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1.  22年3月期の連結業績（平成21年3月21日～平成22年3月20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 4,832 △40.1 410 △70.0 316 △75.1 155 △79.2

21年3月期 8,070 9.2 1,369 1.3 1,268 4.1 749 8.2

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
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 9.79 ― 3.3 3.2 8.5
21年3月期 47.03 ― 17.2 11.7 17.0

（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 8,777 4,723 53.8 296.84
21年3月期 10,782 4,669 43.3 293.30

（参考） 自己資本   22年3月期  4,723百万円 21年3月期  4,669百万円

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 445 △15 △329 1,266
21年3月期 509 △867 △322 1,177

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 ― 0.00 ― 5.00 5.00 79 10.6 1.8
22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 ― ―

23年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年3月21日～平成23年3月20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

1,400 △53.8 △180 ― △225 ― △235 ― △14.76

通期 2,800 △42.1 △360 ― △450 ― △470 ― △29.53
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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） 

（注）詳細は、13ページ以降の「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」及び17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） 

（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、26ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 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 16,000,000株 21年3月期 16,000,000株

② 期末自己株式数 22年3月期  87,919株 21年3月期  78,835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3月21日～平成22年3月20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 4,685 △40.7 509 △61.0 425 △65.0 210 △70.6

21年3月期 7,898 14.8 1,307 16.7 1,217 20.5 716 26.1

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 13.23 ―

21年3月期 44.96 ―

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 8,571 4,555 53.1 286.28
21年3月期 10,530 4,423 42.0 277.84

（参考） 自己資本 22年3月期  4,555百万円 21年3月期  4,423百万円

※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の見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいて 
おり、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想の御利用にあたっての注意事項等につ
いては、３ページ「１．経営成績（1）経営成績に関する分析」をご覧下さい。 
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（1）経営成績に関する分析 

当連結会計年度におけるわが国経済は、国内外の経済対策により景気持ち直しの動きが出てきたものの、景気

の自律的回復力はなお弱く、民間設備投資が低調に推移するなど、過去に経験のない厳しい状況が続いていま

す。 

 工作機械業界におきましても、期後半から一部に改善が見られるものの、特に大型工作機械部門におきまして

は、新規受注が激減し、未だ回復の兆しが見えておりません。当社グループの主力である一般機械事業の主要製

品である横中ぐりフライス盤の受注・販売におきましては、国内外とも非常に厳しい状況が続いています。 

 このような情勢の中、当社グループは、既受注分のキャンセル防止と確実な出荷に注力し、売上を確保すると

ともに、徹底した経費削減に努めてまいりました。しかしながら、需要の減退に歯止めがかからず、売上高は前

連結会計年度に比べ３２億３千７百万円減収の４８億３千２百万円（前連結会計年度比４０.１％減）となりまし

た。 

 利益面では、売上高の大幅な減少により、経常利益は３億１千６百万円（同７５．１％減）、当期純利益は１

億５千５百万円（同７９．２％減）と前連結会計年度に比べ大幅な減益となりました。 

  

事業のセグメントの業績は、次のとおりであります。 

[一般機械事業] 

 市況が国内外とも低迷する中、主力の横中ぐりフライス盤及び産業機械の既受注分の出荷に注力しました。こ

の結果、売上高は４６億２千４百万円(前連結会計年度比４０．５％減）となりました。営業利益は６億３千２百

万円（同５９．１％減）となりました。  

[情報機器事業] 

 ＣＡＤ／ＣＡＭは、主要販売先の自動車関連金型メーカーの不振により、低調でした。この結果、売上高は２

億８百万円(同３１．０％減）、営業損失は０百万円（前連結会計年度は営業利益２千４百万円）となりました。

  

所在地別のセグメントの業績は、次のとおりです。 

[日本] 

