負債合計 32,447 30,809

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,214 9,214

資本剰余金 8,211 8,211

利益剰余金 20,432 9,460

自己株式 △42 △42

株主資本合計 37,816 26,844

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △656 △391

為替換算調整勘定 17 △16

評価・換算差額等合計 △639 △407

少数株主持分 623 759

純資産合計 37,800 27,196

負債純資産合計 70,247 58,005
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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 61,476 51,520

売上原価 ※2  51,695 ※2  41,955

売上総利益 9,780 9,564

販売費及び一般管理費   

販売費 ※1  4,704 ※1  3,842

一般管理費 ※1, ※2  2,673 ※1, ※2  2,644

販売費及び一般管理費合計 7,378 6,487

営業利益 2,402 3,077

営業外収益   

受取利息 299 173

受取配当金 44 35

受取保険金及び配当金 69 13

持分法による投資利益 26 －

その他 183 140

営業外収益合計 623 362

営業外費用   

支払利息 64 59

為替差損 173 114

たな卸資産廃棄損 205 －

航空事業安全対策費 － 2,593

その他 50 270

営業外費用合計 493 3,037

経常利益 2,532 402

特別利益   

投資有価証券売却益 98 －

特別利益合計 98 －

特別損失   

固定資産売却損 － ※3  1

固定資産除却損 ※3  30 ※3  31

たな卸資産廃棄損 － 1,050

損害賠償金 3 3,641

貸倒引当金繰入額 300 －

有価証券売却損 457 －

貸倒損失 272 －

その他 40 74

特別損失合計 1,104 4,798

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

1,526 △4,395

法人税、住民税及び事業税 360 804

法人税等調整額 36 5,324

法人税等合計 397 6,129

少数株主利益 219 239

当期純利益又は当期純損失（△） 909 △10,764
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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 9,214 9,214

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 9,214 9,214

資本剰余金   

前期末残高 8,211 8,211

当期変動額   

自己株式の処分 △0 －

当期変動額合計 △0 －

当期末残高 8,211 8,211

利益剰余金   

前期末残高 19,730 20,432

当期変動額   

剰余金の配当 △207 △207

当期純利益又は当期純損失（△） 909 △10,764

自己株式の処分 △0 △0

当期変動額合計 701 △10,972

当期末残高 20,432 9,460

自己株式   

前期末残高 △39 △42

当期変動額   

自己株式の取得 △4 △1

自己株式の処分 2 1

当期変動額合計 △2 △0

当期末残高 △42 △42

株主資本合計   

前期末残高 37,116 37,816

当期変動額   

剰余金の配当 △207 △207

当期純利益又は当期純損失（△） 909 △10,764

自己株式の取得 △4 △1

自己株式の処分 2 0

当期変動額合計 699 △10,972

当期末残高 37,816 26,844
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（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) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 578 △656

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,235 264

当期変動額合計 △1,235 264

当期末残高 △656 △391

為替換算調整勘定   

前期末残高 39 17

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △22 △33

当期変動額合計 △22 △33

当期末残高 17 △16

評価・換算差額等合計   

前期末残高 618 △639

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,257 231

当期変動額合計 △1,257 231

当期末残高 △639 △407

少数株主持分   

前期末残高 404 623

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 218 136

当期変動額合計 218 136

当期末残高 623 759

純資産合計   

前期末残高 38,139 37,800

当期変動額   

剰余金の配当 △207 △207

当期純利益又は当期純損失（△） 909 △10,764

自己株式の取得 △4 △1

自己株式の処分 2 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,038 367

当期変動額合計 △339 △10,604

当期末残高 37,800 27,196
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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又は税金等調整前当期純
損失（△）

