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1.  22年3月期の業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 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 13,818 △23.7 555 263.6 621 371.5 405 512.6
21年3月期 18,120 △37.9 152 △82.0 131 △83.5 66 △86.3

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 238.04 ― 13.0 7.5 4.0
21年3月期 38.86 ― 2.2 1.3 0.8

（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 8,855 3,310 37.4 1,942.87
21年3月期 7,687 2,920 38.0 1,713.91

（参考） 自己資本   22年3月期  3,310百万円 21年3月期  2,920百万円

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 712 △462 △537 242
21年3月期 1,409 △239 △924 529

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 純資産配当
率第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 ― 31.00 ― 0.00 31.00 52 79.8 1.8
22年3月期 ― 10.00 ― 62.00 72.00 122 30.2 3.9
23年3月期 

（予想）
― 10.00 ― 64.00 74.00 30.0

3.  23年3月期の業績予想（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）

 

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

7,700 22.3 320 38.6 320 18.4 192 9.4 112.66

通期 16,500 19.4 700 26.1 700 12.6 420 3.5 246.45



4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

１株当たり当期純利益の算定上の基礎となる株式数については、27ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 1,704,267株 21年3月期 1,704,267株
② 期末自己株式数 22年3月期  108株 21年3月期  108株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業 
 況の変化等により上記予想数値と異なる場合があります。 
２．平成22年３月期の業績及び期末配当につきまして、平成22年１月26日に公表しました内容から変更しております。詳細につきましては、平成22年４月 
 27日付の「通期業績予想数値と実績値との差異に関するお知らせ」及び「剰余金の配当に関するお知らせ」をご参照下さい。 



(1）経営成績に関する分析 

 当期における世界経済は、中国など新興国経済の成長や各国の経済政策の効果をうけて底打ちの様相を呈していま

す。国内経済はエコポイントやエコカー減税などの経済対策により一部には持ち直しの兆候が見られるものの、不況

の二番底に対する懸念が強かったことに加え、雇用や所得に対する不安から個人消費は低水準で推移し、本格的な需

要回復には至っていません。 

 このような経営環境のもと、当社では受注の確保や注力製品の拡大など営業活動の強化と、原価・経費の低減や経

営効率の向上による収益性改善に取り組みました。この結果、当期の業績は売上高 百万円（前期比23.7％

減）、営業利益 百万円（前期比 ％増）、経常利益 百万円（前期比 ％増）、当期純利益 百万円

（前期比 ％増）となりました。  

 事業部門別では、電子機能材事業で売上高 百万円（前期比 ％増）となりました。金属メッキ加工の分野

では、急減していた自動車部品向けの需要が戻ってきたことに加え、携帯電話やノートパソコン向けの高機能部品の

好調に支えられ前期を上回る結果となりました。フィルム・特殊機能材の分野でも、自動車部品向けの粗化銅箔など

が堅調に推移しました。 

 建設・電販向け電線の伸線加工を主力とする電気機能線材事業では、売上高 百万円（前期比 ％減）とな

りました。売上高が大きく減少した理由としては前期並みには及ばなかった銅価の影響もありますが、建設・電販向

けで出荷量が伸び悩むなど業界全体の低迷が背景にあります。通信線や異型線用途では比較的堅調でしたが、事業全

体の売上高に大きく寄与するまでには至りませんでした。 

                                  単位（百万円）

（注）当社では、売上高から主要な材料費等を控除した金額を「加工売上高」と称し、経営指標として用いておりま

す。 

  

(2）次期の見通し 

  アジアを中心とする新興国経済の成長を中心に海外需要は回復する見通しですが、国内ではデフレ状況が進行して

おり、雇用や個人所得の不安を背景に国内消費の本格的な回復はまだ先になると考えます。このような状況のなか、

電子機能材事業では将来の事業成長に向けた営業・生産体制の基盤づくりに注力します。金属メッキ加工の分野で

は、既に自動車部品向けで実績のある３元合金メッキ（ＦＣＭ-Ⅱ）をはじめ、各品種においてマーケットの深耕と

拡大に努めます。マーケット拡大が予想されるスマートフォンなど高機能情報機器や、ますます電子化の進む自動車

などの分野において、当社の独自性を発揮することで事業機会を創出し収益の確保を図ります。また、フィルムや特

殊機能材の開発においてもパートナーとの連携を更に深めて、新たな製品の市場投入と事業化を早期に実現すべく努

めます。電気機能線材事業では、今後も引き続き主力である建築・電販向けの電線需要の低迷が予測され、厳しい状

況が継続する見通しです。しかしながら、営業・生産体制の見直しによる既存事業の立て直しと同時に、より付加価

値の高い角線・異型線分野への投資など収益性改善に向けた取り組みを進めます。 

                                                                            単位（百万円）  

１．経営成績

13,818

555 263.6 621 371.5 405

512.6

5,067 21.9

8,751 37.3

  

