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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 10,380 △28.0 △455 ― 25 △95.3 154 ―
21年3月期 14,417 △13.4 586 △70.5 555 △76.2 △139 ―

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 5.57 ― 0.4 0.1 △4.4
21年3月期 △4.91 ― △0.3 1.2 4.1

（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 45,272 41,671 92.0 1,502.48
21年3月期 43,759 40,605 92.8 1,463.08

（参考） 自己資本   22年3月期  41,671百万円 21年3月期  40,605百万円

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 1,849 △4,310 △290 3,215
21年3月期 3,111 276 △1,257 5,962

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 ― 5.00 15.00 425 ― 1.0
22年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00 277 179.5 0.7
23年3月期 

（予想）
― 5.00 ― 5.00 10.00 60.3

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

5,970 29.0 150 ― 280 ― 150 ― 5.41

通期 12,200 17.5 520 ― 760 ― 460 298.7 16.59
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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） 

(注)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、30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 29,194,673株 21年3月期 29,194,673株
② 期末自己株式数 22年3月期  1,459,713株 21年3月期  1,440,998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 10,343 △25.9 △441 ― 39 △92.7 176 ―
21年3月期 13,967 △15.6 567 △70.1 533 △76.1 △146 ―

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 6.36 ―
21年3月期 △5.15 ―

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 45,086 41,338 91.7 1,490.50
21年3月期 43,423 40,254 92.7 1,450.42

（参考） 自己資本 22年3月期  41,338百万円 21年3月期  40,254百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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、本資料の発表時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。 
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１．経営成績 

（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わが国の経済は、2008 年に発生した世界同時不況の影響により大変厳

しい状況でスタートしましたが、緊急経済対策の実施、アジアを中心とした海外経済の回復などに

より年前半を底とし、年後半は緩やかに回復しつつあります。しかし本格的な回復には至らず、雇

用環境の改善も進まないなど依然として厳しい環境が続いております。 
当社グループを取り巻く業界におきましては、企業収益の悪化や設備過剰感の高まりを主因とした

設備投資減少による需要の減少等、厳しい経営環境が続きました。 

その結果、当連結会計年度の売上高は10,380百万円（前連結会計年度比28.0％減）となりました。 

 利益面におきましては、年前半の全社一斉休業の実施や、人件費・製造経費・販売管理費の削減

及び設備投資の抑制等、経費削減に努めましたが、売上高の減少による固定費負担が大きく、営業

損失 455 百万円（前連結会計年度は営業利益 586 百万円）となりました。また、経常利益は、営業

損失であったものの営業外損益が増加し、25 百万円（前連結会計年度比 95.3％減）となりました。

当期純利益は、繰延税金資産の計上による法人税等調整額△207 百万円により 154 百万円（前連結

会計年度は当期純損失 139 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。 

①動力伝導装置事業 

動力伝導装置事業全体の売上高は、10,217 百万円（前連結会計年度比 28.2％減）となりまし

た。製品別の減速機につきましては、国内売上は設備投資の大幅減少等により前連結会計年度比

24.1％減、海外売上は中国市場向けが増加となったものの、主力であります米国市場の大幅な落

ち込みにより前連結会計年度比 23.6％減となり、減速機合計としては 7,170 百万円（同 24.1％

減）となりました。歯車につきましては、国内売上は電動工具向けを始めとする全業種の受注減

により前連結会計年度比 32.7％減、海外売上は北米市場向け電動工具用歯車の減少により前連結

会計年度比 61.3％減となり、歯車合計としては、3,047 百万円（同 36.4％減）となりました。 

利益面におきましては、売上高の大幅な減少による固定費負担が大きく、営業損失 548 百万円

（前連結会計年度は営業利益 490 百万円）となりました。 

②不動産賃貸事業 

当社では、旧名古屋工場跡地に賃貸マンション２棟を運営しております。売上高は 153 百万円

（前連結会計年度比 6.8％減）、営業利益は 103 百万円（同 7.1％減）となりました。 

 

・次期の見通し 

 今後の見通しにつきましては、減速機、歯車業界を取り巻く経済環境は依然として厳しい環境が

続きますが、緩やかに回復しつつあるものと予想され、次期の業績見通しにつきましては、連結売

上高 12,200 百万円、連結経常利益 760 百万円、連結当期純利益 460 百万円を見込んでおります。
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（２）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

  （イ）資産 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ 3.2％増加し、14,821 百万円となりました。これは、

主として未収還付法人税等の減少 264 百万円があったものの、有価証券が 867 百万円増加した

ことなどによります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べ 3.6％増加し、30,451 百万円となりました。これは、

主として減価償却による有形固定資産の減少 1,277 百万円があったものの、投資有価証券が時

価評価上昇等により 2,367 百万円増加したことなどによります。 

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べ 3.5％増加し、45,272 百万円となりました。 

（ロ）負債 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ 3.6％減少し、1,890 百万円となりました。これは、主

として未払消費税等の流動資産その他が 196 百万円減少したことなどによります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べ 43.5％増加し、1,710 百万円となりました。これは、

主として退職給付引当金が 200 百万円減少したものの、投資有価証券の時価評価等による繰延

税金負債が 789 百万円増加したことなどによります。 

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べ 14.2％増加し、3,601 百万円となりました。 

（ハ）純資産 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ 2.6％増加し、41,671 百万円となりました。これは、

主としてその他有価証券評価差額金が 1,197 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 

当連結会計年度末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 2,747 百万円減少し、3,215 百万円となりました。 

（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 1,849 百万円（前連結会計年度比 40.6％減）となりました。

増加要因として、減価償却費 1,553 百万円があり、減少要因として、退職給付引当金の減少額

200 百万円があります。 

（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 4,310 百万円（前連結会計年度は 276 百万円の収入）となり

ました。増加要因として、有価証券の売却及び償還による収入 3,300 百万円、投資有価証券の

売却及び償還による収入 1,000 百万円があり、減少要因として、投資有価証券の取得による支

出 7,361 百万円があります。 

（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 290 百万円（前連結会計年度比 76.9％減）となりました。減

少要因として、配当金の支払額 277 百万円があります。 

（参考）キャッシュ・フローの関連指標の推移 

 平 18.03 期 平 19.03 期 平 20.03 期 平 21.03 期 平 22.03 期

自己資本比率（％） 88.2 89.2 90.6 92.8 92.0 

時価ベースの自己資本比率

（％） 
94.0 88.8 66.7 42.5 41.0 

ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ対有利子負債比

率（％） 
― ― ― ― ― 

ｲﾝﾀﾚｽﾄ・ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ・ﾚｼｵ（倍） 43.7 41.2 52.3 56.0 36.9 

（注）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・ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ・ﾚｼｵ：キャッシュ・フロー／利払い 
  ・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。 
  ・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。 
  ・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。 
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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 

