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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 71,398 △12.2 4,629 △17.4 4,874 △22.1 2,151 △24.0

21年3月期 81,286 ― 5,601 ― 6,259 ― 2,829 ―

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 42.11 ― 3.6 5.7 6.5
21年3月期 55.14 ― 4.9 7.4 6.9

（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 89,288 65,352 68.1 1,189.99
21年3月期 81,505 61,811 70.5 1,124.97

（参考） 自己資本   22年3月期  60,805百万円 21年3月期  57,485百万円

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 10,548 △15,698 383 12,785
21年3月期 13,307 △7,904 △1,347 17,426

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 ― 7.00 ― 7.00 14.00 717 25.4 1.2
22年3月期 ― 7.00 ― 7.00 14.00 715 33.2 1.2

23年3月期 
（予想）

― 7.00 ― 7.00 14.00 25.5

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

38,000 14.2 2,000 △7.2 2,300 11.7 1,300 39.2 25.44

通期 78,000 9.2 4,700 1.5 5,000 2.6 2,800 30.2 54.80
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4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

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

詳細は、18ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 54,021,824株 21年3月期 54,021,824株

② 期末自己株式数 22年3月期  2,924,250株 21年3月期  2,922,242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 51,400 △10.9 2,644 53.1 3,261 22.7 1,699 65.3
21年3月期 57,709 ― 1,727 ― 2,658 ― 1,028 ―

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 33.26 ―

21年3月期 20.04 ―

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 64,412 44,892 69.7 878.56
21年3月期 59,296 42,488 71.7 831.48

（参考） 自己資本 22年3月期  44,892百万円 21年3月期  42,488百万円

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 

上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因によって大きく異なる可能
性があります。なお、上記予想の前提条件その他の関連する事項については、添付資料の３～４ページの「経営成績に関する分析」をご参照ください。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
累計期間

27,000 13.7 400 △68.5 1,000 △31.0 700 △24.8 13.70

通期 55,000 7.0 1,700 △35.7 2,500 △23.3 1,600 △5.8 31.31
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１．経営成績 

（１） 経営成績に関する分析 

①当連結会計年度概況 

 当連結会計年度における当社グループを取り巻く環境は、一昨年の米国の金融危機に端を発

した世界同時不況の影響により、景気は後退局面のなかスタートしました。その後、各国にお

いて打ち出された景気対策や一部新興国の好調な経済にけん引された輸出や生産の回復によ

り、底打ちの感を呈してまいりましたが、国内では企業の設備投資や雇用水準は依然として低

迷しており、消費を底支えしてきた景気対策終了後への懸念を払拭するには至っておりません。 

 当社グループの主要な取引先であります自動車業界におきましては、年度前半は企業活動の

停滞や、所得・雇用環境が大幅に悪化したことによる個人消費の低迷等のマイナス要因により、

四輪車の総需要は前年水準を下回ったものの、年度後半からはエコカー減税・補助金による需

要喚起が本格化し、市場は回復傾向をたどり前年実績を上回るまで至りましたが、依然として

低い水準にあり厳しい経営環境におかれています。 

 こうしたなか当社グループにおきましても、自動車販売の落ち込み、設備投資および個人消

費の低迷が各部門に及ぼした影響は大きく、連結売上高は 713 億９千８百万円、前年同期比 98

億８千８百万円の減収（12.2%減）となりました。 

 

②事業セグメント別の状況 

＜プレス関連製品＞ 

 自動車関連部門におきましては、国内、北米ともに当期前半の自動車メーカーの減産および

在庫調整の影響により大きく売上を減少させました。後半には、減税などの効果により国内の

自動車生産台数は徐々に持ち直し比較的堅調に推移いたしましたが、前半の売上減少の影響は

大きく、当期プレス関連製品全体では 390 億７千１百万円、前年同期比 68 億６千１百万円の

減収（14.9％減）となりました。 

＜非プレス関連製品＞ 

  冷凍車部門におきましては、神奈川県に「厚木サービスセンター」を新築移転し顧客サー

ビスの向上に努めましたが、トラック需要は低迷し売上を減少させました。 

空調機器部門におきましては、主力の住宅用換気システムは、所得・雇用環境の悪化の影響

により住宅着工戸数は低迷したまま回復せず売上を減少させました。その他の製品につきまし

ても、企業の設備投資も低調に推移していることから売上を減少させました。 

物流輸送部門を担う東邦興産㈱におきましては、新規顧客開拓の成果は見えたものの、景気

低迷による物流需要の減少によりほぼ前年並みの売上で推移いたしました。 

 これらの部門を合計した非プレス関連製品全体では、売上高は 323 億２千７百万円、前年同

期比 30 億２千６百万円の減収（8.6％減）となりました。 

 

 利益面につきましては、当社グループはいずれの部門におきましても売上が低迷するなか、

役員報酬および管理職給与の減額など労務費を含む固定費の削減、製造原価の低減および生産

性の向上活動を推し進めてまいりました。 

 プレス関連製品部門におきましては、期前半の大幅な売上の減少に対してさまざまな施策を

講じましたが、減益となりました。 

非プレス関連製品におきましては、冷凍車部門において売上が減少したなか原材料価格が前

年に比べ下落したこと、原価低減活動の成果、不採算受注の抑制などにより増益としたことか

ら、その他の部門での売上減少による利益の減少を補い増益となりました。 

これらにより、営業利益につきましては、46 億２千９百万円、前年同期比９億７千２百万円
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の減益（17.4％減）となりました。経常利益につきましては、48 億７千４百万円、前年同期比