前期 

平成21年３月期  

当期 

平成22年３月期 
増減率 

売上高 構成比 
加工売

上高 
構成比 売上高 構成比 

加工売

上高 
構成比 売上高 

加工売

上高 

電子機能材事業  4,157 22.9％ 2,216 69.1％ 5,067 36.7％ 2,725 79.4％ 21.9％ 22.9％

電気機能線材事業  13,963 77.1％ 989 30.9％ 8,751 63.3％ 707 20.6％ ％△37.3 ％△28.5

合計  18,120 100.0％ 3,206 100.0％ 13,818 100.0％ 3,432 100.0％ ％△23.7 7.0％

  平成22年３月期 実績 平成23年３月期 予想 増減率 

売上高 13,818  16,500 19.4％ 

営業利益  555 700 26.1％ 

経常利益 621 700 12.6％ 

当期純利益 405 420 3.5％ 



  

(3）財政状態に関する分析 

 ①財政状態の変動状況 

 総資産は 百万円となり、前期末に比べ 百万円増加しました。これは、前第４四半期に比して主に銅相

場の上昇及び受注回復に伴う売上の増加による受取手形及び売掛金の増加 百万円によるものです。 

 負債合計は 百万円となり、前期末に比べ 百万円増加しました。これは、主に売上の増加に伴う買掛金の

増加 百万円によるものです。 

 株主資本は 百万円となり、前期末に比べ 百万円増加しました。これは、当期の利益を反映したもので

す。 

②キャッシュ・フローの状況 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、 百万円の収入となりました。これは、主に税引前当期純利益 百万

円及び減価償却費 百万円によるものの他に、営業活動に伴う運転資金（売上債権＋棚卸資産－仕入債務）の増加

百万円があります。 

 投資活動に使用された支出は 百万円となりました。これは有形固定資産の取得による支出 百万円によるも

のです。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは第１四半期に設備資金として新たに長期借入金240百万円を調達しておりま

すが、長期借入金の約定返済及び社債を繰上償還したため 百万円の支出となりました。 

  

(4）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

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

額と業績との連動性を重視しております。内部留保金につきましては、将来の成長分野への投資と研究開発体制の強

化を行い、業績の進展を図ることのできるよう経営体質の強化に努めてまいります。 

 また、配当の時期は中間配当と期末配当の年２回といたします。具体的な利益配分に関する基本方針は以下のとお

りです。 

 ① 業績に連動した配当方針といたします。 

 ② 配当性向30％を目標として配当を実施することといたします。 

 上記の方針に基づき、当期の期末配当につきましては、１株あたり62円とする案を株主総会にお諮りすることとさ

せていただきました。その結果、中間配当（１株あたり10円）と合わせまして、年間では前期比41円増配の72円（配

当性向30.2％）とさせていただく予定です。 

 次期の配当につきましては、上記の方針及び次期の業績予想に基づき、中間配当を１株当たり10円、期末配当を１

株当たり64円、合わせて74円（配当性向30.0％）とさせていただく予定であります。 

8,855 1,167

1,495

5,544 777

1,098

3,311 388

712 617

501

463

462 462

537



(5）事業等のリスク 

  当決算短信に記載した経営成績及び財政状態について、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えら

れる主な事項には以下のようなものがあります。当社はこれらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及