1,526 △4,395

減価償却費 1,521 1,603

貸倒引当金の増減額（△は減少） 300 △4

退職給付引当金の増減額（△は減少） △511 △255

賞与引当金の増減額（△は減少） 37 △76

受取利息及び受取配当金 △344 △209

支払利息 64 59

持分法による投資損益（△は益） △26 154

有価証券売却損益（△は益） 454 －

貸倒損失 272 －

有形固定資産除却損 30 29

損害賠償損失 3 3,641

売上債権の増減額（△は増加） 2,173 2,885

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,234 △2,291

仕入債務の増減額（△は減少） 228 △1,807

未払費用の増減額（△は減少） 487 △790

未払金の増減額（△は減少） △880 10

その他 65 △292

小計 6,640 △1,738

利息及び配当金の受取額 344 213

利息の支払額 △64 △55

損害賠償金の支払額 △3 △3,500

法人税等の支払額 △460 △646

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,455 △5,727

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △3,982 △1,395

有価証券の売却による収入 5,933 2,690

有形固定資産の取得による支出 △1,189 △503

有形固定資産の売却による収入 0 3

投資有価証券の取得による支出 △3,229 △9

投資有価証券の売却による収入 115 9

その他 △807 △295

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,159 499

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 1,500 2,500

短期借入金の返済による支出 △1,532 △1,424

長期借入れによる収入 － 100

長期借入金の返済による支出 △97 △80

配当金の支払額 △218 △284

その他 △2 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △350 809

現金及び現金同等物に係る換算差額 14 △27

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,959 △4,445

現金及び現金同等物の期首残高 4,838 7,798

現金及び現金同等物の期末残高 7,798 3,353
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 該当事項はありません。 

   

近の有価証券報告書（平成21年６月24日提出）における記載から重要な変更がないため開示を省略しております。

  

  

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

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

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） 

リース取引に関する会計基準 所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引については、従来、賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によ

っておりましたが、当連結会計年度

より「リース取引に関する会計基

準」（企業会計基準第13号（平成５

年６月17日（企業会計審議会第一部

会）、平成19年３月30日改正））及

び「リース取引に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針

第16号（平成６年１月18日（日本公

認会計士協会 会計制度委員会）、

平成19年３月30日改正））を適用

し、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、これによる損益へ与える影

響はありません。  

―――――― 

連結財務諸表作成における在外子会社

の会計処理に関する当面の取扱い 

当連結会計年度より、「連結財務

諸表作成における在外子会社の会計

処理に関する当面の取扱い」（実務

対応報告第18号 平成18年５月17

日）を適用しております。 

なお、これによる損益へ与える影

響はありません。  

―――――― 
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成22年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は 百万円であ

ります。 

19,531 ※１．有形固定資産の減価償却累計額は 百万円であ

ります。 

20,186

※２．担保に供している資産 

建物及び構築物   百万円108

土地    116

計    225

※２．担保に供している資産 

建物及び構築物   百万円102

土地    116

計    219

担保付債務は、次のとおりであります。 

長期借入金（１年以内返済予

定の長期借入金を含む） 
   百万円214

担保付債務は、次のとおりであります。 

長期借入金（１年以内返済予

定の長期借入金を含む） 
   百万円209

※３．関連会社に対するものは次のとおりであります。 ※３．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）       百万円223 投資有価証券（出資金）       百万円0

（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主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

※１．販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

給与手当及び賞与 百万円3,096

賞与引当金繰入額  254

退職給付引当金繰入額  258

役員退職慰労引当金繰入額  67

給与手当及び賞与 百万円2,667

賞与引当金繰入額  224

退職給付引当金繰入額  271

役員退職慰労引当金繰入額  65

※２．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費                       百万円 836

※２．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費                       百万円 430

※３．固定資産売却除却損の内訳は次のとおりでありま

す。 

※３．固定資産売却除却損の内訳は次のとおりでありま

す。 

  （売却損） （除却損） 

建物及び構築物 －百万円  6 百万円

機械装置及び運搬具 －    4  

工具器具及び備品 －    19  

無形固定資産 －    0  

計 －    30  

  （売却損） （除却損） 

建物及び構築物 －百万円  0 百万円

機械装置及び運搬具 1    5  

工具器具及び備品 －    23  

無形固定資産 －    2  

計 1    31  
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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 

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加15千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