13 億８千５百万円の減益（22.1％減）となりましたが、これは為替差損３億６千５百万円を計

上したことによるものです。当期純利益につきましては、保有株式に係る投資有価証券評価損

３億７千万円を計上したため、21 億５千１百万円、前年同期比６億７千８百万円の減益（24.0％

減）となりました。 

 

③次期の見通し 

 平成 22 年度の我が国経済は、世界同時不況による景気後退は 悪の局面は脱したとみられ、

新興国の経済成長にけん引された景気は緩やかに回復基調をたどるものとみられます。 

しかしながら、当社グループを取り巻く経営環境は、依然として多くの不安定要素により先

行きは不透明であり、国内産業全般においても予断を許さない状況が続くと思われます。 

 自動車関連部門におきましては、各国における景気対策により需要を底上げされた世界の自

動車市場は徐々に回復しつつあるものの、景気対策終了後への懸念など不安定要素を抱えてお

り、売上については増加を見込むものの、利益については楽観を許さない状況が予想されます。 

冷凍車部門におきましては、国内の消費低迷からトラック需要の回復は当面見込めないもの

の、原価低減活動の成果により収益の確保を見込んでいます。空調機器部門におきましては、

住宅着工戸数は住宅取得支援策の効果により一定の回復傾向は見られるものの、引き続き低い

水準で推移するとみられ、また新規設備投資計画も前年度を下回る規模に抑制され、引き続き

厳しい状況が続くと思われます。 

 こうしたなか通期の連結グループ業績につきましては、売上高 780 億円、営業利益 47 億円

を予定しています。 

 

（２） 財政状態に関する分析 

① 資産、負債および純資産の状況 

（資産の部） 

流動資産は、受取手形及び売掛金が増加したことなどにより 24 億４千８百万円増加し、445

億５千１百万円となりました。固定資産は、Topre America Corporation、東プレ埼玉などの

設備投資に加え、生産用金型等への投資、冷凍車新サービスセンター建設などにより建物及び

構築物、機械装置及び運搬具、工具器具及び備品が増加したことから有形固定資産が増加しま

した。また、保有株式の評価額の上昇により投資有価証券が増加しましたが、東プレ埼玉の連

結子会社化にともない長期貸付金が減少したことから、53 億３千５百万円増加の 447 億３千６

百万円となりました。 

この結果、当期末における総資産は、前期末に比べ 77 億８千３百万円増加の 892 億８千８

百万円となりました。 

（負債の部） 

 流動負債は、期末にかけての仕入の増加により支払手形及び買掛金が増加したことから 16

億８千２百万円増加し、187 億７千５百万円となりました。 

固定負債では、東プレ埼玉への設備投資にともなう長期借入金が増加したこと、保有株式の

評価額が上昇し繰延税金負債が増加したことにより 25 億６千万円増加し、51 億５千９百万円

となりました。 

この結果、負債合計は前期末に比べ 42 億４千２百万円増加の 239 億３千５百万円となりま

した。 
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（純資産の部） 

利益剰余金および保有株式の評価額の上昇によりその他有価証券評価差額金が増加し、為替

の影響により為替換算調整勘定のマイナス額が縮小したことなどより、前期末に比べ 35 億４

千１百万円増加の 653 億５千２百万円となりました。 

 

② キャッシュ・フローの状況 

当期末における現金及び現金同等物の期末残高は、新規連結に伴う現金及び現金同等物の増

加を含め、前期末に比べ 46 億４千１百万円減少し 127 億８千５百万円となりました。各キャ

ッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは 105 億４千８百万円の増加となりました。主な増加要

因は、税金等調整前当期純利益 44 億３百万円、非資金取引である減価償却費 65 億３千４百万

円、仕入債務の増加 18 億５千８百万円であります。主な減少要因は、売上債権の増加 27 億６

千万円であります。 

（投資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・フローは 156 億９千８百万円の減少となりました。主な減少要

因は、有形固定資産の取得による支出 114 億１千７百万円、有価証券の取得による支出 37 億

９千５百万円であります。 

（財務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・フローは３億８千３百万円の増加となりました。主な増加要因

は長期借入金の借入による収入 15 億円であります。主な減少要因は、配当金の支払額７億１

千３百万円、長期借入金の返済による支出３億１千３百万円であります。 

 

③ キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  
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（％） 63.1 63.8 66.8 70.5 68.1

時価ベースの自己資本比率（％） 81.5 62.3 52.6 43.3 42.5

債務償還年数（年） 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2

インタレスト・カバレッジ・ 

レシオ 
1,875.0 377.1 554.9 855.5 1,037.7

 

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 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・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います。 

（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います。 

（注 3） 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 
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ての負債を対象としています。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計 

算書の利息の支払額を使用しております。 

 

（３） 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

利益配分につきましては、企業が果たすべき重要な使命と認識し、安定的かつ継続的に配当

を実現することを基本方針としております。同時に将来の企業価値を高めるため関連業界にお

ける技術革新に対応した積極的な設備投資・研究開発投資・人材の育成を進めるための内部留

保との調和を図り、企業体質の強化を図っております。 

当期の配当につきましては、中間配当として 1 株当たり 7 円を実施いたしましたが、当期末

配当金につきましては、上記基本方針に則り、前年同期と同額の 1 株当たり 7 円とすること

を決定いたしました。また、次期の配当予想につきましては、1 株当たり中間配当金 7 円、期

末配当金７ 円の年間 14 円とする予定であります。 

 