 景気回復が遅れ、厳しい状況の中、低調に推移しましたが、主力の横中ぐりフライス盤及び産業機械の既受注

分の出荷に注力しました。この結果、売上高は４５億１千８百万円(前連結会計年度比３４.６％減）と前連結会

計年度に比べ２３億９千万円の減収となりました。営業利益は６億９千８百万円（同５３．７％減）と前連結会

計年度に比べ８億９百万円の減益となりました。 

[米国] 

 米国子会社の横中ぐりフライス盤の販売が低調でした。この結果、売上高は３億１千３百万円（同７２．９％

減）と前連結会計年度に比べ８億４千６百万円の減収となりました。営業損失は６千５百万円（前連結会計年度

は営業利益６千５百万円）となりました。 

  

次期の見通しにつきましては、景気の自律的回復力の弱さや低調な民間設備投資の継続が予想されることか

ら、先行きは不透明な状況にあります。 

 工作機械業界におきましても、世界各国の経済対策に期待するものの、特に当社グループの主力の大型機種に

つきましては、引き続き内需、外需ともに低迷が続くものと思われます。 

 これからも販路拡大、新機種投入、商品のレベルアップを進めてまいりますが、受注の伸び悩みが大きく懸念

されることから、減産の継続も予定しております。この結果、売上高は４２.１％減収の２８億円を見込んでおり

ます。利益面では、売上の減少により営業損失３億６千万円、経常損失４億５千万円、当期純損失４億７千万円

と大幅な減益を予想しております。なお、為替レートは１米ドル９０円を前提としております。 

 上記予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予想であり、実際の業績は今後様々な要因によ

って、大きく異なる場合があることをご承知おきください。  

(2）財政状態に関する分析 

    ①資産・負債及び純資産の状況 

  当連結会計年度末の資産につきましては、前連結会計年度末に比べ、受取手形及び売掛金が１６億４千万円減

少、有形固定資産が３億２千３百万円減少したことなどにより、２０億５百万円減少いたしました。 

  負債につきましては、前連結会計年度末に比べ、支払手形及び買掛金が９億２千万円、前受金が３億６千３百万

円、未払法人税等が３億１千３百万円、長期借入金が２億３千３百万円減少したことなどにより、２０億５千８百

万円の減少となりました。 

  純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ、利益剰余金の増加等により、５千３百万円の増加となりまし

た。自己資本比率は、５３．８％と、１０．５ポイント増となっております。 

１．経営成績
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②キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」）は、仕入れ債務の減や法人税等の支

払等があったものの売上債権の減少等により、当連結会計年度末の資金残高は前連結会計年度末に比べ、８千８百

万円増加し、１２億６千６百万円となりました。  

(営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動により得られた資金は４億４千５百万円（前連結会計年度比６千４百万円減）となりました。これは主

に売上債権の減少によるものであります。 

 

(投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動により支出した資金は１千５百万円（同８億５千２百万円減）となりました。これは主に有形・無形固

定資産の取得による支出が減少したことによるものです。 

 

(財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動により支出した資金は３億２千９百万円（同７百万円増）となりました。これは主に長期借入金の返済

を進めたことによるものです。 

 

(参考)キャッシュ・フロー関連指標の推移 

（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／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 

１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後)により算出しております。 

３．営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用

しております。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すべて

の負債を対象としております。利払いは、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 

当社グループは株主の皆様に対する利益還元を経営上の重要課題と認識し、将来の事業展開に備えた経営基盤の

強化を図りつつ、業績の向上に努めることを基本方針としております。 

 配当決定に際しましては、「中長期的経営戦略」のもと、収益状況、企業体質、配当性向等を総合的に勘案し、

決定していく方針であります。 

 また、内部留保資金につきましては、生産・販売体制の整備及び強化等への投資に備えると共に、財務体質の改

善に努める所存であります。 

 なお、当期の配当金につきましては、操業維持も厳しいほどに受注が大幅に減少し、今後の収益見通しも不透明

感が強いため見送らせていただきます。 

 また、次期の配当につきましても、大幅な減収、減益となり損失計上にいたると予想しておりますため、現時点

では配当を見送らせていただきたいと考えております。  

  