   ２．普通株式の自己株式の株式数の減少6千株は、単元未満株式の買増し請求による減少であります。 

２．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 

  

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 

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加4千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

   ２．普通株式の自己株式の株式数の減少2千株は、単元未満株式の買増し請求による減少であります。 

２．配当に関する事項 

  配当金支払額 

（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  41,587  －  －  41,587

合計  41,587  －  －  41,587

自己株式         

普通株式  97  15  6  107

合計  97  15  6  107

（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６月24日 

定時株主総会 
普通株式  207  5 平成20年３月31日 平成20年６月25日

（決議） 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

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23日 

定時株主総会 
普通株式  207 利益剰余金  5 平成21年３月31日 平成21年６月24日

  
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  41,587  －  －  41,587

合計  41,587  －  －  41,587

自己株式         

普通株式  107  4  2  108

合計  107  4  2  108

（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６月23日 

定時株主総会 
普通株式  207  5 平成21年３月31日 平成21年６月24日
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    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。 

  

    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。 

  

    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。 

  

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）及び当連結会計年度（自 平成21年４月１日

至 平成22年３月31日） 

 当社グループは、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

  

 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。 

  

（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 

（平成21年３月31日現在） （平成22年３月31日現在）

  

  （百万円）

現金及び預金勘定  6,375

預入期間が３ヶ月超える定期預金  △73

有価証券  2,727

償還期限が３ヵ月以上の有価証券  △1,230

現金及び現金同等物  7,798

  （百万円）

現金及び預金勘定  3,115

預入期間が３ヶ月超える定期預金  △61

有価証券  701

償還期限が３ヵ月以上の有価証券  △400

現金及び現金同等物  3,353

（リース取引関係）

（金融商品関係）

（有価証券関係）

（デリバティブ取引関係）

（退職給付関係）
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１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

 （注）前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれてお

ります。 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな

った主要な項目別の内訳 

  

（税効果会計関係）

  
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） 

繰延税金資産 （百万円） （百万円）

賞与引当金損金算入限度超過額  385  348

退職給付引当金損金算入限度超過額  3,333  3,182

役員退職慰労引当金損金算入限度超過額  125  137

その他有価証券評価差額金  448  －

繰越欠損金  －  4,840

その他  1,734  991

繰延税金資産小計  6,027  9,501

評価性引当金  －  △9,242

繰延税金資産合計  6,027  259

  
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） 

    （百万円） （百万円） 

流動資産 繰延税金資産  1,160  128

固定資産 繰延税金資産  4,867  130

  
前連結会計年度

（平成21年３月31日現在）   
当連結会計年度

（平成22年３月31日現在）

  （％）   

税金等調整前当期純損失が

計上されているため記載し

ておりません。  

法定実効税率  40.6   

（調整）     

連結子会社税務上繰越欠損金の利用  △5.3   

国外連結子会社企業所得税優遇措置  △11.3   

その他  2.0   

税効果会計適用後の法人税等の負担率  26.0   
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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） 

 （注）１．事業区分は、内部管理上の集計区分によっております。 

２．各事業の主な製品 

(1）輸送機器関連事業……鉄道車両用照明・制御機器、モニターシステム、情報表示システム、鉄道車両用シ

ート、航空機用シート 

(2）電気機器関連事業……道路照明、トンネル照明、道路情報表示システム、トンネル非常警報システム、交

通管理システム、交通信号機器、各種工事 

(3）住設環境関連事業……浴室換気暖房乾燥機、自動洗面器、ハンドドライヤー、ベビーシート、バイオ関連

システム、空気調和設備、各種工事 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
輸送機器関
連事業 
（百万円） 

電気機器関
連事業 
（百万円） 

住設環境関
連事業 
（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  31,662  26,868  2,945  61,476  －  61,476

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 3,329  908  －  4,238 (4,238)  －