び発生した場合の対応に努めます。なお、文中の将来に関する事項は、当決算短信提出日現在において当社が判断し

たものであり、当社のリスクを全て網羅するものではありません。 

①業界動向について 

  当社が関連する電子部品業界は、技術革新や価格競争など市場環境の変化が激しい業界です。競合他社の参入、

顧客のメッキ加工内製化や海外移転、需給関係の変化等、想定以上の市場環境変化により当社の業績に影響を及ぼ

す可能性があります。 

②市況変動について  

 当社が原材料として購入する金、銀や銅の価格は、市況により変動します。当社では顧客からの受注に基づいて

これらの原材料を仕入れていますが、材料費及び売上高はその時点での市場価格を反映し、大きく変動する可能性

があります。また、これらの市場価格の変動は、仕掛品の資産評価にも反映されています。したがって、これらの

市場価格の変動が当社の予測を超えた場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

③製品の欠陥並びに不具合について 

 品質管理基準の想定外の事象により製品に不具合や欠陥が発生した場合、当社への信頼が損なわれ費用の分担や

補償の請求等により当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

④自然災害や事故について 

 予期せぬ自然災害や事故により当社及びその周辺地域が被害を受けた場合、生産活動及び営業活動の制限やその

他復旧コストの発生等により当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑤有利子負債について 

 平成22年３月末時点での当社の有利子負債の合計額は 百万円、総資産に占める有利子負債の割合は30.7％と

なっています。したがって、金利上昇等の金融情勢の変化により当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑥法的規制について 

 当社の加工プロセスにおいては、強酸や強アルカリなど環境負荷の大きな薬品を使用しており、下水道法・水質

汚濁防止法・毒物及び劇物取締法等の法令が適用されています。当社が法令に違反して業務の一時停止命令が出さ

れる場合や、規制がより厳しくなりこれに対応するため多額の投資を余儀なくされる場合には、当社の業績に影響

を及ぼす可能性があります。 

⑦知的財産権について 

 当社が他社の特許を侵害したとして使用禁止の請求や損害賠償責任が発生した場合、当社の業績に影響を及ぼす

可能性があります。 

⑧古河電気工業株式会社について 

 古河電気工業株式会社は、平成22年３月末現在において、当社議決権の55.2％を所有する当社の親会社です。 

  当社は古河電気工業株式会社を中心とする企業グループの中で、「電装・エレクトロニクス」のセグメントに属

しています。当社と古河電気工業株式会社及びグループ会社とは、互いに事業領域の棲み分けを図っており競合関

係になることはありません。また、事業執行にあたっては自主独立した経営判断を行っており、今後も同様の経営

を継続していく方針です。しかしながら、古河電気工業株式会社は当社に対する会社法上の支配株主としての権利

を有しており、株主総会における取締役の選任等を通じて当社の経営判断に影響を及ぼし得る立場にあります。 
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 電子機能材事業における事業系統図は、以下のとおりであります。  

 
 電気機能線材事業における事業系統図は、以下のとおりであります。  

２．企業集団の状況



(1）会社の経営の基本方針 

 当社は、「ものづくり」の現場で培ってきた技術を社会に提供し、社会の発展に永続的に貢献することを基本理念

としております。「ものづくり」への真摯な取り組み、伸線加工や金属メッキ加工、フィルム等の表面改質加工で培

ってきた様々な技術、研究開発によって生み出される当社独自の機能と価値、これらの継続化・複合化が成長の源泉

であり、このことを通じて社会に貢献できると当社では考えております。 

 また、企業の公共性・社会性を自覚し、当社の成長と全てのステークホルダーの豊かな未来を追求してまいりま

す。 

(2）目標とする経営指標 

 当社は、売上高から主要な材料費等を控除した「加工売上高」（注）を経営指標として用いております。当社は、

加工売上高を社会貢献度合と考えております。 

  

（注）当社の売上高には、顧客からの仕入高（有償支給材料費）等が含まれております。銅などの市況価格が変動す

ることに伴って、当社の仕入高と売上高も変動いたします。この市況価格の変動を取り除いて、指標として利

用できるように工夫したものが「加工売上高」であります。なお、市況価格の変動が利益に影響を及ぼさない

ように価格をヘッジするなど、種々の対策は講じております。 

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 情報通信技術を利用した高度情報化社会の進展や環境を意識したグリーンビジネスの進展等に伴って、エレクトロ