（４） 事業等のリスク 

移転価格税制に係る課税リスク 

 現在当社は、平成 18 年３月期から平成 21 年３月期までの４事業年度について、東京国税局

による移転価格税制に係る調査を受けております。調査は、現在継続中であり、現時点におい

ては、当社の財政状態および経営成績に対する影響を合理的に見積もることは困難であること

から、当該事象による影響は、平成 22 年３月期の連結財務諸表並びに財務諸表には反映され

ておりません。 
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２．企業集団の状況

  当社グループは、当社および平成22年１月に設立した東普雷（佛山）汽車部件有限公司を、新た
に加えた、子会社12社（連結子会社８社、非連結子会社４社）、関連会社１社により構成されプレ
ス関連製品、冷凍・冷蔵車、空調機器等の製造・販売を主な事業内容とし、更に各事業に関連する
物流、研究及びその他のサービス等の事業活動を展開しています。
  当グループの事業に係る位置づけおよび事業の種類別セグメントとの関連は次のとおりです。
  なお、事業の種類別セグメントと同一の区分です。
     
1.プレス製品関連
  プレス部品 …… 当社および連結子会社、東プレ九州㈱、東プレ埼玉㈱で製造し、

　　 販売は当社が行なっています。
　　 Topre America Corporationは、北米においてプレス部品の
　　 製造・販売を行なっています。
     又、塗装工程については、連結子会社　東京メタルパック㈱に
　　 委託しています。

  プレス部品用金型 …… 当社で製造し、販売は国内においては当社が、北米においては
　　 Topre America Corporationを通じて行なっています。

2.非プレス製品関連
  冷凍・冷蔵車関連
　  当社で製造し、それを連結子会社  トプレック(株)を通じて販売しています。
  空調機器関連
    バブコン・クリーンルーム用機器 …… 連結子会社　東プレ岐阜㈱で製造し、
    送風機及び住宅用換気システム 　　 当社が販売を行なっています。
    住宅用換気システム

3.その他
　・電子機器部門　 …… 当社で製造・販売しております。
　・当グループの製品等の輸送については連結子会社  東邦興産㈱が主として行なっています。
　・連結子会社　東京メタルパック(株)は表面処理事業を行なっています。

　事業系統図は次のとおりです。

海 外

　　　技術支援

自 動 車 非 自 動 車 金 型 他 冷 凍 車 等 空 調 機 器 そ の 他

（注）事業系統図中の子会社は、すべて連結子会社です。

得 意 先

国 内

当 社

プ レ ス 関 連 製 品 事 業 非 プ レ ス 関 連 製 品 事 業

  輸 送 部 門
製

品

製
品

製
品

製
品外

注
加
工

製
品

製
品

子会社

Topre America Corporation

子会社

東邦興産㈱

子会社

トプレック㈱

子会社

東プレ九州㈱

東プレ埼玉㈱

子会社

東京メタルパック㈱

子会社

東プレ岐阜㈱
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３．経営方針 

（１）会社の経営の基本方針 

（２）目標とする経営指標 

（３）中長期的な会社の経営戦略 

 

 上記項目につきましては、平成 21 年３月期決算短信（平成 21 年５月８日開示）により開示

を行った内容から重要な変更がないため開示を省略します。 

 当該短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ) 

 http://www.topre.co.jp/ 

（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 

http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index/html 

 

（４） 会社の対処すべき課題 

 我が国の経済は、新興国への輸出や景気対策にけん引されたことにより回復基調にあるとみ

られますが、いまだ多くの不安定要素を抱えており企業業績の先行きへの不安を払拭するには

至っておりません。 

こうしたなか、当社の主力であります自動車業界におきまして将来にわたり大きな成長の見

込まれる中国にプレス関連製品の製造子会社「東普雷（佛山）汽車部件有限公司」を設立いた

しました。 

同社は、平成 23 年６月の生産開始に向けて鋭意準備を進めておりますが、円滑な立ち上げ

を図ることにより、今後の事業の拡大と収益性確保の柱としてまいります。 
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4.【連結財務諸表】 
(1)【連結貸借対照表】 

(単位：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 8,832 7,956 

受取手形及び売掛金 15,213 17,791 

有価証券 7,385 7,329 

金銭債権信託受益権 － 4,900 

商品及び製品 1,022 467 

仕掛品 2,314 2,107 

原材料及び貯蔵品 1,174 1,153 

繰延税金資産 899 808 

その他 5,275 2,050 

貸倒引当金 △13 △14 

流動資産合計 42,103 44,551 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,769 8,538 

機械装置及び運搬具（純額） 7,343 9,399 

工具、器具及び備品（純額） 3,110 4,229 

土地 3,670 3,697 

リース資産（純額） 75 120 

建設仮勘定 4,867 4,045 

有形固定資産合計 ※1  24,835 ※1  30,032 

無形固定資産 155 136 

投資その他の資産   

投資有価証券 ※2  10,856 ※2  12,832 

長期貸付金 1,579 285 

繰延税金資産 204 117 

その他 1,833 1,391 

貸倒引当金 △63 △59 

投資その他の資産合計 14,410 14,567 

固定資産合計 39,401 44,736 

資産合計 81,505 89,288 
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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 11,021 12,893 

短期借入金 30 30 

1年内返済予定の長期借入金 313 313 

未払法人税等 252 1,433 

賞与引当金 1,219 1,012 

役員賞与引当金 57 77 

製品保証引当金 182 174 

その他 4,017 2,840 

流動負債合計 17,093 18,775 

固定負債   

長期借入金 336 1,523 

長期未払金 961 961 

繰延税金負債 1,187 2,492 

ＰＣＢ処理引当金 － 38 

その他 113 143 

固定負債合計 2,599 5,159 

負債合計 19,693 23,935 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,610 5,610 