 当社は平成21年３月期より配当の基本方針を「重大な財務状況の変化がないことを前提として、

配当性向50％以上を目処として配当を決定する」こととしております。 

平成22年3月期につきましては、正式には平成22年５月13日開催予定の取締役会で決定いたしますが、

業績および財務状況を勘案し、年間配当金を１株につき10円とする予定です。平成21年11月25日に

１株につき５円の中間配当金をお支払いいたしましたので、当事業年度の期末配当金は５円となり

ます。また、配当金の支払開始日（効力発生日）は平成22年６月１日の予定です。 

 

２．企業集団の状況 

 最近の有価証券報告書（平成 21 年６月 18 日提出）における「事業系統図（事業の内容)｣及び「関係

会社の状況」から重要な変更がないため開示を省略しております。 

 

３．経営方針 

（１）会社の経営の基本方針 

当社グループは、「私たちは良き企業市民であるとともに、活性化した企業風土を実現し、自主

性・創造性・チームプレイにより、３つの満足（顧客・株主・従業員）を徹底追求します。」を経営

理念としております。 

３つの満足につきましては、まず顧客満足を優先し、あわせて雇用の安定を基本に、より一層従

業員満足を追求することで業績及び株主還元の向上を図り、株主満足を高めていくことを経営の基

本方針としております。 

（２）中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題及び目標とする経営指標 

当社は、2008 年４月より長期経営計画「ビジョン 2013」に基づく第二次３ヶ年計画をスタート

しましたが、世界的な金融危機を発端とした経営環境の悪化に伴う業績の急落により、昨年 4 月に

「ビジョン 2013」を凍結しました。 
今後の景気の見通しにつきましては、海外経済の改善、設備投資の下げ止まり等、回復傾向が続

くことが期待されますが、雇用環境の悪化、デフレの影響等による景気下押しリスクも懸念され、

先行きは依然として不透明であり、厳しい経営環境で推移するものと予想されます。 

平成 23 年 3月期につきましては、この厳しい環境下での企業間競争に勝ち抜くため、以下の課題

に邁進してまいります。なお、新中期経営計画に関しましては、平成 23 年 3 月期中に新たに策定

し、発表する予定です。 

（１）収益力の回復 

     在庫削減の視点からの原価低減活動推進 
（２）将来の成長への布石 
    海外での売上拡大策の積極推進 
   （4 月の弊社取締役会において、中国に減速機製造子会社を設立することを決定しました） 
（３）競争力の強化 
   ・環境をキーワードにした新製品開発ならびに既存製品のバリエーションアップ 
   ・海外調達の強化  
また、内部統制につきましては、財務報告の信頼性をより向上させるため、継続的な改善を実施

するとともに、業務の有効性・効率性に係る内部統制システムを強化するため、内部統制部門・内

部監査室・監査委員会の連携を強化してまいります。 
 

株式会社　ニッセイ（6271） 平成22年３月期　決算短信

－　5　－



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 334 308

受取手形及び売掛金 3,123 2,942

有価証券 8,305 9,173

製品 308 276

仕掛品 1,504 1,460

原材料及び貯蔵品 307 288

繰延税金資産 77 280

未収還付法人税等 296 32

その他 109 62

貸倒引当金 △3 △2

流動資産合計 14,365 14,821

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,551 4,271

機械装置及び運搬具（純額） 4,838 3,945

土地 2,303 2,303

リース資産（純額） － 12

建設仮勘定 37 75

その他（純額） 361 205

有形固定資産合計 ※1  12,092 ※1  10,814

無形固定資産   

その他 46 41

無形固定資産合計 46 41

投資その他の資産   

投資有価証券 14,517 16,884

事業保険積立金 1,612 1,569

その他 1,140 ※2  1,155

貸倒引当金 △15 △15

投資その他の資産合計 17,255 19,594

固定資産合計 29,394 30,451

資産合計 43,759 45,272
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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 728 752

リース債務 － 3

未払金 88 223

未払費用 808 765

未払法人税等 4 10

その他 331 134

流動負債合計 1,961 1,890

固定負債   

リース債務 － 10

繰延税金負債 71 860

退職給付引当金 946 746

役員退職慰労引当金 172 91

その他 0 0

固定負債合計 1,192 1,710

負債合計 3,153 3,601

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,475 3,475

資本剰余金 2,575 2,575

利益剰余金 35,198 35,075

自己株式 △1,271 △1,283

株主資本合計 39,978 39,843

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 686 1,883

為替換算調整勘定 △58 △56

評価・換算差額等合計 627 1,827

純資産合計 40,605 41,671

負債純資産合計 43,759 45,272
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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 14,417 10,380

売上原価 ※1  11,148 ※1  8,530

売上総利益 3,269 1,850

販売費及び一般管理費   

運賃及び荷造費 340 252

従業員給料及び賞与 813 752

退職給付費用 48 36

福利厚生費 151 147

減価償却費 115 98

試験研究費 ※1  351 ※1  331

その他 861 686

販売費及び一般管理費合計 2,682 2,305

営業利益又は営業損失（△） 586 △455

営業外収益   

受取利息 195 199

受取配当金 102 86

為替差益 11 －

デリバティブ評価益 － 119

物品売却益 103 48

助成金収入 52 105

その他 17 20

営業外収益合計 483 579

営業外費用   

支払利息 1 1

売上割引 53 48

為替差損 － 10

デリバティブ評価損 435 －

デリバティブ費用 － 22

その他 22 14

営業外費用合計 513 97

経常利益 555 25

特別利益   

固定資産売却益 ※2  0 ※2  0

貸倒引当金戻入額 2 0

特別利益合計 2 1

特別損失   

固定資産売却損 ※3  4 ※3  21

固定資産除却損 ※4  14 ※4  51

投資有価証券評価損 202 －

特別損失合計 221 73

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

336 △46

法人税、住民税及び事業税 89 7

過年度法人税等 57 －

法人税等調整額 329 △207

法人税等合計 476 △200

当期純利益又は当期純損失（△） △139 154
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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 3,475 3,475

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,475 3,475

資本剰余金   

前期末残高 2,657 2,575

当期変動額   

自己株式の処分 △0 －

自己株式の消却 △81 －

当期変動額合計 △81 －

当期末残高 2,575 2,575

利益剰余金   

前期末残高 38,038 35,198

当期変動額   

剰余金の配当 △574 △277

当期純利益又は当期純損失（△） △139 154

自己株式の処分 － △0

自己株式の消却 △2,125 －

当期変動額合計 △2,839 △122

当期末残高 35,198 35,075

自己株式   

前期末残高 △2,795 △1,271

当期変動額   

自己株式の取得 △684 △12

自己株式の処分 0 0

自己株式の消却 2,207 －

当期変動額合計 1,523 △12

当期末残高 △1,271 △1,283

株主資本合計   

前期末残高 41,375 39,978

当期変動額   

剰余金の配当 △574 △277

当期純利益又は当期純損失（△） △139 154

自己株式の取得 △684 △12

自己株式の処分 0 0

自己株式の消却 － －

当期変動額合計 △1,397 △134

当期末残高 39,978 39,843
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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 1,536 686