  

  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（％）  37.0  36.8  43.3  53.8

 時価ベースの 

 自己資本比率（％） 
 53.4  29.4  17.4  19.2

 キャッシュ・フロー対有利 

 子負債比率(年） 
 3.4  3.7  5.1  5.3

 インタレスト・ 

 カバレッジ・レシオ（倍） 
 12.4  17.3  10.5  11.0
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当社グループは、平成２１年６月にメンテナンスを業務とするクラキサービス株式会社を設立いたしました。 

これにより当社グループは、当社、連結子会社２社と非連結子会社１社で構成され、一般機械、情報機器の製造・

販売を主たる業務としております。 

当社グループが営んでいる主な事業内容と、当社及び子会社３社の位置づけは、次のとおりであります。 

(1)一般機械事業 

当社は、工作機械、産業機械の製造、販売並びにこれらに附帯する据付、保守等を行っております。 

クラキアメリカコーポレーションは、当社から工作機械を購入し、米国を中心に販売並びに据付、保守、アフ

ターサービス等を行っております。 

上海倉機商貿有限公司は、中国において当社の工作機械の代行販売並びに据付、保守、アフターサービス等を

行っております。 

クラキサービス株式会社は、主として日本国内において当社の工作機械の据付、保守、アフターサービス、部

品販売等を行っております。 

(2)情報機器事業 

当社は、情報処理システムの政策、販売並びにこれらに附帯する保守、アフターサービス等を行っておりま

す。 

  

〔事業系統図〕 

 以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 

 

 (1)会社の経営の基本方針 

  平成19年３月期決算短信(平成19年４月25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

しております。 

 当該決算短信は、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.kuraki.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 

２．企業集団の状況

３．経営方針
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(2)目標とする経営指標 

  当社は平成22年３月期において業容拡大を目標とし連結売上高９４億円、経常利益１３億円を達成することを中期

事業目標としてきましたが、今般の未曾有の経済危機にあって、当目標を先送りし、「非常事態宣言」を発しまし

た。当面は、「信頼ある商品とスピーディーなサービス」「全社一丸、フレキシブルな発想と行動」により、世界的

不況を乗り越え、企業としての存続及び黒字確保を目標といたします。 

 当社の一般機械事業、情報機器事業において販路の拡大、新機種投入、商品のレベルアップを進め、生産効率向上

により、安定的に収益を確保できる体質改善を図り、この非常事態に対処する所存であります。 

  

(3)中長期的な会社の経営戦略  

  平成19年３月期決算短信(平成19年４月25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

しております。 

 （当社ホームページ） 

    http://www.kuraki.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 

 わが国の経済情勢につきましては、一部に景気持ち直しの動きが見られるものの、未だ景気の先行きに不透明感が

強く、依然として経営を取り巻く環境は予断を許さない状況にあります。 

 平成23年３月期におきましては、当社の得意とする大型機種にあっては、これまでに内需、外需とも激減した受注

は今後も低迷が続くことが予想され、財政状態に重要な影響を及ぼすと考えられます。 

 このような情勢の中、当社グループは一般機械事業、情報機器事業において、それぞれ幅広いお客様のニーズに対

応した高い性能・機能を有する製品と信頼性のある技術を提供するとともに、海外子会社のクラキアメリカコーポレ

ーションと上海倉機商貿有限公司及び平成21年６月に設立しました国内子会社のクラキサービス株式会社との連携を

強化し、また、フレキシブルな開発・生産体制の構築と更なるコストダウンにより、一層の財務体質の改善に取り組

む所存であります。 
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年３月20日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,177,997 1,266,050