資本剰余金 4,840 4,840 

利益剰余金 50,212 51,648 

自己株式 △1,842 △1,843 

株主資本合計 58,822 60,256 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 202 1,715 

為替換算調整勘定 △1,539 △1,166 

評価・換算差額等合計 △1,336 549 

少数株主持分 4,326 4,547 

純資産合計 61,811 65,352 

負債純資産合計 81,505 89,288 
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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 81,286 71,398 

売上原価 67,174 59,006 

売上総利益 14,112 12,392 

販売費及び一般管理費 ※１  8,510 ※１  7,762 

営業利益 5,601 4,629 

営業外収益   

受取利息 192 153 

受取配当金 230 138 

固定資産賃貸料 106 111 

保険配当金 92 87 

その他 112 158 

営業外収益合計 733 648 

営業外費用   

支払利息 15 10 

有価証券売却損 1 － 

固定資産賃貸費用 20 20 

為替差損 25 365 

その他 12 7 

営業外費用合計 75 403 

経常利益 6,259 4,874 

特別利益   

固定資産売却益 377 16 

投資有価証券売却益 1 10 

その他 0 1 

特別利益合計 379 27 

特別損失   

固定資産除却損 100 66 

減損損失 3 4 

投資有価証券評価損 1,650 370 

ＰＣＢ処理引当金繰入額 － 38 

その他 1 20 

特別損失合計 1,755 499 

税金等調整前当期純利益 4,883 4,403 

法人税、住民税及び事業税 1,619 1,676 

法人税等調整額 238 380 

法人税等合計 1,857 2,057 

少数株主利益 195 194 

当期純利益 2,829 2,151 
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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 5,610 5,610 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 5,610 5,610 

資本剰余金   

前期末残高 4,841 4,840 

当期変動額   

自己株式の処分 0 0 

当期変動額合計 0 0 

当期末残高 4,840 4,840 

利益剰余金   

前期末残高 48,101 50,212 

当期変動額   

剰余金の配当 △718 △714 

連結子会社増加による利益剰余金の減少額 － △1 

当期純利益 2,829 2,151 

当期変動額合計 2,111 1,435 

当期末残高 50,212 51,648 

自己株式   

前期末残高 △1,585 △1,842 

当期変動額   

自己株式の取得 △257 △1 

自己株式の処分 1 0 

当期変動額合計 △256 △1 

当期末残高 △1,842 △1,843 

株主資本合計   

前期末残高 56,968 58,822 

当期変動額   

剰余金の配当 △718 △714 

当期純利益 2,829 2,151 

自己株式の取得 △257 △1 

自己株式の処分 0 0 

連結子会社増加による利益剰余金の減少額 － △1 

当期変動額合計 1,854 1,434 

当期末残高 58,822 60,256 

東プレ㈱（5975）　平成22年3月期　決算短信

12



(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 1,030 202 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △828 1,513 

当期変動額合計 △828 1,513 

当期末残高 202 1,715 

為替換算調整勘定   

前期末残高 400 △1,539 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,939 372 

当期変動額合計 △1,939 372 

当期末残高 △1,539 △1,166 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 1,431 △1,336 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,768 1,885 

当期変動額合計 △2,768 1,885 

当期末残高 △1,336 549 

少数株主持分   

前期末残高 4,234 4,326 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 92 221 

当期変動額合計 92 221 

当期末残高 4,326 4,547 

純資産合計   

前期末残高 62,633 61,811 

当期変動額   

剰余金の配当 △718 △714 

当期純利益 2,829 2,151 

自己株式の取得 △257 △1 

自己株式の処分 0 0 

連結子会社増加による利益剰余金の減少額 － △1 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,676 2,106 

当期変動額合計 △822 3,541 

当期末残高 61,811 65,352 
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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 4,883 4,403 

減価償却費 6,768 6,534 

減損損失 3 4 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △28 △3 

賞与引当金の増減額（△は減少） 21 △206 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △23 20 

製品保証引当金の増減額（△は減少） △13 △8 

ＰＣＢ処理引当金の増減額(△は減少) － 38 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1,030 － 

前払年金費用の増減額（△は増加） 163 470 

受取利息 △192 △153 

受取配当金 △230 △138 

支払利息 15 10 

為替差損益（△は益） 46 298 

有価証券売却損益（△は益） △15 － 

投資有価証券売却損益（△は益） △1 △10 

投資有価証券評価損益（△は益） 1,650 370 

固定資産売却損益（△は益） △377 △16 

固定資産除却損 100 66 

売上債権の増減額（△は増加） 5,236 △2,760 

仕入債務の増減額（△は減少） △4,330 1,858 

たな卸資産の増減額（△は増加） 266 805 

未払消費税等の増減額（△は減少） △144 2 

その他の資産の増減額（△は増加） 1,030 △580 

その他の負債の増減額（△は減少） 1,223 △108 

その他 48 15 

小計 15,069 10,912 

利息及び配当金の受取額 342 229 

利息の支払額 △3 △10 

法人税等の支払額 △2,101 △582 

営業活動によるキャッシュ・フロー 13,307 10,548 
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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) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △103 △1,697 