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △850 1,197

当期変動額合計 △850 1,197

当期末残高 686 1,883

為替換算調整勘定   

前期末残高 △5 △58

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △53 2

当期変動額合計 △53 2

当期末残高 △58 △56

評価・換算差額等合計   

前期末残高 1,530 627

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △903 1,200

当期変動額合計 △903 1,200

当期末残高 627 1,827

純資産合計   

前期末残高 42,906 40,605

当期変動額   

剰余金の配当 △574 △277

当期純利益又は当期純損失（△） △139 154

自己株式の取得 △684 △12

自己株式の処分 0 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △903 1,200

当期変動額合計 △2,300 1,065

当期末残高 40,605 41,671
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 （４）連結キャッシュ・フロ計算書 

(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（△）

336 △46

減価償却費 1,801 1,553

退職給付引当金の増減額（△は減少） 29 △200

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 △0

受取利息及び受取配当金 △298 △285

助成金収入 － △105

支払利息 1 1

固定資産売却損益（△は益） 4 21

固定資産除却損 14 51

投資有価証券評価損益（△は益） 202 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,724 184

たな卸資産の増減額（△は増加） △28 97

仕入債務の増減額（△は減少） △341 18

その他 269 △138

小計 3,717 1,152

利息及び配当金の受取額 313 265

利息の支払額 △57 △2

助成金の受取額 － 157

法人税等の支払額 △862 △21

法人税等の還付額 － 296

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,111 1,849

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 △698 △901

有価証券の売却及び償還による収入 4,226 3,300

有形固定資産の取得による支出 △1,008 △351

有形固定資産の売却による収入 1 3

有形固定資産の除却による支出 － △30

無形固定資産の取得による支出 △12 △13

投資有価証券の取得による支出 △2,564 △7,361

投資有価証券の売却及び償還による収入 302 1,000

出資金の払込による支出 － △13

保険積立金の積立による支出 － △48

保険積立金の解約による収入 105 105

貸付けによる支出 △80 △1

貸付金の回収による収入 4 2

投資活動によるキャッシュ・フロー 276 △4,310

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 － △1

自己株式の売却による収入 0 0

自己株式の取得による支出 △684 △12

配当金の支払額 △574 △277

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,257 △290

現金及び現金同等物に係る換算差額 △65 4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,065 △2,747

現金及び現金同等物の期首残高 3,897 5,962

現金及び現金同等物の期末残高 ※  5,962 ※  3,215
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（５）継続企業の前提に関する注記 
     該当事項はありません。 

（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  主要な非連結子会社の名称等 

  
 主要な非連結子会社 

  日静貿易（上海）有限公司 

  

（連結の範囲から除いた理由） 

 非連結子会社は小規模であり、合

計の総資産、売上高、当期純損益（持

分に見合う額）及び利益剰余金（持

分に見合う額）等は、いずれも連結

財務諸表に重要な影響を及ぼして

いないためであります。 
２．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 

たな卸資産 
  評価基準は原価法（収益性

の低下による簿価切下げの

方法）によっております。 
    製品・仕掛品 
     主として先入先出法 
    原材料及び貯蔵品 
     月別総平均法 
 （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）を

適用しております。 
   これにより営業利益、経常

利益及び税金等調整前当期純

利益は、それぞれ 74 百万円減

少しております。 
  なお、セグメント情報に与

える影響は、当該個所に記載

しております。 

 

 
なお、上記非連結子会社の範囲に関する事項及びたな卸資産の評価基準以外は、 近の有価証券報告

書（平成 21 年 6 月 18 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。 
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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 
  
  会計方針の変更 

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） 

（リース取引に関する会計基準等）  

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））を適用しております。 

なお、リース取引会計基準の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取引に係る方法に準じた会計

処理によっております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 
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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）が適用となるこ

とに伴い、前連結会計年度において、「たな卸資産」

として掲記されたものは、当連結会計年度から「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「製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、それ

ぞれ 286 百万円、1,523 百万円、309 百万円でありま

す。 

 

 （連結損益計算書） 

 
前連結会計年度において、営業外費用の「その他」

に含めて表示しておりました「デリバティブ費用」は、

営業外費用総額の 100 分の 10 を超えたため、当連結

会計年度では区分掲記しました。 

なお、前連結会計年度の営業外費用の「その他」に

含まれる「デリバティブ費用」は 14 百万円でありま

す。 

（連結キャッシュ・フロー計算書） （連結キャッシュ・フロー計算書） 

 営業活動によるキャッシュ・フローの「支払利息」

は前連結会計年度において「支払利息及び売上割引」

と掲記しておりましたが、EDINET への XBRL 導入に伴

い連結財務諸表の比較可能性を向上するため、当連結

会計年度より「支払利息」と「その他」に分けて表示

しております。 

なお、前連結会計年度に含まれる「支払利息」「売

上割引」は、それぞれ１百万円、61 百万円であり、

当連結会計年度の「その他」に含まれる「売上割引」

は 53 百万円であります。 

１ 前連結会計年度において、「営業活動によるキャ

ッシュ・フロー」の「利息の支払額｣に含めて表示し

ておりました「売上割引による支払額」は、当連結

会計年度では「営業活動によるキャッシュ・フロー」

の「その他」に含めて表示しております。 

  なお、前連結会計年度に含まれる「利息の支払額」

に含まれる「売上割引による支払額」は 53 百万円で

あり、当連結会計年度の「その他」に含まれる「売

上割引による支払額」は 48 百万円であります。 

２ 前連結会計年度において、「営業活動によるキャ

ッシュ・フロー」の「その他｣に含めて表示しており

ました「保険積立金の積立による支出」は、当連結

会計年度では「投資活動によるキャッシュ・フロー」

の「保険積立金の積立による支出」として表示して

おります。 

  なお、前連結会計年度の「その他」に含まれる「保

険積立金の積立による支出」は67百万円であります。
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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 有形固定資産の減価償却累計額は、31,458 百万

円であります。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、31,947 百万

円であります。 

  

 

※２ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次の

とおりであります。 

   その他（子会社出資金） 13 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 一般管理費及び当期製造費用

に含まれる研究開発費 
361 百万円

※1 一般管理費及び当期製造費用に

含まれる研究開発費
380 百万円

※2 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 ※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 0百万円 機械装置及び運搬具 0 百万円

※3 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。 ※3 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

機械装置及び運搬具 4百万円 機械装置及び運搬具 21 百万円

※4 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 ※4 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