ニクス産業は一層の発展を遂げ、社会の基幹産業としてより重要な役割を果すものと当社では考えております。そこ

では、高機能・高精度であることが省資源・省エネに繋がるような環境に配慮した材料や部品等への要求が、益々高

くなるものと推測されます。このような状況の中で、当社は新技術の開発や新製品の投入を積極的に推進し、収益力

の強化を目指してまいります。電子機能材事業では、鉛フリー化対策として３元合金メッキ（ＦＣＭ-Ⅱ）の採用拡

大に努め、透明電極・多層基板・ビア付２層ＣＣＬなど新製品群の投入にも取り組んでまいります。電力・通信イン

フラの一端を担っている電気機能線材事業では、設備の更新と増強を適時に行い、長期にわたって安定した収益を維

持できるよう取り組んでまいります。 

(4）会社の対処すべき課題 

 生産や消費の多様化とグローバル化に伴って、企業間競争の多様化とグローバル化が加速されるものと当社は考え

ております。また、業界の垣根も相対的に低くなることで、競争がますます厳しくなるものと考えております。この

ような経営環境の中で成長を継続させるためには、独自の技術を生み出し、それをベースに強みを発揮することが必

要であると認識しております。 

①人材の育成 

技術を継承し新たなものを生み出すためには、人材の育成が不可欠であると考えております。当社では、企業文

化定着活動（ＤＮＡ化）として６Ｓ（躾、整理、整頓、清掃、清潔、作法）、５Ｇ（現場、現物、現実、原理、

原則）、３Ｈ（本音、本気、品格）運動を継続してまいります。  

②研究開発の継続 

競争力・成長力の源泉として、引き続き研究開発活動に注力してまいります。メッキ技術・真空技術・回路形成

技術など、各々の技術を追求し複合化することで新たな機能を生み出し、ユーザーへ提案してまいります。 

③新製品の投入 

研究開発の成果を市場に投入することで、社会に貢献してまいります。製品化にあたっては、機能や品質の追求

はもちろん、コストや生産効率の 適化により収益力の向上を図ってまいります。  

④財務体質の改善 

成長への投資を継続して行えるよう、経営環境の急変にも耐えうる財務体質への改善に努めてまいります。 

  

３．経営方針



４．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 529,397 242,665

受取手形 970,226 1,195,253

売掛金 ※2  1,486,650 ※2  2,756,704

仕掛品 126,567 187,973

原材料及び貯蔵品 235,949 241,404

前払費用 16,616 15,495

繰延税金資産 7,961 35,059

短期貸付金 480 590

未収入金 89,649 15,984

その他 6,581 642

貸倒引当金 △1,062 △1,764

流動資産合計 3,469,017 4,690,008

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※1  2,080,256 ※1  2,085,510

減価償却累計額 △1,116,535 △1,194,984

建物（純額） 963,720 890,525

構築物 77,853 77,853

減価償却累計額 △42,775 △46,775

構築物（純額） 35,077 31,077

機械及び装置 3,360,157 3,698,694

減価償却累計額 △2,280,971 △2,549,581

機械及び装置（純額） 1,079,186 1,149,113

車両運搬具 33,326 33,326

減価償却累計額 △23,703 △28,207

車両運搬具（純額） 9,623 5,119

工具、器具及び備品 324,320 350,682

減価償却累計額 △228,402 △259,067

工具、器具及び備品（純額） 95,918 91,614

土地 ※1  1,678,923 ※1  1,678,923

リース資産 77,424 77,424

減価償却累計額 △5,161 △20,646

リース資産（純額） 72,262 56,777

建設仮勘定 32,609 29,211

有形固定資産合計 3,967,321 3,932,362

無形固定資産   

特許権 6,424 5,193

借地権 20,621 20,621



（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) 