計  34,991  27,776  2,945  65,714 (4,238)  61,476

営業費用  32,803  25,651  2,803  61,258 (2,184)  59,074

営業利益  2,188  2,125  142  4,455  (2,053)  2,402

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本

的支出 
            

資   産  21,840  25,697  1,713  49,251  20,995  70,247

減価償却費  676  569  23  1,269  252  1,521

資本的支出  949  707  29  1,687  319  2,006

  
輸送機器関
連事業 
（百万円） 

電気機器関
連事業 
（百万円） 

住設環境関
連事業 
（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  22,776  26,489  2,254  51,520  －  51,520

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 3,441  977  －  4,419 (4,419)  －

計  26,218  27,466  2,254  55,939 (4,419)  51,520

営業費用  24,355  24,217  2,269  50,843 (2,400)  48,443

営業利益  1,862  3,248  △14  5,096  (2,018)  3,077

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本

的支出 
            

資   産  20,963  25,437  1,628  48,029  9,975  58,005

減価償却費  661  600  41  1,303  299  1,603

資本的支出  376  330  22  729  165  894
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３．「消去又は全社」に含めた金額及び主な内容は以下のとおりです。 

  

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） 

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメン

ト情報の記載を省略しております。 

  

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．その他の地域は米国、中国であります。 

２．「消去又は全社」に含めた金額及び主な内容は以下のとおりです。 

  

  
前連結会計
年度 

当連結会計
年度 

主な内容 

消去又は全社の項目に含めた配賦

不能営業費用の金額（百万円） 
 2,053  2,018 提出会社の管理部門等に係る費用 

消去又は全社の項目に含めた全社

資産の項目（百万円） 
 20,995  9,975

提出会社における余資運用資金（現金・預金及び有

価証券）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理

部門にかかわる資産等 

ｂ．所在地別セグメント情報

  
日本 

（百万円） 
その他の地域
（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  46,191  5,328  51,520  －  51,520

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 1,202  49  1,251  (1,251)  －

計  47,393 5,378  52,772  (1,251)  51,520

  営業費用  43,391  4,284  47,676   767  48,443

  営業利益  4,001  1,094  5,096  (2,018)  3,077

Ⅱ 資産  44,841  3,188  48,029  9,975  58,005

  
当連結会計
年度 

主な内容

消去又は全社の項目に含めた配賦

不能営業費用の金額（百万円） 
 2,018 提出会社の管理部門等に係る費用 

消去又は全社の項目に含めた全社

資産の項目（百万円） 
 9,975

提出会社における余資運用資金（現金・預金及び有

価証券）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理

部門にかかわる資産等 
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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．国又は地域は、地理的接近度により区分しております。 

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

（1）北米・・・米国 

（2）アジア・・台湾、中国、韓国、タイ、その他 

（3）欧州・・・英国、フランス、オランダ、その他 

  

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．国又は地域は、地理的接近度により区分しております。 

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

（1）北米・・・米国、その他 

（2）アジア・・台湾、中国、韓国、タイ、その他 

（3）欧州・・・英国、フランス、オランダ、その他 

  

   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。 

  

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

２．１株当たり当期純利益金額又は当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

ｃ．海外売上高

  北米 アジア 欧州 合計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  5,066  2,719  874  8,660

Ⅱ 連結売上高（百万円）        61,476

Ⅲ 連結売上高に占める海外

売上高の割合（％） 
 8.2  4.4  1.4  14.1

  北米 アジア 欧州 合計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  3,935  1,902  68  5,906

Ⅱ 連結売上高（百万円）        51,520

Ⅲ 連結売上高に占める海外

売上高の割合（％） 
 7.6  3.7  0.1  11.5

（関連当事者情報）

（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 円 銭 896 27

１株当たり当期純利益金額 円 銭 21 93

１株当たり純資産額 円 銭 637 35

１株当たり当期純損失金額 円 銭 259 51

  
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) 

当期純利益（百万円）  909  －

当期純損失（百万円）  －  10,764

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（百万円）  909  －

普通株式に係る当期純損失（百万円）  －  10,764

普通株式の期中平均株式数（千株）  41,484  41,479
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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 4,753 1,671