建物及び構築物 0 百万円 建物及び構築物 10 百万円

機械装置及び運搬具 8百万円 機械装置及び運搬具 4 百万円

有形固定資産のその他 6 百万円 有形固定資産のその他 4 百万円

      計 14 百万円 固定資産除却費用 30 百万円

       計 51 百万円

 

（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（千株） 31,694 － 2,500 29,194

（変動事由の概要） 

 減少数の内訳は、次の通りであります。 

  自己株式の消却による減少 2,500 千株 

  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（千株） 2,965 975 2,500 1,440

 ３．新株予約権等に関する事項 

   該当事項はありません。 
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 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 13 日 

取締役会 
普通株式 287 10 平成20年３月31日 平成 20 年６月２日 

平成 20 年 10 月 30 日 

取締役会 
普通株式 286 10 平成20年９月30日 平成 20 年 11 月 25 日

  （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 

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 14 日

取締役会 
普通株式 利益剰余金 138 5 平成 21年３月 31日 平成21年６月１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．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（千株） 29,194 － － 29,194

  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（千株） 1,440 19 0 1,459

 ３．新株予約権等に関する事項 

   該当事項はありません。 

 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 14 日 

取締役会 
普通株式 138 5 平成21年３月31日 平成 21 年６月１日 

平成 21 年 10 月 28 日 

取締役会 
普通株式 138 5 平成21年９月30日 平成 21 年 11 月 25 日

  （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。 

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 13 日

取締役会 
普通株式 利益剰余金 138 5 平成 22年３月 31日 平成22年６月１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） 

※ 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）

現金及び預金勘定 334 百万円 現金及び預金勘定 308 百万円

有価証券勘定 8,305 百万円 有価証券勘定 9,173 百万円

取得日から償還日までの 
期間が３ヶ月を超える債券等 △2,676 百万円

取得日から償還日までの 
期間が３ヶ月を超える債券等 △6,266 百万円

現金及び現金同等物 5,962 百万円 現金及び現金同等物 3,215 百万円

 

（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）    

 動力伝導

装置事業

（百万円）

不動産 

賃貸事業

（百万円）

その他の

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 
14,229 164 23 14,417 ― 14,417

 (2)セグメント間の内部 

   売上高又は振替高 
― 6 1 8 (  8) ―

計 14,229 171 24 14,425 (  8) 14,417

  営業費用 13,738 60 35 13,834 (  3) 13,830

  営業利益又は 

  営業損失（△） 
490 111 △10 590 (  4) 586

Ⅱ 資産、減価償却費及び 

  資本的支出 
 

  資産 16,414 856 79 17,350 26,408 43,759

  減価償却費 1,754 41 5 1,801 ― 1,801

  資本的支出 867 ― 5 873 4 878

     （注）1．事業の区分は、製品の系列及び市場の類似性を考慮しております。 

2．各区分の主な製品 

      （１）動力伝導装置事業･･････減速機、歯車 

      （２）不動産賃貸事業････････不動産賃貸 

3. 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。 

4．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（26,408 百万円）の主なものは、当社での

余剰運用資金（現金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等

であります。 

5．減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却費が含まれております。 
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6．会計処理の方法の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準の適用） 

「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」に記載のとおり、当連結会計年度

から、「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）

を適用しております。 

この結果、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費用は、動力伝導装置事

業が 74 百万円増加し、営業利益は同額減少しております。 

 

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）    

 動力伝導

装置事業

（百万円）

不動産 

賃貸事業

（百万円）

その他の

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 
10,217 153 9 10,380 ― 10,380

 (2)セグメント間の内部 

   売上高又は振替高 
― 6 0 6 (  6) ―

計 10,217 160 9 10,387 (  6) 10,380

  営業費用 10,766 56 15 10,838 (  2) 10,835

  営業利益又は 

  営業損失（△） 
△548 103 △5 △451 (  4) △455

Ⅱ 資産、減価償却費及び 

  資本的支出 
 

  資産 14,859 821 105 15,786 29,485 45,272

  減価償却費 1,513 38 2 1,553 ― 1,553

  資本的支出 280 ― 0 280 ― 280

     （注）1．事業の区分は、製品の系列及び市場の類似性を考慮しております。 

2．各区分の主な製品 

      （１）動力伝導装置事業･･････減速機、歯車 

      （２）不動産賃貸事業････････不動産賃貸 

3．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。 

4．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（29,485 百万円）の主なものは、当社での

余剰運用資金（現金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等

であります。 

5．減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却費が含まれております。 
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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）

米国 

（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 
12,757 1,659 14,417 ― 14,417

 (2)セグメント間の内部 

   売上高又は振替高 
1,203 ― 1,203 (1,203) ―

計 13,961 1,659 15,621 (1,203) 14,417

  営業費用 13,412 1,613 15,026 (1,195) 13,830

  営業利益 549 46 595 (    8) 586

Ⅱ 資産 17,430 243 17,673 26,085 43,759

     （注）1．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。 

2．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（26,408 百万円）の主なものは、当社での

余剰運用資金（現金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産

等であります。 

3．会計処理の方法の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準の適用） 

「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」に記載のとおり、当連結会計年度

から、「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）

を適用しております。 

この結果、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費用は、日本で 74 百万

円増加し、営業利益は同額減少しております。 

 

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）    

 
日本 

（百万円）

米国 

（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 
9,563 816 10,380 ― 10,380

 (2)セグメント間の内部 

   売上高又は振替高 
773 ― 773 (773) ―

計 10,337 816 11,153 (773) 10,380

  営業費用 10,790 811 11,601 (765) 10,835

  営業利益又は 

  営業損失（△） 
△453 5 △448 (  7) △455

Ⅱ 資産 15,949 163 16,112 29,159 45,272

     （注）1．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。 

2．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（29,485 百万円）の主なものは、当社での

余剰運用資金（現金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産

等であります。 
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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）    

 アジア 北米 欧州 計 

Ⅰ．海外売上高（百万円）     714    1,662       4     2,381 

Ⅱ．連結売上高（百万円）    14,417 

Ⅲ．連結売上高に占める 

  海外売上高の割合（％） 
5.0   11.5 0.0    16.5  

 

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）    

 アジア 北米 欧州 計 

Ⅰ．海外売上高（百万円）     774     811       1     1,586 

Ⅱ．連結売上高（百万円）    10,380 

Ⅲ．連結売上高に占める 

  海外売上高の割合（％） 
7.5   7.8  0.0    15.3  

     （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 

         アジア：東アジア、東南アジア、オセアニア 

         北米 ：米国、カナダ 

         欧州 ：イギリス 

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。 

 
（リース取引関係） 

      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。 
                  
（関連当事者情報） 

      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。 
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（税効果会計） 

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 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) （百万円）

退職給付引当金 377 

役員退職慰労引当金 68 

一括償却資産 22 

投資有価証券 19 

デリバティブ 286 

棚卸資産 29 

その他 61 

繰延税金資産小計 865 

評価性引当額 △374 

繰延税金資産合計 491 

 