ソフトウエア 14,986 7,106

電話加入権 1,476 1,476

公共施設利用権 11,229 10,131

無形固定資産合計 54,738 44,529

投資その他の資産   

投資有価証券 17,523 21,340

出資金 68 68

長期前払費用 3,192 2,282

長期貸付金 1,300 820

繰延税金資産 163,189 152,414

敷金及び保証金 8,314 8,260

破産更生債権等 8,561 105

その他 3,223 3,275

貸倒引当金 △8,561 △105

投資その他の資産合計 196,810 188,459

固定資産合計 4,218,870 4,165,351

資産合計 7,687,888 8,855,360

負債の部   

流動負債   

買掛金 ※2  939,974 ※2  2,038,499

短期借入金 － ※1  200,000

1年内返済予定の長期借入金 ※1  800,000 ※1  248,000

1年内償還予定の社債 150,000 －

リース債務 16,259 16,259

未払金 ※1  74,643 ※1  99,807

未払費用 174,248 130,039

未払法人税等 － 219,288

前受金 － 5,507

預り金 19,266 19,445

流動負債合計 2,174,392 2,976,847

固定負債   

社債 250,000 －

長期借入金 ※1  1,925,000 ※1  2,181,000

リース債務 59,616 43,357

長期未払金 ※1  32,464 ※1  24,348

退職給付引当金 201,848 232,621

役員退職慰労引当金 123,783 86,220

固定負債合計 2,592,712 2,567,547

負債合計 4,767,104 5,544,395



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 687,749 687,749

資本剰余金   

資本準備金 826,871 826,871

資本剰余金合計 826,871 826,871

利益剰余金   

利益準備金 20,485 20,485

その他利益剰余金   

特別償却準備金 1,720 860

別途積立金 431,728 431,728

繰越利益剰余金 955,187 1,344,659

利益剰余金合計 1,409,121 1,797,733

自己株式 △369 △369

株主資本合計 2,923,372 3,311,984

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,589 △1,020

評価・換算差額等合計 △2,589 △1,020

純資産合計 2,920,783 3,310,964

負債純資産合計 7,687,888 8,855,360



（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   

商品売上高 1,224,501 379,246

製品売上高 16,896,413 13,439,378

売上高合計 18,120,914 13,818,624

売上原価   

製品期首たな卸高 － －

当期商品仕入高 ※1  1,215,505 ※1  376,665

当期製品製造原価 ※1  15,523,053 ※1  11,631,002

合計 16,738,559 12,007,667

製品期末たな卸高 － －

売上原価 ※6  16,738,559 ※6  12,007,667

売上総利益 1,382,355 1,810,957

販売費及び一般管理費   

運賃 178,645 164,322

役員報酬 122,889 100,564

従業員給料 322,375 319,141

貸倒引当金繰入額 9,623 807

役員退職慰労引当金繰入額 13,430 10,910

退職給付費用 24,791 26,142

法定福利及び厚生費 50,973 46,513

顧問料 40,122 39,570

旅費及び交通費 29,535 20,622

賃借料 9,268 9,043

研究開発費 ※2  239,313 ※2  354,664

減価償却費 36,162 35,532

その他 152,502 127,798

販売費及び一般管理費合計 1,229,632 1,255,633

営業利益 152,722 555,323

営業外収益   

受取利息 51 563

受取配当金 999 733

助成金収入 24,697 94,736

スクラップ売却益 2,734 2,700

雑収入 2,692 5,568

営業外収益合計 31,175 104,303

営業外費用   

支払利息 27,086 30,068

社債利息 21,447 4,445

売上割引 2,227 822

雑損失 1,218 2,363

営業外費用合計 51,980 37,699

経常利益 131,917 621,927



（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) 

特別利益   

固定資産売却益 － ※3  356

貸倒引当金戻入額 － 1,001

特別利益合計 － 1,358

特別損失   

固定資産売却損 － ※4  1,529

固定資産除却損 ※5  1,727 ※5  4,244

投資有価証券評価損 7,061 －

特別損失合計 8,788 5,774

税引前当期純利益 123,129 617,511

法人税、住民税及び事業税 41,268 229,227

法人税等調整額 15,643 △17,369

法人税等合計 56,912 211,857

当期純利益 66,216 405,653



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 材料費    13,469,912  86.1  10,106,333  83.0

Ⅱ 労務費 ※２  1,095,401  7.0  1,076,145  8.8

Ⅲ 経費 ※３  1,082,908  6.9  1,003,151  8.2

当期総製造費用    15,648,223  100.0  12,185,630  100.0

期首仕掛品たな卸高    403,985        126,567      

合計    16,052,208        12,312,197      

期末仕掛品たな卸高    126,567        187,973      

他勘定へ振替 ※４  402,587        493,222      

当期製品製造原価    15,523,053        11,631,002      

                           