定期預金の払戻による収入 600 － 

有価証券の取得による支出 △1,891 △3,795 

有価証券の売却による収入 2,350 1,794 

投資有価証券の取得による支出 △3,090 △1,391 

投資有価証券の売却及び償還による収入 612 1,042 

信託受益権の取得による支出 － △400 

信託受益権の償還による収入 114 － 

有形固定資産の取得による支出 △6,193 △11,417 

有形固定資産の売却による収入 594 86 

無形固定資産の取得による支出 △21 △6 

貸付けによる支出 △995 △49 

貸付金の回収による収入 101 79 

敷金及び保証金の差入による支出 △7 △49 

敷金及び保証金の回収による収入 23 12 

その他の支出 △20 △7 

その他の収入 24 101 

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,904 △15,698 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 △60 △60 

短期借入れによる収入 60 60 

長期借入金の返済による支出 △314 △313 

長期借入れによる収入 － 1,500 

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △7 △37 

自己株式の取得による支出 △257 △1 

自己株式の売却による収入 0 0 

配当金の支払額 △718 △713 

少数株主への配当金の支払額 △50 △50 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,347 383 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △260 27 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,794 △4,738 

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 96 

現金及び現金同等物の期首残高 13,632 17,426 

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  17,426 ※1  12,785 
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該当事項はありません。 

  

  

(5)【継続企業の前提に関する注記】

(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】 

 

１．連結の範囲に関する事項

  連結した子会社は次のとおり8社であります。

    東京メタルパック株式会社

    東プレ岐阜株式会社

    トップ工業株式会社

        トプレック株式会社

        東邦興産株式会社

    東プレ九州株式会社

    Topre America Corporation

    東プレ埼玉株式会社

前連結会計年度において非連結子会社であった東プレ埼玉株式会社は、重要性が増したことにより当
連結会計年度より連結の範囲に含めております。
非連結子会社は４社であり、非連結子会社の資産、売上高、当期純利益及び剰余金の観点からみてい
ずれもそれぞれ小規模であり、全体としても連結財務諸表に重要な影響を及ぼさないため除外してあ
ります。

２．持分法の適用に関する事項

持分法を適用していない非連結子会社（４社）及び関連会社（１社）に対する投資については、対象
会社の持分に見合う当期純損益の合計額が連結損益及び連結剰余金に及ぼす影響が軽微であり、かつ
全体としても重要性がないため、持分法を適用せず原価法によっております。

    

３．連結子会社の決算日に関する事項

連結子会社のうち、Topre America Corporationの決算日は、12月31日であります。
連結財務諸表の作成に当たっては、同決算日現在の財務諸表を使用しております。ただし、１月１日
から連結決算日３月31日までの期間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行ってお
ります。

４．会計処理基準に関する事項

 （１）重要な資産の評価基準及び評価方法

  ① 有価証券

     その他有価証券

     時価のあるもの

      決算期末日の市場価格等に基づく時価法

      （評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定）

     時価のないもの

      移動平均法による原価法及び償却原価法
  ② 棚卸資産

通常の販売目的で保有する棚卸資産

     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。

     商品、製品、仕掛品

        総平均法、個別法

     原材料、貯蔵品

        先入先出法
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 （２）重要な減価償却資産の減価償却の方法

  ①  有形固定資産（リース資産を除く）
 定率法によっております。
ただし、平成10年４月１日以降取得した建物（建物附属設備は除く）については、定額法によ
っております。
また、当社及び国内連結子会社は、平成19年３月31日以前に取得したものについては、償却可
能限度額まで償却が終了した翌年から５年間で均等償却する方法によっております。

  ② 無形固定資産

 定額法によっております。

ただし、ソフトウェアについては、社内の利用可能期間（５年）に基づく定額法によっており
ます。

  ③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する方法によっております。
なお、当社及び国内連結子会社は、リース取引会計基準の改正適用初年度開始前(平成20年３月
31日以前)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を採用しております。

 （３）重要な引当金の計上基準

  ① 貸倒引当金

債権の貸倒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検討し、回収不能見込額を計上しております。

  ② 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため支給見込額基準により計上しております。

  ③ 役員賞与引当金

当社及び国内連結子会社は役員賞与の支出に備えて、当連結会計年度における支給見込額に基づき
計上しております。

  ④ 製品保証引当金

製品売上物件に係る瑕疵担保等の費用に備えるため、過去の実績に基づき保証費用見込額を計上し
ております。

  ⑤ 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に
基づき、当連結会計年度末において発生していると認められる額を計上しております。
過去勤務債務については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定
の年数（10年）による按分額を、費用処理しております。
数理計算上の差異については、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（10年）
による按分額を、それぞれ発生の翌期より費用処理することとしております。

⑥ ＰＣＢ処理引当金
保管するＰＣＢ廃棄物等の処理費用の支出に備えるため、合理的に見積もることができる費用に
ついて、今後発生が見込まれる金額を計上しております。

 （４）重要なヘッジ会計の方法

  ①  ヘッジ会計の方法
金利スワップ取引は金利スワップの特例処理の要件を満たすものであり、特例処理によっておりま
す。

  ②  ヘッジ手段とヘッジ取引対象

ヘッジ手段・・・金利スワップ取引

ヘッジ対象・・・特定借入金の支払金利

  ③  ヘッジ方針

金利変動による借入債務の損失可能性を減殺する目的で行なっております。

  ④  ヘッジ有効性の評価の方法
ヘッジ手段の想定元本とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、かつ、ヘッジ開始時及びそ
の後も継続してキャッシュ・フロー変動を完全に相殺するものと想定することができるため、ヘッ
ジ有効性の判断は省略しております。