(繰延税金負債) 

土地圧縮積立金 △28 

その他有価証券評価差額金 △454 

その他 △2 

繰延税金負債合計 △485 

繰延税金資産の純額 5 

  

 繰延税金資産の純額には、連結貸借対照表の以下

の項目に含まれております。 

                 （百万円） 

流動資産…………繰延税金資産     77  

固定資産…………繰延税金資産 －  

流動負債…………繰延税金負債 －  

固定負債…………繰延税金負債 71  

  

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) （百万円）

税務上の繰越欠損金 216 

退職給付引当金 297 

役員退職慰労引当金 36 

一括償却資産 14 

投資有価証券 20 

デリバティブ 183 

棚卸資産 44 

その他 53 

繰延税金資産小計 868 

評価性引当額 △179 

繰延税金資産合計 688 

 

(繰延税金負債) 

土地圧縮積立金 △28 

その他有価証券評価差額金 △1,241 

繰延税金負債合計 △1,269 

繰延税金負債の純額 580 

  

 繰延税金資産の純額には、連結貸借対照表の以下

の項目に含まれております。 

                 （百万円） 

流動資産…………繰延税金資産  280  

固定資産…………繰延税金資産 － 

流動負債…………繰延税金負債 － 

固定負債…………繰延税金負債  860 

  

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 

法定実効税率      39.9％  

(調整)   

交際費等永久に損金に算
入されない項目 

1.0  

受取配当金等永久に益金
に算入されない項目 

△6.0  

租税特別措置法による法
人税額の控除 

△2.9  

住民税均等割 1.4  

評価性引当額の増加 107.8  

その他 0.3  

税効果会計適用後の法人税
等の負担率 

     141.5  
 

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 

 

    法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等

の負担率との差異については、税引前当期純損

失を計上しているため記載しておりません。 
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（金融商品関係） 
 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）金融商品に対する取組方針 

当社グループは、資金運用については元本の安全性を第一とし、流動性、収益性、リスク分散を

考慮した運用を行うものとしております。また、資金調達については運転資金の効率的な調達を行

うため、取引銀行と当座借越契約を締結しております。商品関連のデリバティブ取引については、

後述するリスクを低減するための取引であり、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針

であります。複合金融商品におけるデリバティブは、資金運用を目的とする複合金融商品のみに利

用しております。 

  （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います。また、一部海外で

事業を行うにあたり生じ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。 

有価証券及び投資有価証券は、余資の運用として主に満期保有目的の債券及びその他有価証券で

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、すべてが４ヶ月以内の支払期日であります。 

デリバティブ取引は、原材料価格の変動リスクに対するヘッジを目的とした商品スワップ取引で

あり、商品市場の価格変動によるリスクを有しております。 

  （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 

営業債権である受取手形及び売掛金の管理は、「販売管理規程」に定められており、営業部門に

は与信管理担当者を置き、営業担当者及び経理部門の当該担当者と協力して、取引先ごとの期日管

理及び残高管理を行うとともに、取引先の信用状況を把握する体制をとっております。 

有価証券及び投資有価証券のうち債券については、投資対象となる格付を毎期の「資金運用方針」

に明記し、その承認範囲内にある格付の債券を対象としているため、信用リスクはほとんどないと

認識しております。 

デリバティブ取引については、商品スワップ取引の契約先は、いずれも信用度の高い国内の金融

機関であるため、相手先の契約不履行によるいわゆる信用リスクは、ほとんどないと判断しており

ます。 

    ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理 

有価証券及び投資有価証券の管理、複合金融商品に関するデリバティブ取引の実行及び管理は

「資金運用管理規定」により定められており、毎期「資金運用方針」を経理部において策定し、執

行役会の承認を得た後、その承認範囲内で運用を行い、決算日ごとに取締役会、執行役会にデリバ

ティブ取引をも含んだ財務報告をしております。 

商品関連のデリバティブ取引の実行及び管理は「ヘッジ取引管理規程」により定められており、

取締役会において種類ごとにヘッジ取引の総枠、ヘッジ比率の承認がなされ、実行する際はその承

認枠内で執行役会の承認を得ております。ヘッジ取引取扱部署は経理部、リスク管理部署は経営企

画部に分かれ、四半期毎に取締役会、執行役会にデリバティブ取引をも含んだ財務報告をすること

になっております。 

    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経理部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手元

流動性の維持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、市場価格に基づく価額のほか、市場価額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があります。また、注記事項「デリバテ

ィブ取引関係」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。 
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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象表計上額、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含まれておりません（（注）

２．参照）。 

 連結貸借対照表計上額
（百万円） 

時価（百万円） 差額（百万円） 

（１）現金及び預金 308 308 －

（２）受取手形及び売掛金 2,942 2,942 －

（３）有価証券及び投資有価証券 25,879 25,076 △802

（４）未収還付法人税等 32 32 －

  資産計 29,162 28,360 △802

（１）支払手形及び買掛金 752 752 －

（２）リース債務（流動負債） 3 3 △0

（３）未払金 223 223 －

（４）未払費用 765 765 －

（５）未払法人税等 10 10 －

（６）リース債務（固定負債） 10 10 △0

  負債計 1,766 1,765 △0

 デリバティブ取引（*） (17) (17) －

（*）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、（２）受取手形及び売掛金、（４）未収還付法人税等 

これらは短期間で決済されるものであるため、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。 

（３）有価証券及び投資有価証券 

これらの時価について、株式及びファンド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等から提示された価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に

関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。 

負 債 

（１）支払手形及び買掛金、（３）未払金、（４）未払費用、（５）未払法人税等 

これらは短期間で決済されるものであるため、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）リース債務（流動負債）、（６）リース債務（固定負債） 

これらの時価は、元利金の合計額を、信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値によ

り算定しております。 

デリバティブ取引 

注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。 

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 

区分 連結貸借対照表計上額（百万円） 
非上場株式              92 

  投資事業有限責任組合出資金              86 

これらについては、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ことか

ら、「(3)有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。 
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３．金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額 

 
１年以内 

（百万円） 

１年超５年以内

（百万円） 

５年超 

10 年以内 

（百万円） 

10 年超 

（百万円） 

現金及び預金 308 － － －

受取手形及び売掛金 2,942 － － －

有価証券及び 

投資有価証券 

 

 満期保有目的の債券  

  社債 － － 1,500 5,200

その他有価証券のうち

満期があるもの 

 

  社債 6,270 4,495 479 －

未収還付法人税等 32 － － －

   合      計 9,553 4,495 1,979 5,200

４．リース債務の連結決算日後の返済予定額 

 
１年以内 

（百万円）

１年超 

２年以内 

（百万円）

２年超 

３年以内 

（百万円）

３年超 

４年以内 

（百万円） 

４年超 

５年以内 

（百万円） 

５年超 

（百万円）

リース債務 3 3 3 3 1 －

  （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。 

 
（有価証券関係） 
 前連結会計年度（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 

 
連結決算日における 
連結貸借対照表計上額

（百万円） 

連結決算日における時価 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

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 7,501 6,568 △932
③その他 ― ― ―