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．原価計算の方法 

 原価計算の方法は、組別総合原価計算法でありま

す。 

 １．原価計算の方法 

同左 

※２．退職給付費用      千円74,235 ※２．退職給付費用 千円77,104

※３．主な内訳は以下のとおりであります。 ※３．主な内訳は以下のとおりであります。 

修繕費 千円77,642

電力料 千円204,413

賃借料 千円79,386

外注費 千円17,953

減価償却費 千円431,303

修繕費 千円60,797

電力料 千円181,307

賃借料 千円66,721

外注費 千円14,059

減価償却費 千円465,676

※４．主な内訳は以下のとおりであります。 ※４．主な内訳は以下のとおりであります。 

研究開発費     千円344,976

有償支給 千円48,580

研究開発費 千円451,198

有償支給 千円35,471



（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 687,749 687,749

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 687,749 687,749

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 826,871 826,871

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 826,871 826,871

資本剰余金合計   

前期末残高 826,871 826,871

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 826,871 826,871

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 20,485 20,485

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 20,485 20,485

その他利益剰余金   

特別償却準備金   

前期末残高 2,580 1,720

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 △860 △860

当期変動額合計 △860 △860

当期末残高 1,720 860

別途積立金   

前期末残高 431,728 431,728

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 431,728 431,728

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,019,333 955,187

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 860 860

剰余金の配当 △131,222 △17,041

当期純利益 66,216 405,653

当期変動額合計 △64,145 389,471

当期末残高 955,187 1,344,659

利益剰余金合計   

前期末残高 1,474,126 1,409,121

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 － －

剰余金の配当 △131,222 △17,041

当期純利益 66,216 405,653

当期変動額合計 △65,005 388,611

当期末残高 1,409,121 1,797,733



（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) 

自己株式   

前期末残高 △270 △369

当期変動額   

自己株式の取得 △98 －

当期変動額合計 △98 －

当期末残高 △369 △369

株主資本合計   

前期末残高 2,988,476 2,923,372

当期変動額   

剰余金の配当 △131,222 △17,041

当期純利益 66,216 405,653

自己株式の取得 △98 －

当期変動額合計 △65,103 388,611

当期末残高 2,923,372 3,311,984

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 752 △2,589

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,341 1,569

当期変動額合計 △3,341 1,569

当期末残高 △2,589 △1,020

評価・換算差額等合計   

前期末残高 752 △2,589

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,341 1,569

当期変動額合計 △3,341 1,569

当期末残高 △2,589 △1,020

純資産合計   

前期末残高 2,989,229 2,920,783

当期変動額   

剰余金の配当 △131,222 △17,041

当期純利益 66,216 405,653

自己株式の取得 △98 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,341 1,569

当期変動額合計 △68,445 390,181

当期末残高 2,920,783 3,310,964



（４）キャッシュ・フロー計算書 

（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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 123,129 617,511

減価償却費 467,465 501,208

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △4,592 △37,562

退職給付引当金の増減額（△は減少） 22,755 30,772

貸倒引当金の増減額（△は減少） 9,623 △7,754

受取利息及び受取配当金 △1,050 △1,297

投資有価証券評価損益（△は益） 7,061 －

支払利息 48,534 34,513

固定資産売却損益（△は益） － 1,173

固定資産除却損 1,727 4,244

売上債権の増減額（△は増加） 4,145,074 △1,495,081

たな卸資産の増減額（△は増加） 369,801 △66,859

仕入債務の増減額（△は減少） △3,375,113 1,098,524

その他 △18,087 20,791

小計 1,796,328 700,186

利息及び配当金の受取額 1,050 1,297

利息の支払額 △47,401 △33,577

法人税等の支払額 △340,797 △19,259

法人税等の還付額 － 64,098

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,409,181 712,744

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △1,225 △1,201

有形固定資産の取得による支出 △238,774 △462,156

有形固定資産の売却による収入 － 939

無形固定資産の取得による支出 △400 －

その他 920 372

投資活動によるキャッシュ・フロー △239,479 △462,046

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） △400,000 200,000

長期借入れによる収入 1,000,000 540,000

長期借入金の返済による支出 △230,016 △836,000

長期未払金の返済による支出 △8,116 △8,116

社債の償還による支出 △1,150,000 △400,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △5,419 △16,259

自己株式の取得による支出 △98 －

配当金の支払額 △130,949 △17,055

財務活動によるキャッシュ・フロー △924,600 △537,430

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 245,101 △286,731

現金及び現金同等物の期首残高 284,296 ※  529,397

現金及び現金同等物の期末残高 ※  529,397 ※  242,665



 該当事項はありません。  

   

継続企業の前提に関する注記



重要な会計方針

項目 
前事業年度 

（自 平成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 

その他有価証券 

(1）時価のあるもの 

  決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算

定）を採用しております。 

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を採用してお

ります。 

(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 

(1）原材料 

 月次総平均法による原価法を採用して

おります。 

(1）原材料 

同左 

  (2）製品・仕掛品 

 月次総平均法による原価法を採用して

おります。 

(2）製品・仕掛品 

同左 

  (3）貯蔵品 

 終仕入原価法を採用しております。

(3）貯蔵品 

同左 

   なお、収益性が低下したたな卸資産に

ついては、帳簿価額を切り下げておりま

す。 

  

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。 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

同左  

  

  建物 ８～46年

機械及び装置 ２～７年

  