 （５）その他連結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。
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【会計方針の変更】 

 
  

  

 
  

  

 
  

５．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、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短期的な投資からなっております。

(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】 
 

①「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その３）の適用

当社及び国内連結子会社は、当連結会計年度より、「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その
３）（企業会計基準第19号 平成20年7月31日）を適用しております。 
なお、これによる損益へ与える影響はありません。

【表示方法の変更】

（連結貸借対照表）
前連結会計年度において流動資産の「その他」に含めておりました「金銭債権信託受益権」（前連結
会計年度4,000百万円）については、当連結会計年度より区分して表示しております。

(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日)

当連結会計年度 
(平成22年３月31日)

 

 

※１ 有形固定資産減価償却累計額

82,441百万円

※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。

投資有価証券(株式) 230百万円

 ３ 偶発債務
  (１)保証債務

下記の会社の仕入債務に対し債務保証を行って
おります。

Eagle Wings Industries,Inc.7百万円

  (２)              ─────
             

 

 

※１ 有形固定資産減価償却累計額

86,480百万円

※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。

投資有価証券(株式) 458百万円

 ３ 偶発債務
  (１)保証債務

下記の会社の仕入債務に対し債務保証を行って
おります。

Eagle Wings Industries,Inc.4百万円

   (２)その他
当社は、平成18年３月期から平成21年３月期ま
での４連結会計年度について、東京国税局によ
る移転価格税制に係る調査を受けております。
調査は現在継続中であり、現時点においては、
当社の財政状態及び経営成績に対する影響を合
理的に見積もることは困難であることから、当
該事象による影響は当連結会計年度の連結財務
諸表には反映されておりません。

(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と金額は次 

    のとおりである。

従業員給料手当 2,195百万円

荷造運搬費 1,600百万円

減価償却費 333百万円
 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目と金額は次

    のとおりである。

従業員給料手当 2,196百万円

荷造運搬費 1,261百万円

減価償却費 351百万円
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前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

１ 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337千株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加319千株、単

元未満株式の買取りによる増加18千株であります。 

２ 普通株式の自己株式の株数の減少１千株は、単元未満株式の売渡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連結会計年度となるもの 

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度末 
株式数(千株)

当連結会計年度増加 
株式数(千株)

当連結会計年度減少 
株式数(千株)

当連結会計年度末 
株式数(千株)

発行済株式

 普通株式 54,021 ― ― 54,021

合計 54,021 ― ― 54,021

自己株式

 普通株式 
 (注)１、２

2,585 337 1 2,922

合計 2,585 337 1 2,922

(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26日 
定時株主総会

普通株式 358 7.00平成20年３月31日 平成20年６月27日

平成20年11月13日 
取締役会

普通株式 359 7.00 平成20年９月30日 平成20年12月５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25日 
定時株主総会

普通株式 356 利益剰余金 7.00 平成21年３月31日 平成21年６月26日
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当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
(注) １ 普通株式の自己株式の株式数の増加2千株は、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数の減少0千株は、単元未満株式の売渡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連結会計年度となるもの 

 
  

  

 
  

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 54,021 ― ― 54,021

合計 54,021 ― ― 54,021

自己株式

 普通株式 
 (注)１、２

2,922 2 0 2,924

合計 2,922 2 0 2,924

(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25日 
定時株主総会

普通株式 356 7.00平成21年３月31日 平成21年６月26日

平成21年11月10日 
取締役会

普通株式 357 7.00 平成21年９月30日 平成21年12月 4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22年６月25日 
定時株主総会

普通株式 356利益剰余金
 

7.00 
 
平成22年３月31日 平成22年６月28日

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照 

   表に掲記されている科目の金額との関係

(平成21年３月31日)

現金及び預金 8,832百万円

有価証券 7,385百万円

金銭債権信託受益権 4,000百万円

償還期間が３ヶ月を超える 
有価証券等

△2,790百万円

現金及び現金同等物 17,426百万円
 

 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照

    表に掲記されている科目の金額との関係

(平成22年３月31日)

現金及び預金 7,956百万円

有価証券 7,329百万円

金銭債権信託受益権 4,900百万円

償還期間が３ヶ月を超える 
有価証券等

△7,400百万円

現金及び現金同等物 12,785百万円
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前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

  

 
  

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) 

  

 
  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

プレス関連 
製品事業 
(百万円)

非プレス関連 
製品事業 
(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

45,932 35,353 81,286― 81,286

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

1,232 2,512 3,744 (3,744)―

計 47,165 37,865 85,031 (3,744) 81,286

  営業費用 42,557 36,872 79,429 (3,744) 75,684

  営業利益 4,608 993 5,601 ― 5,601

Ⅱ 資産、減価償却費及び 
  資本的支出

  資産 49,301 32,203 81,505 ― 81,505

  減価償却費 6,161 606 6,768 ― 6,768

  資本的支出 6,242 612 6,854 ― 6,854

プレス関連 
製品事業 
(百万円)

非プレス関連 
製品事業 
(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

39,071 32,327 71,398― 71,398

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

627 2,057 2,684 (2,684)―

計 39,698 34,384 74,083 (2,684) 71,398

  営業費用 36,466 32,986 69,453 (2,684) 66,768

  営業利益 3,232 1,397 4,629 ― 4,629

Ⅱ 資産、減価償却費及び 
  資本的支出

  資産 57,329 31,958 89,288 ― 89,288

  減価償却費 5,944 589 6,534 ― 6,534

  資本的支出 10,133 849 10,983 ― 10,983
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(注) １ 事業区分の方法 