受取手形 3,109 2,251

売掛金 21,901 19,497

有価証券 2,727 400

製品 2,949 3,260

仕掛品 4,313 6,564

原材料及び貯蔵品 3,417 3,235

繰延税金資産 1,036 －

その他 463 474

貸倒引当金 △307 △302

流動資産合計 44,364 37,054

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 4,653 4,371

構築物（純額） 55 48

機械及び装置（純額） 269 242

車両運搬具（純額） 33 38

工具、器具及び備品（純額） 1,255 872

土地 2,823 2,823

建設仮勘定 222 43

有形固定資産合計 9,312 8,439

無形固定資産   

電話加入権 20 20

ソフトウエア 876 1,053

無形固定資産合計 897 1,074

投資その他の資産   

投資有価証券 4,670 4,900

関係会社株式 236 220

関係会社出資金 100 100

長期前払費用 90 105

繰延税金資産 4,730 －

その他 512 512

貸倒引当金 △30 △29

投資その他の資産合計 10,309 5,809

固定資産合計 20,519 15,323

資産合計 64,884 52,378
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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   

支払手形 1,044 912

買掛金 13,002 11,597

短期借入金 1,100 2,300

1年内返済予定の長期借入金 － 2,000

未払金 184 222

未払費用 2,322 1,685

未払法人税等 － 97

前受金 821 1,014

預り金 55 57

賞与引当金 817 724

設備関係支払手形 21 3

その他 231 1

流動負債合計 19,601 20,615

固定負債   

長期借入金 2,000 －

退職給付引当金 7,893 7,585

役員退職慰労引当金 291 312

長期預り保証金 73 65

固定負債合計 10,258 7,963

負債合計 29,859 28,579

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,214 9,214

資本剰余金   

資本準備金 8,211 8,211

その他資本剰余金 － －

資本剰余金合計 8,211 8,211

利益剰余金   

利益準備金 2,303 2,303

その他利益剰余金   

別途積立金 14,300 14,300

繰越利益剰余金 1,694 △9,796

利益剰余金合計 18,298 6,806

自己株式 △42 △42

株主資本合計 35,681 24,190

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △656 △391

評価・換算差額等合計 △656 △391

純資産合計 35,025 23,798

負債純資産合計 64,884 52,378
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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 54,804 44,271

売上原価   

製品期首たな卸高 3,014 2,949

当期製品製造原価 47,679 38,216

合計 50,693 41,165

他勘定振替高 727 1,057

製品期末たな卸高 2,949 3,260

製品売上原価 47,017 36,847

売上総利益 7,787 7,423

販売費及び一般管理費   

販売費 4,753 3,979

一般管理費 2,053 2,018

販売費及び一般管理費合計 6,807 5,998

営業利益 980 1,425

営業外収益   

受取利息 8 2

有価証券利息 280 161

受取配当金 106 152

受取保険金及び配当金 67 10

受取ロイヤリティー 51 50

雑収入 105 91

営業外収益合計 620 469

営業外費用   

支払利息 56 52

為替差損 128 94

航空事業安全対策費 － 2,593

たな卸資産廃棄損 205 －

雑支出 16 112

営業外費用合計 407 2,852

経常利益又は経常損失（△） 1,194 △957

特別利益   

関係会社清算益 － 62

投資有価証券売却益 98 －

特別利益合計 98 62

特別損失   

固定資産売却損 － 0

固定資産除却損 28 27

たな卸資産廃棄損 － 1,050

損害賠償金 3 3,641

有価証券売却損 457 －

貸倒引当金繰入額 300 －

貸倒損失 272 －

その他 40 84

特別損失合計 1,102 4,804

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 189 △5,699
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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) 

法人税、住民税及び事業税 △19 265

法人税等調整額 93 5,318

法人税等合計 74 5,583

当期純利益又は当期純損失（△） 115 △11,283
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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 9,214 9,214