   （追加情報） 

 機械及び装置については、従来、耐用

年数を２～12年としておりましたが、当

事業年度より２～７年に変更しておりま

す。 

 これは、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。 

 これにより営業利益、経常利益及び税

引前当期純利益がそれぞれ52,267千円減

少しております。 

  

  (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、社内における見込利用可能期間

（５年）に基づいております。 

(2）無形固定資産（リース資産を除く） 

 同左 

  (3）リース資産 

 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。 

(3）リース資産 

同左 

  



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） 

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しております。 

(1）貸倒引当金 

同左 

  (2）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に基づき

計上しております。 

(2）退職給付引当金 

同左 

  (3）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出に備えて、内

規に基づく期末要支給額を計上しており

ます。 

(3）役員退職慰労引当金 

同左 

５．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。 

同左 

６．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

抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 



会計処理方法の変更

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） 

（リース取引に関する会計基準） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従

来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ましたが、当事業年度より「リース取引に関する会計基

準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計

審議会第一部会）、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、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移

転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常

の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しており

ます。 

 これにより、損益に与える影響はありません。 

――――――――――――――― 

注記事項

（貸借対照表関係）

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 担保資産及び対応債務 

(1)担保提供資産 

※１ 担保資産及び対応債務 

(1)担保提供資産 

  

建物 千円622,152

土地 千円440,212

計 千円1,062,365

建物 千円581,994

土地 千円440,212

計 千円1,022,207

(2)担保対応債務  

１年内返済予定の長期借入金 千円660,000

長期借入金 千円665,000

未払金 千円8,116

長期未払金 千円32,464

計 千円1,365,580

(2)担保対応債務 

短期借入金 千円200,000

１年内返済予定の長期借入金 千円108,000

長期借入金 千円1,061,000

未払金 千円8,116

長期未払金 千円24,348

計 千円1,401,464

 ただし、根抵当権及び根担保設定のため上記債務

のうち、実際担保されている債務の極度額は、

616,580千円であります。 

 ただし、根抵当権及び根担保設定のため上記債務

のうち、実際担保されている債務の極度額は、

608,464千円であります。 

※２ 関係会社項目 

 関係会社に対する資産及び負債には次のものがあ

ります。 

※２ 関係会社項目 

 関係会社に対する資産及び負債には次のものがあ

ります。 

売掛金 千円58,702

買掛金 千円747,129

売掛金 千円38,760

買掛金 千円1,550,866



（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。 

※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。 

材料仕入高 千円8,807,242

商品仕入高 千円423,240

材料仕入高 千円5,641,783

商品仕入高 千円35,097

※２ 研究開発費の総額 

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

※２ 研究開発費の総額 

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

研究開発費の総額 千円349,557

研究開発受託品の売却収入 千円110,243

差引 千円239,313

研究開発費の総額 千円453,828

研究開発受託品の売却収入 千円99,164

差引 千円354,664

   ―――――――――――――― 

  

※３ 固定資産売却益の内訳     

機械及び装置 千円356

     ―――――――――――――― 

  

  

※５ 固定資産除却損の内訳  

※４ 固定資産売却損の内訳 

※５ 固定資産除却損の内訳 

機械及び装置 千円1,495

工具、器具及び備品 千円33

機械及び装置 千円713

工具、器具及び備品 千円555

解体撤去費用 千円344

その他 千円113

機械及び装置 千円2,757

解体撤去費用 千円1,300

建物   千円148

工具、器具及び備品 千円39

※６ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金

額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含ま

れております。 

  千円13,009

※６ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金

額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含ま

れております。 

  千円1,383



前事業年度（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） 普通株式の自己株式の株式数の増加40株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

  

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額  

  

(2）基準日が当期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 

  該当事項はありません。 

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末株式 
数（株） 

当事業年度増加株 
式数（株） 

当事業年度減少株 
式数（株） 

当事業年度末株式 
数（株） 

発行済株式     

普通株式  1,704,267  －  －  1,704,267

合計  1,704,267  －  －  1,704,267

自己株式     

普通株式 （注）  68  40  －  108

合計  68  40  －  108

（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17日 

定時株主総会 
普通株式  78,393 46.00 平成20年３月31日 平成20年６月18日

平成20年10月21日 

取締役会 
普通株式  52,828 31.00 平成20年９月30日 平成20年12月１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．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．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

  