当社は事業区分を、製品の種類・性質の類似性を考慮し、プレス関連製品の事業と非プレス関連製品の事業

とにセグメンテーションしております。 

２ 各事業区分の主要製品 

  

 
  

  

    

  

    

  

  

事業区分 売上区分 主要製品

プレス関連製品事業

プレス製品

 自動車関連 自動車用プレス部品

 非自動車 事務機器用部品他

金型他
プレス用金型 
樹脂金型・治具

非プレス関連製品事業

冷凍車等・空調機器
冷凍コンテナー・冷凍装置 
バブコン・送風機・クリーンルーム用機器 
住宅用換気システム

その他

運送事業、表面処理事業 
キーボード 
カードリーダー・伝票用プリンター 
センサー・タッチパネル
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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 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の地域に属する国又は地域の内訳は次の通りであります。 

北米……米国 

  

  

２ 所在地別セグメント情報

日本 
(百万円)

北米 
(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

67,765 13,520 81,286 ― 81,286

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

2,325 ― 2,325 (2,325) ―

計 70,091 13,520 83,611 (2,325) 81,286

  営業費用 66,447 11,562 78,010 (2,325) 75,684

  営業利益 3,643 1,958 5,601 ― 5,601

Ⅱ 資産 70,720 10,784 81,505 ― 81,505

日本 
(百万円)

北米 
(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

62,070 9,327 71,398 ― 71,398

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

1,345 ― 1,345 (1,345)―

計 63,416 9,327 72,744 (1,345) 71,398

  営業費用 59,451 8,663 68,114 (1,345) 66,768

  営業利益 3,965 664 4,629 ― 4,629

Ⅱ 資産 78,665 10,622 89,288 ― 89,288
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リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職
給付、ストック・オプション等、企業結合等、資産除去債務、賃貸等不動産に関する注記事項につ
いては、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

  

 
  

該当事項はありません。 

  

(開示の省略) 

(１株当たり情報)

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株当たり純資産額 1,124.97円 1,189.99円

１株当たり当期純利益金額 55.14円 42.11円

潜在株式調整後１株当たり当期純利
益金額

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

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

１株当たり当期純利益金額の算定上
の基礎
 連結損益計算書上の当期純利益

2,829百万円
 普通株式に係る当期純利益

2,829百万円

 普通株式の期中平均株式数
51,322,424株

１株当たり当期純利益金額の算定上
の基礎
 連結損益計算書上の当期純利益

2,151百万円
 普通株式に係る当期純利益

2,151百万円
 普通株式の期中平均株式数

51,098,427株

(重要な後発事象)
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5.【個別財務諸表】 
(1)【貸借対照表】 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,477 2,525 

受取手形 649 434 

売掛金 13,724 15,591 

有価証券 5,185 5,594 

金銭債権信託受益権 1,500 1,900 

商品及び製品 215 198 

仕掛品 1,030 1,052 

原材料及び貯蔵品 703 666 

前払費用 35 36 

繰延税金資産 583 529 

未収入金 1,037 1,560 

その他 499 672 

流動資産合計 27,642 30,760 

固定資産   

有形固定資産   

建物 7,565 7,559 

減価償却累計額 △5,602 △5,691 

建物（純額） 1,962 1,867 

構築物 1,386 1,388 

減価償却累計額 △1,130 △1,145 

構築物（純額） 256 243 

機械及び装置 13,787 14,278 

減価償却累計額 △11,196 △11,668 

機械及び装置（純額） 2,591 2,610 

車両運搬具 207 201 

減価償却累計額 △144 △155 

車両運搬具（純額） 62 46 

工具、器具及び備品 51,741 53,297 

減価償却累計額 △49,378 △50,513 

工具、器具及び備品（純額） 2,362 2,784 

土地 2,402 2,429 

リース資産 20 39 

減価償却累計額 △2 △10 

リース資産（純額） 17 28 

建設仮勘定 3,050 2,519 

有形固定資産合計 12,705 12,529 

無形固定資産   

借地権 73 73 

ソフトウエア 33 23 

施設利用権 10 12 

無形固定資産合計 117 110 
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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) 

投資その他の資産   

投資有価証券 8,162 10,116 

関係会社株式 3,355 3,683 

出資金 1 1 

従業員に対する長期貸付金 81 77 

関係会社長期貸付金 6,090 6,346 

破産更生債権等 1 1 

長期前払費用 14 6 

差入保証金 64 63 

前払年金費用 903 560 

その他 203 201 

貸倒引当金 △48 △47 

投資その他の資産合計 18,830 21,012 

固定資産合計 31,654 33,651 

資産合計 59,296 64,412 

負債の部   

流動負債   

支払手形 4,991 5,055 

買掛金 3,647 5,706 

1年内返済予定の長期借入金 300 300 

リース債務 4 8 

未払金 172 92 

未払法人税等 26 987 

未払消費税等 129 175 

未払費用 950 956 

前受金 43 102 

預り金 3,097 3,115 

賞与引当金 859 676 

役員賞与引当金 13 33 

製品保証引当金 170 165 

設備関係支払手形 764 173 

その他 315 9 

流動負債合計 15,485 17,558 

固定負債   

長期借入金 300 － 

リース債務 13 21 

長期未払金 376 376 

繰延税金負債 607 1,495 

ＰＣＢ処理引当金 － 38 

長期預り金 24 28 

固定負債合計 1,322 1,961 

負債合計 16,808 19,519 
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,610 5,610 