小計 7,501 6,568 △932

合計 7,501 6,568 △932
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２．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価 
（百万円） 

連結決算日における 
連結貸借対照表計上額 

（百万円） 

差額 
（百万円） 

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの 

 

①株式 1,336 2,991 1,654
②債券  
  国債・地方債等 100 100 0
  社債 400 400 0
③その他 93 119 25

小計 1,930 3,611 1,680

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 79 43 △36
②債券  
  国債・地方債等 ― ― ―
  社債 5,903 5,382 △521
③その他 1,041 556 △484

小計 7,024 5,982 △1,041

合 計 8,954 9,593 638

(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当連結会計年度において減損処
理を行い、投資有価証券評価損 202 百万円、デリバティブ評価損 308 百万円を計上しております。 
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ 50％以上下落した場合には全

て減損処理を行い、30～50％程度下落した場合については、個別銘柄毎に該当連結会計年度におけ
る 高値・ 安値と帳簿価額との乖離状況等保有有価証券の時価水準を把握するとともに、外部信
用格付や公表財務諸表ベースでの各種財務数値の検討等により信用リスクの定量評価を行い、回復
可能性を総合的に判断して減損処理を行っております。 

 

３．連結会計年度中に売却したその他有価証券 

該当事項はありません。 

 

４．時価のない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

 連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券  

非上場株式              57 

    ﾏﾈｰﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄﾌｧﾝﾄﾞ 

  投資事業有限責任組合出資金 

          5,628 

             41 

 

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 

 
１年以内 

（百万円） 

１年超５年以内

（百万円） 

５年超10年以内 

（百万円） 

10 年超 

（百万円） 

① 債券     

     国債･地方債等         100          －          －          － 

     社債       2,576       4,206         300       6,200 

     その他          －          －          －          － 

②その他          －          －          －          － 

   合      計       2,676       4,206         300       6,200 

 

株式会社　ニッセイ（6271） 平成22年３月期　決算短信

－　25　－



 
 当連結会計年度（平成 22 年３月 31 日）    

１．満期保有目的の債券 

 
連結決算日における 
連結貸借対照表計上額

（百万円） 

連結決算日における時価 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

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 703 710 6
③その他 ― ― ―

小計 703 710 6

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 6,002 5,193 △809
③その他 ― ― ―

小計 6,002 5,193 △809

合計 6,706 5,904 △802

 
２．その他有価証券 

 
連結決算日における 

連結貸借対照表計上額
（百万円） 

取得原価 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの  

①株式 4,575 1,382 3,192
②債券  
  国債・地方債等 ― ― ―
  社債 6,370 6,326 43
③その他 458 325 132

小計 11,404 8,035 3,369

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 42 69 △26
②債券  
  国債・地方債等 ― ― ―
  社債 4,385 4,402 △17
③その他 3,339 3,514 △174

小計 7,768 7,986 △218

合 計 19,172 16,021 3,151

(注) 非上場株式（連結貸借対照表計上額 92 百万円）及び投資事業有限責任組合出資金（同 86 百万円）
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ことから、上表の「そ
の他有価証券」には含めておりません。 

 

３．連結会計年度中に売却したその他有価証券 

     該当事項はありません。 

 

４．減損処理を行った有価証券 

   当連結会計年度における該当事項はありません。 

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ 50％以上下落した場合には全て

減損処理を行い、30～50％程度下落した場合については、個別銘柄毎に該当連結会計年度における

高値・ 安値と帳簿価額との乖離状況等保有有価証券の時価水準を把握するとともに、外部信用格付

や公表財務諸表ベースでの各種財務数値の検討等により信用リスクの定量評価を行い、回復可能性を

総合的に判断して減損処理を行っております。 
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（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. 取引の状況に関する事項 
（１）取引の内容及び利用目的 

製品の製造過程において原材料としてアルミ、銅を使用しており、その価格変動によるリスクを軽減す

るため、利用しております。 

また、資金運用の一環としてデリバティブを組込んだ複合金融商品への投資を行っております。 

（２）取引に対する取組方針 
商品関連のデリバティブ取引については、原材料価格の変動リスクを軽減するための取引であり、月次

使用量の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。 

複合金融商品におけるデリバティブは、資金運用を目的とする複合金融商品のみに利用します。 

（３）取引に係るリスクの内容 
商品関連のスワップ取引には商品市場の価格変動によるリスクを有しております。なお、商品スワップ

取引の契約先は、いずれも信用度の高い国内の金融機関であるため、相手先の契約不履行によるいわゆる

信用リスクは、ほとんどないと判断しております。 

複合金融商品におけるデリバティブは第三者の信用リスクを有します。 

（４）取引に係るリスク管理体制 
商品関連のデリバティブ取引の実行及び管理は「ヘッジ取引管理規程」により定められており、取締役

会において種類ごとにヘッジ取引の総枠、ヘッジ比率の承認がなされ、実行する際はその承認枠内で執行

役会の承認を得ております。ヘッジ取引取扱部署は経理部、リスク管理部署は経営企画部に分かれ、四半

期毎に取締役会、執行役会にデリバティブ取引をも含んだ財務報告をしております。 

複合金融商品に関するデリバティブ取引の実行及び管理は「資金運用管理規程」により定められており、

毎期「資金運用方針」を経理部において策定し、執行役会の承認を得た後、その承認範囲内で運用を行い、

決算日ごとに取締役会、執行役会にデリバティブ取引をも含んだ財務報告をしております。 

（５）取引の時価等に関する事項についての補足説明 
取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約

額、または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものでは

ありません。 

 
２.取引の時価等に関する事項 

（１）商品関連 

種類 
契約額等 

（百万円） 

契約額等のうち 

１年超 

（百万円） 

時価 

（百万円） 

評価損益 

（百万円） 

スワップ取引 

商品 

（アルミ・銅） 

251 174 △118 △118

（注）時価の算定方法 

      スワップ契約を締結している金融機関から提示された価格によっております。 

（２）複合金融商品 

組込みデリバティブを区別して測定することができない複合金融商品は、複合金融商品全体を時価評

価し「（有価証券関係）２ その他有価証券で時価のあるもの」に含めて記載しております。 
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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.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 

（１）商品関連 

種類 
契約額等 

（百万円） 

契約額等のうち 

１年超 

（百万円） 

時価 

（百万円） 

評価損益 

（百万円） 

スワップ取引 

商品 

（アルミ・銅） 

174 96 △17 △17

（注）時価の算定方法 

      スワップ契約を締結している金融機関から提示された価格によっております。 

（２）複合金融商品 

組込みデリバティブを区別して測定することができない複合金融商品は、複合金融商品全体を時価評

価し「（有価証券関係）２ その他有価証券」に含めて記載しております。 

 