(2）基準日が当期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 

  次のとおり、決議を予定しております。  

  
前事業年度末株式 
数（株） 

当事業年度増加株 
式数（株） 

当事業年度減少株 
式数（株） 

当事業年度末株式 
数（株） 

発行済株式     

普通株式  1,704,267  －  －  1,704,267

合計  1,704,267  －  －  1,704,267

自己株式     

普通株式 （注）  108  －  －  108

合計  108  －  －  108

（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10月27日 

取締役会 
普通株式  17,041 10.00 平成21年９月30日 平成21年12月１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22日 

定時株主総会 
普通株式 105,657 利益剰余金 62.00 平成22年３月31日 平成22年６月23日

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（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 千円529,397

預入期間が３ヶ月を超える定期預金  －

現金及び現金同等物 千円529,397

現金及び預金勘定 千円242,665

預入期間が３ヶ月を超える定期預金  －

現金及び現金同等物 千円242,665



１．その他有価証券で時価のあるもの  

  

２．前事業年度及び当事業年度中に売却したその他の有価証券 

 該当事項はありません。 

前事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 当社は、デリバティブ取引を利用しておりませんので、該当事項はありません。 

当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 当社は、デリバティブ取引を利用しておりませんので、該当事項はありません。 

（有価証券関係）

  種類

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） 

取得原価
（千円） 

貸借対照表計
上額（千円） 

差額
（千円） 

貸借対照表計
上額（千円） 

取得原価 
（千円） 

差額
（千円） 

貸借対照表計上額

が取得原価を超え

るもの 

(1）株式  260  358  98  7,322  5,320  2,002

(2）債券       

① 国債・地方債等  －  －  －  －  －  －

② 社債  －  －  －  －  －  －

③ その他  －  －  －  －  －  －

(3）その他  －  －  －  －  －  －

小計  260  358  98  7,322  5,320  2,002

貸借対照表計上額

が取得原価を超え

ないもの 

(1）株式  15,496  13,923  △1,573  9,834  11,638  △1,804

(2）債券       

① 国債・地方債等  －  －  －  －  －  －

② 社債  －  －  －  －  －  －

③ その他  －  －  －  －  －  －

(3）その他  6,082  3,242  △2,840  4,183  6,082  △1,898

小計  21,579  17,165  △4,413  14,017  17,720  △3,703

合計  21,839  17,523  △4,315  21,340  23,040  △1,700

（デリバティブ取引関係）



前事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 該当事項はありません。 

当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 該当事項はありません。 

（ストック・オプション等関係）



前事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 該当事項はありません。 

当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 該当事項はありません。 

（税効果会計関係）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

（繰延税金資産） (千円)

減価償却費損金算入限度超過額  29,075

退職給付引当金損金算入限度超過

額 
 80,739

役員退職慰労引当金損金算入限度

超過額 
 49,513

研究開発費  3,927

その他有価証券評価差額金  1,726

その他  21,019

繰延税金資産小計  186,001

評価性引当額  △10,569

繰延税金資産合計  175,431

（繰延税金負債） 

特別償却準備金  △688

その他  △3,593

繰延税金負債合計  △4,281

繰延税金資産の純額  171,150

（繰延税金資産） (千円)

減価償却費損金算入限度超過額  23,861

退職給付引当金損金算入限度超過

額 
 93,048

役員退職慰労引当金損金算入限度

超過額 
 34,488

研究開発費  6,416

未払事業税及び未払地方法人特別

税 
 20,323

その他有価証券評価差額金  680

その他  19,569

繰延税金資産小計  198,387

評価性引当額  △10,569

繰延税金資産合計  187,817

（繰延税金負債） 

特別償却準備金  △344

繰延税金負債合計  △344

繰延税金資産の純額  187,473

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等負担率と

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 

  

  (％)

法定実効税率  40.0

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されない項目  5.3

受取配当金等永久に益金に算入されない

項目 

 △0.0

その他  0.9

税効果会計適用後の法人税等の実効税率  46.2

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等負担率と

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 

  (％)

法定実効税率  40.0

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されない項目  0.8

受取配当金等永久に益金に算入されない

項目 

 △0.0

試験研究費税額控除  △8.1

その他  1.6

税効果会計適用後の法人税等の実効税率  34.3

（持分法損益等）



 （注） １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 該当事項はありません。 

（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 円1,713.91

１株当たり当期純利益金額 円38.86

１株当たり純資産額 円1,942.87

１株当たり当期純利益金額 円238.04

 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、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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。  

  
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） 

当期純利益（千円）  66,216  405,653

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（千円）  66,216  405,653

期中平均株式数（株）  1,704,161  1,704,159

（重要な後発事象）
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