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 9,214 9,214

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 8,211 8,211

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 8,211 8,211

その他資本剰余金   

前期末残高 0 －

当期変動額   

自己株式の処分 △0 －

当期変動額合計 △0 －

当期末残高 － －

資本剰余金合計   

前期末残高 8,211 8,211

当期変動額   

自己株式の処分 △0 －

当期変動額合計 △0 －

当期末残高 8,211 8,211

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 2,303 2,303

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,303 2,303

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 14,300 14,300

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 14,300 14,300

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,786 1,694

当期変動額   

剰余金の配当 △207 △207

当期純利益又は当期純損失（△） 115 △11,283

自己株式の処分 △0 △0

当期変動額合計 △92 △11,491

当期末残高 1,694 △9,796
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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 18,390 18,298

当期変動額   

剰余金の配当 △207 △207

当期純利益又は当期純損失（△） 115 △11,283

自己株式の処分 △0 △0

当期変動額合計 △92 △11,491

当期末残高 18,298 6,806

自己株式   

前期末残高 △39 △42

当期変動額   

自己株式の取得 △4 △1

自己株式の処分 2 1

当期変動額合計 △2 △0

当期末残高 △42 △42

株主資本合計   

前期末残高 35,776 35,681

当期変動額   

剰余金の配当 △207 △207

当期純利益又は当期純損失（△） 115 △11,283

自己株式の取得 △4 △1

自己株式の処分 2 0

当期変動額合計 △94 △11,491

当期末残高 35,681 24,190

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 578 △656

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,235 264

当期変動額合計 △1,235 264

当期末残高 △656 △391

評価・換算差額等合計   

前期末残高 578 △656

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,235 264

当期変動額合計 △1,235 264

当期末残高 △656 △391

純資産合計   

前期末残高 36,354 35,025

当期変動額   

剰余金の配当 △207 △207

当期純利益又は当期純損失（△） 115 △11,283

自己株式の取得 △4 △1

自己株式の処分 2 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,235 264

当期変動額合計 △1,329 △11,226

当期末残高 35,025 23,798
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 該当事項はありません。 

   

(1）役員の異動（平成22年６月25日付 予定） 

  

① 代表者の異動 

・新任代表取締役候補者 

代表取締役会長  米澤 典明 （現、㈱小糸製作所 相談役） 

  

② その他の役員の異動 

・新任取締役候補者 

代表取締役会長  米澤 典明 （現、㈱小糸製作所 相談役） 

常務取締役    小澤 康夫 （現、㈱小糸製作所 理事） 

常務取締役    山口 常雄 （現、㈱小糸製作所 理事） 

取 締 役    内山 正巳 （現、㈱小糸製作所 取締役） 

取 締 役    穂積 順一 （現、航空シート技術部長） 

   

  

継続企業の前提に関する注記

６．その他
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(2）生産、受注及び販売の状況 

   ① 生産実績 

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

 （注）１．金額は販売価格によって、セグメント間の内部振替前の数値によっております。 

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 

 当連結会計年度における受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりです。 

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

③ 販売実績 

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

 （注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。 

    ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

（3）設備投資、減価償却費、研究開発費の実績値・予想値 

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円） 前年同期比（％）

輸送機器関連事業  24,365  80.5

電気機器関連事業  24,104  102.9

住設環境関連事業  2,306  82.5

合計  50,776  89.9

事業の種類別セグメントの名称 受注高（百万円） 前年同期比（％） 受注残高（百万円） 前年同期比（％）

輸送機器関連事業  20,799  61.5  17,206  89.7

電気機器関連事業  29,733  105.1  7,612  174.3

住設環境関連事業  2,291  87.5  301  114.0

合計  52,825  81.6  25,120  105.5

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円） 前年同期比（％）

輸送機器関連事業  22,776  71.9

電気機器関連事業  26,489  98.6

住設環境関連事業  2,254  76.6

合計  51,520  83.8

  
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）  

連結業績予想
（自平成22年４月１日 
至平成23年３月31日） 

増 減  

設備投資（百万円）  894  400  △494

減価償却費（百万円）  1,603  1,400  △203

研究開発費（百万円）  430  802  371
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