資本準備金 4,705 4,705 

その他資本剰余金 1 1 

資本剰余金合計 4,707 4,707 

利益剰余金   

利益準備金 1,197 1,197 

その他利益剰余金   

配当準備積立金 400 400 

土地圧縮積立金 458 458 

別途積立金 18,914 18,914 

繰越利益剰余金 14,088 15,072 

利益剰余金合計 35,058 36,042 

自己株式 △3,192 △3,193 

株主資本合計 42,183 43,166 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 304 1,726 

評価・換算差額等合計 304 1,726 

純資産合計 42,488 44,892 

負債純資産合計 59,296 64,412 
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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 52,929 47,808 

商品売上高 4,779 3,591 

売上高合計 57,709 51,400 

売上原価   

製品期首たな卸高 234 215 

当期商品仕入高 4,038 3,027 

当期製品製造原価 47,403 41,742 

合計 51,677 44,985 

製品期末たな卸高 215 198 

売上原価合計 51,461 44,786 

売上総利益 6,247 6,614 

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 1,220 976 

広告宣伝費 112 87 

貸倒引当金繰入額 8 － 

役員報酬 221 225 

給料及び手当 962 960 

賞与及び手当 236 165 

賞与引当金繰入額 123 97 

役員賞与引当金繰入額 13 33 

法定福利費 196 183 

福利厚生費 123 122 

退職給付費用 79 125 

役員退職慰労引当金繰入額 7 － 

旅費及び交通費 166 136 

通信費 40 34 

水道光熱費 16 12 

消耗品費 125 79 

租税公課 31 17 

不動産賃借料 90 91 

減価償却費 76 84 

修繕費 11 33 

保険料 7 7 

交際費 36 20 

研究費 328 215 

雑費 244 217 

その他 39 39 

販売費及び一般管理費合計 4,520 3,969 

営業利益 1,727 2,644 
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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) 

営業外収益   

受取利息 236 239 

有価証券利息 34 63 

受取配当金 308 352 

固定資産賃貸料 300 268 

為替差益 7 － 

雑収入 133 133 

営業外収益合計 1,022 1,058 

営業外費用   

支払利息 13 8 

固定資産賃貸費用 70 64 

為替差損 － 361 

雑損失 7 7 

営業外費用合計 91 441 

経常利益 2,658 3,261 

特別利益   

固定資産売却益 364 1 

貸倒引当金戻入額 － 1 

特別利益合計 364 2 

特別損失   

固定資産除却損 76 55 

減損損失 3 4 

投資有価証券評価損 1,380 335 

ＰＣＢ処理引当金繰入額 － 38 

その他 － 3 

特別損失合計 1,460 437 

税引前当期純利益 1,561 2,827 

法人税、住民税及び事業税 413 1,173 

法人税等調整額 119 △45 

法人税等合計 533 1,127 

当期純利益 1,028 1,699 
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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 5,610 5,610 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 5,610 5,610 

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 4,705 4,705 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 4,705 4,705 

その他資本剰余金   

前期末残高 2 1 

当期変動額   

自己株式の処分 0 0 

当期変動額合計 0 0 

当期末残高 1 1 

資本剰余金合計   

前期末残高 4,707 4,707 

当期変動額   

自己株式の処分 0 0 

当期変動額合計 0 0 

当期末残高 4,707 4,707 

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 1,197 1,197 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,197 1,197 

その他利益剰余金   

配当準備積立金   

前期末残高 400 400 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 400 400 

退職慰労積立金   

前期末残高 200 － 

当期変動額   

退職慰労積立金の取崩 △200 － 

当期変動額合計 △200 － 

当期末残高 － － 
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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) 

土地圧縮積立金   

前期末残高 292 458 

当期変動額   

土地圧縮積立金の積立 165 － 

当期変動額合計 165 － 

当期末残高 458 458 

別途積立金   

前期末残高 18,914 18,914 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 18,914 18,914 

繰越利益剰余金   

前期末残高 13,745 14,088 

当期変動額   

退職慰労積立金の取崩 200 － 

土地圧縮積立金の積立 △165 － 

剰余金の配当 △720 △715 

当期純利益 1,028 1,699 

当期変動額合計 342 984 

当期末残高 14,088 15,072 

利益剰余金合計   

前期末残高 34,749 35,058 

当期変動額   

剰余金の配当 △720 △715 

当期純利益 1,028 1,699 

当期変動額合計 308 984 

当期末残高 35,058 36,042 

自己株式   

前期末残高 △2,935 △3,192 

当期変動額   

自己株式の取得 △257 △1 

自己株式の処分 1 0 

当期変動額合計 △256 △1 

当期末残高 △3,192 △3,193 

株主資本合計   

前期末残高 42,132 42,183 

当期変動額   

剰余金の配当 △720 △715 

当期純利益 1,028 1,699 

自己株式の取得 △257 △1 

自己株式の処分 0 0 

当期変動額合計 51 982 

当期末残高 42,183 43,166 
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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 1,059 304 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △755 1,421 

当期変動額合計 △755 1,421 

当期末残高 304 1,726 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 1,059 304 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △755 1,421 

当期変動額合計 △755 1,421 

当期末残高 304 1,726 

純資産合計   

前期末残高 43,192 42,488 

当期変動額   

剰余金の配当 △720 △715 

当期純利益 1,028 1,699 

自己株式の取得 △257 △1 

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） △755 1,421 

当期変動額合計 △704 2,404 

当期末残高 42,488 44,892 
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該当事項はありません。 

(4)【継続企業の前提に関する注記】
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