２.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引 

   該当事項はありません。 

 

（退職給付関係） 

１． 採用している退職給付制度の概要 

  当社及び国内連結子会社は、平成 21 年４月に適格退職年金制度については確定拠出年金制度へ移行

しました。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． 退職給付債務に関する事項 

 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)

イ．退職給付債務（百万円）        △2,490        △2,411 

ロ．年金資産（百万円）          1,410          1,620 

ハ．未積立退職給付債務（イ＋ロ）（百万円）        △1,080          △790 

ニ．未認識数理計算上の差異（百万円）            156             69 

ホ．未認識過去勤務債務（百万円）           △22           △25 

ヘ．連結貸借対照表計上純額（ハ＋ニ＋ホ）（百万円）    △946    △746 

ト．前払年金費用（百万円）             －             － 

チ．退職給付引当金（へ－ト）（百万円）          △946          △746 

 

３.退職給付費用に関する事項  

 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）

イ．勤務費用（百万円）            123            116 

ロ．利息費用（百万円）             54             48 

ハ．期待運用収益（百万円）           △17           △14 

ニ．数理計算上の差異の費用処理額（百万円）             52             12 

ホ．過去勤務債務の費用処理額（百万円）             11              2 

ヘ．退職給付費用（百万円）            223            165 
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４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 
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) 

イ．退職給付見込額の期間配分方法 勤務期間定額基準 同 左 

ロ．割引率 2.0％ 同 左 

ハ．期待運用収益率 1.0％ 同 左 

ニ．過去勤務債務の額の処理年数 5 年（その発生時の従業員の

平均残存勤務期間以内の一定

の年数による定額法により費

用処理することにしておりま

す。） 

同 左 

ホ．数理計算上の差異の処理年数 5 年（その発生時の従業員の

平均残存勤務期間以内の一定

の年数による定額法により、

翌連結会計年度から費用処理

することにしております。） 

同 左 

 

（ストック・オプション等関係） 
該当事項はありません。 

 

（企業結合等関係） 
該当事項はありません。 

 

（賃貸等不動産関係） 
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。 
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（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 1,463.08 円  1 株当たり純資産額 1,502.48 円

1 株当たり当期純損失金額 4.91 円 1 株当たり当期純利益金額 5.57 円

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、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。 

（注） 1 株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後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。 

 
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 株当たり当期純利益金額又は当期純損失 

  当期純利益又は当期純損失（△）（百万円） △139 154

  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又は当期純損失 

  （△）（百万円） 
△139 154

  期中平均株式数（千株） 28,460 27,736

 

（重要な後発事象） 

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） 

 

 

子会社設立について 

１．当社は、平成 22 年４月 27 日開催の取締役会にお

いて、中華人民共和国に子会社を設立することを決

議いたしました。 

  設立予定子会社の概要 

  （１）商号  

      日静減速機製造（常州）有限公司 

  （２）所在地 

      中華人民共和国江蘇省 

      常州（南）武進開発区 

  （３）設立年月日 

      平成 22 年６月（予定） 

  （４）事業の内容 

      減速機及び関連ユニット製品製造 

  （５）資本金 

      US$1,200 万 

  （６）出資比率 

      株式会社ニッセイ 100％ 
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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 49 62

受取手形 1,007 915

売掛金 2,288 2,239

有価証券 8,134 8,996

製品 228 234

仕掛品 1,495 1,446

原材料及び貯蔵品 307 288

繰延税金資産 74 283

未収還付法人税等 293 32

その他 137 88

貸倒引当金 △3 △3

流動資産合計 14,011 14,585

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 4,346 4,082

構築物（純額） 204 189

機械及び装置（純額） 4,645 3,802

車両運搬具（純額） 50 32

工具、器具及び備品（純額） 359 204

土地 2,303 2,303

リース資産（純額） － 12

建設仮勘定 34 73

有形固定資産合計 11,946 10,701

無形固定資産   

ソフトウエア 41 37

その他 4 4

無形固定資産合計 45 41

投資その他の資産   

投資有価証券 12,347 13,476

関係会社株式 2,335 3,572

関係会社出資金 － 13

長期貸付金 81 80

従業員に対する長期貸付金 0 0

長期前払費用 1 3

事業保険積立金 1,612 1,569

長期預金 1,000 1,000

その他 57 57

貸倒引当金 △15 △15

投資その他の資産合計 17,419 19,758

固定資産合計 29,411 30,501

資産合計 43,423 45,086
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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 446 419

買掛金 301 485

リース債務 － 3

未払金 87 222

未払費用 808 763

未払法人税等 2 10

未払消費税等 90 36

前受金 7 3

預り金 27 28

設備関係支払手形 86 38

その他 118 24

流動負債合計 1,976 2,036

固定負債   

リース債務 － 10

繰延税金負債 71 860

退職給付引当金 946 746

役員退職慰労引当金 172 91

その他 0 0

固定負債合計 1,192 1,710

負債合計 3,168 3,747

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,475 3,475

資本剰余金   

資本準備金 2,575 2,575

資本剰余金合計 2,575 2,575

利益剰余金   

利益準備金 868 868

その他利益剰余金   

土地圧縮積立金 42 42

別途積立金 34,310 34,310

繰越利益剰余金 △433 △534

利益剰余金合計 34,788 34,687

自己株式 △1,271 △1,283

株主資本合計 39,568 39,454

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 686 1,883

評価・換算差額等合計 686 1,883

純資産合計 40,254 41,338

負債純資産合計 43,423 45,086
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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   

製品売上高 13,796 10,182

不動産賃貸収入 171 160

売上高合計 13,967 10,343

売上原価   

製品期首たな卸高 161 228

当期製品製造原価 10,780 8,471

合計 10,941 8,699

製品期末たな卸高 228 234

製品売上原価 10,713 8,464

不動産賃貸原価 64 61

売上原価合計 10,777 8,525

売上総利益 3,189 1,817

販売費及び一般管理費   

運賃及び荷造費 340 252

広告宣伝費 149 115

役員報酬 126 104

従業員給料及び手当 593 566

従業員賞与 196 166

退職給付費用 48 36

役員退職慰労引当金繰入額 6 6

福利厚生費 143 143

租税公課 44 44

減価償却費 113 97

賃借料 41 29

試験研究費 351 331

その他 465 364

販売費及び一般管理費合計 2,622 2,259

営業利益又は営業損失（△） 567 △441

営業外収益   

受取利息 5 9

有価証券利息 173 180

受取配当金 102 86

受取賃貸料 20 20

為替差益 11 －

デリバティブ評価益 － 119

物品売却益 102 47

保険配当金 13 9

助成金収入 50 101

その他 17 20

営業外収益合計 499 595
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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) 

営業外費用   

支払利息 1 1

売上割引 53 48

減価償却費 19 16

為替差損 － 10

デリバティブ評価損 435 －

デリバティブ費用 － 22

その他 22 14

営業外費用合計 533 114

経常利益 533 39

特別利益   

固定資産売却益 0 0

貸倒引当金戻入額 3 0

特別利益合計 3 1

特別損失   

固定資産売却損 4 21

固定資産除却損 14 51

投資有価証券評価損 202 －

特別損失合計 221 73

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 314 △32

法人税、住民税及び事業税 74 6

過年度法人税等 57 －

法人税等調整額 329 △214

法人税等合計 461 △208

当期純利益又は当期純損失（△） △146 176
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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 3,475 3,475

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,475 3,475

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 2,575 2,575

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,575 2,575

その他資本剰余金   

前期末残高 81 －

当期変動額   

自己株式の処分 △0 －

自己株式の消却 △81 －

当期変動額合計 △81 －

当期末残高 － －

資本剰余金合計   

前期末残高 2,657 2,575

当期変動額   

自己株式の処分 △0 －

自己株式の消却 △81 －

当期変動額合計 △81 －

当期末残高 2,575 2,575

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 868 868

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 868 868

その他利益剰余金   

土地圧縮積立金   

前期末残高 42 42

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 42 42

別途積立金   

前期末残高 35,410 34,310

当期変動額   

別途積立金の積立 500 －

自己株式の消却 △1,599 －

当期変動額合計 △1,099 －

当期末残高 34,310 34,310
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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) 

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,313 △433

当期変動額   

別途積立金の積立 △500 －

剰余金の配当 △574 △277

当期純利益又は当期純損失（△） △146 176

自己株式の処分 － △0

自己株式の消却 △526 －

当期変動額合計 △1,747 △101

当期末残高 △433 △534

利益剰余金合計   

前期末残高 37,634 34,788

当期変動額   

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △574 △277

当期純利益又は当期純損失（△） △146 176

自己株式の処分 － △0

自己株式の消却 △2,125 －

当期変動額合計 △2,846 △101

当期末残高 34,788 34,687

自己株式   

前期末残高 △2,795 △1,271

当期変動額   

自己株式の取得 △684 △12

自己株式の処分 0 0

自己株式の消却 2,207 －

当期変動額合計 1,523 △12

当期末残高 △1,271 △1,283

株主資本合計   

前期末残高 40,972 39,568

当期変動額   

剰余金の配当 △574 △277

当期純利益又は当期純損失（△） △146 176

自己株式の取得 △684 △12

自己株式の処分 0 0

自己株式の消却 － －

当期変動額合計 △1,404 △113

当期末残高 39,568 39,454
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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) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 1,536 686

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △850 1,197

当期変動額合計 △850 1,197

当期末残高 686 1,883

評価・換算差額等合計   

前期末残高 1,536 686

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △850 1,197

当期変動額合計 △850 1,197

当期末残高 686 1,883

純資産合計   

前期末残高 42,508 40,254

当期変動額   

剰余金の配当 △574 △277

当期純利益又は当期純損失（△） △146 176

自己株式の取得 △684 △12

自己株式の処分 0 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △850 1,197

当期変動額合計 △2,254 1,084

当期末残高 40,254 41,338
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（４）継続企業の前提に関する注記 
    該当事項はありません。 

 
（５）重要な会計方針の変更 
  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等）  

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

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））を適用しております。 

なお、リース取引会計基準の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取引に係る方法に準じた会計

処理によっております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

 

 
  表示方法の変更 

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） 

 （損益計算書） 

 前事業年度まで営業外費用の「その他」に含めて表

示しておりました「デリバティブ費用」は、営業外費

用の総額の 100 分の 10 を超えたため区分掲記しまし

た。 

なお、前事業年度における「デリバティブ費用」の

金額は 14 百万円であります。 

 

６．その他 

（１）役員の異動 

①代表執行役の異動 

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 日付予定） 

1.新任取締役候補 

  取締役（社外取締役）   鈴木 久雄 （現  (株)本田技術研究所  社友） 

※元 同社専務取締役 

2.退任予定取締役 

  取締役（社外取締役）   安井 正博 
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（２）その他 

  連結業績に関する参考資料 

 

１．経営成績                                                                     （単位：百万円、％） 

前 期 

（H20.4～H21.3） 

当 期 

（H21.4～H22.3）
増 減 

（当期－前期） 

次期予想 

（H22.4～H23.3） 
増 減 

（次期－当期） 
期 別 

項 目 
金 額 売上比 金 額 売上比 金 額 増減率 金 額 売上比 金額 増減率

売上高 14,417 100.0 10,380 100.0 △4,036 △28.0 12,200 100.0 1,820 17.5

営業利益 586 4.1 △455 △4.4 △1,041 － 520 4.3 975 －

経常利益 555 3.9 25 0.3 △530 △95.3 760 6.2 735 －

当期純利益 △139 △1.0 154 1.5 294 － 460 3.8 306 198.7

 

2．製品別売上高及び海外売上高                                       （単位：百万円、％） 

前 期 

（H20.4～H21.3） 

当 期 

（H21.4～H22.3）
増 減 

（当期－前期） 

次期予想 

（H22.4～H23.3） 
増 減 

（次期－当期） 
期 別 

製品別 
金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 増減率 金 額 構成比 金 額 増減率

減速機 9,440 65.5 7,170 69.1 △2,270 △24.1 8,550 70.1 1,380 19.2

歯  車 4,788 33.2 3,047 29.3 △1,741 △36.4 3,500 28.7 453 14.9

その他 188 1.3 162 1.6 △25 △13.4 150 1.2 △12 △7.4

製品別 

売上高 

合 計 14,417 100.0 10,380 100.0 △4,036 △28.0 12,200 100.0 1,820 17.5

減速機 1,767 18.7 1,349 18.8 △417 △23.6 1,770 20.7 421 31.2

歯  車 614 12.8 237 7.8 △376 △61.3 210 6.0 △27 △11.4
(内､海外 

売上高） 
合 計 2,381 16.5 1,586 15.3 △794 △33.4 1,980 16.2 394 24.8

（注）海外売上高の構成比は当該製品別売上高の構成比であります。 

 

3．設備投資及び減価償却費                                           （単位：百万円、％） 

増 減 

(当期－前期) 

増 減 

(次期－当期) 
期 別 

 

項目 

前 期 

（H20.4～H21.3） 
当 期 

（H21.4～H22.3）

金額 増減率

次期予想 

（H22.4～H23.3） 
金額 増減率

設備投資 878 280 △597 △68.1 1,050 770 275.0

減価償却費 1,801 1,553 △248 △13.8 1,480 △73 △4.7
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