受取手形及び売掛金 2,547,079 906,248

たな卸資産 1,910,544 －

仕掛品 － 1,650,506

貯蔵品 － 311

繰延税金資産 158,015 98,770

その他 21,457 240,244

貸倒引当金 △4,683 △4,336

流動資産合計 5,810,410 4,157,796

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,365,276 1,264,222

機械装置及び運搬具（純額） 760,433 556,795

土地 2,471,014 2,471,014

その他（純額） 45,006 25,886

有形固定資産合計 4,641,730 4,317,918

無形固定資産 15,417 9,840

投資その他の資産   

繰延税金資産 231,555 206,766

その他 83,263 85,034

投資その他の資産合計 314,818 291,800

固定資産合計 4,971,966 4,619,560

資産合計 10,782,377 8,777,356

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,285,130 364,399

短期借入金 1,189,420 1,172,636

未払法人税等 315,504 1,900

前受金 428,156 64,514

賞与引当金 94,166 41,422

製品保証引当金 44,443 25,633

その他 295,585 202,487

流動負債合計 3,652,406 1,872,993

固定負債   

長期借入金 1,421,456 1,187,780

再評価に係る繰延税金負債 597,897 597,897

退職給付引当金 440,953 395,350

固定負債合計 2,460,306 2,181,027
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年３月20日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月20日) 

負債合計 6,112,712 4,054,020

純資産の部   

株主資本   

資本金 954,000 954,000

利益剰余金 2,913,166 2,989,340

自己株式 △16,261 △17,212

株主資本合計 3,850,904 3,926,128

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 498 2,203

土地再評価差額金 874,755 874,755

為替換算調整勘定 △56,493 △79,750

評価・換算差額等合計 818,760 797,208

純資産合計 4,669,665 4,723,336

負債純資産合計 10,782,377 8,777,356
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（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年３月21日 
 至 平成21年３月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成22年３月20日) 

売上高 8,070,452 4,832,902

売上原価 5,607,467 3,473,041

売上総利益 2,462,985 1,359,861

販売費及び一般管理費 1,093,487 949,474

営業利益 1,369,498 410,386

営業外収益   

受取利息及び配当金 3,022 843

補助金収入 17,377 1,522

裁判勝訴金 14,982 －

作業くず売却益 7,006 875

保険事務手数料 － 1,179

その他 5,070 930

営業外収益合計 47,458 5,351

営業外費用   

支払利息 48,068 41,236

為替差損 44,386 17,281

退職給付会計基準変更時差異の処理額 30,928 30,928

その他 25,101 9,873

営業外費用合計 148,485 99,319

経常利益 1,268,471 316,419

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 3,015

特別利益合計 － 3,015

税金等調整前当期純利益 1,268,471 319,435

法人税、住民税及び事業税 548,719 56,800

過年度法人税等 － 24,822

法人税等調整額 △29,381 82,032

法人税等合計 519,338 163,654

当期純利益 749,133 155,780
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年３月21日 
 至 平成21年３月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成22年３月20日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 954,000 954,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 954,000 954,000

利益剰余金   

前期末残高 2,243,706 2,913,166

当期変動額   

剰余金の配当 △79,673 △79,605

当期純利益 749,133 155,780

当期変動額合計 669,459 76,174

当期末残高 2,913,166 2,989,340

自己株式   

前期末残高 △13,795 △16,261

当期変動額   

自己株式の取得 △2,466 △951

当期変動額合計 △2,466 △951

当期末残高 △16,261 △17,212

株主資本合計   

前期末残高 3,183,911 3,850,904

当期変動額   

剰余金の配当 △79,673 △79,605

当期純利益 749,133 155,780

自己株式の取得 △2,466 △951

当期変動額合計 666,993 75,223

当期末残高 3,850,904 3,926,128

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 3,766 498

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,267 1,704

当期変動額合計 △3,267 1,704

当期末残高 498 2,203

土地再評価差額金   

前期末残高 874,755 874,755

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － －

当期変動額合計 － －

当期末残高 874,755 874,755
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年３月21日 
 至 平成21年３月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成22年３月20日) 

為替換算調整勘定   

前期末残高 △37,583 △56,493

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △18,909 △23,256

当期変動額合計 △18,909 △23,256

当期末残高 △56,493 △79,750

評価・換算差額等合計   

前期末残高 840,938 818,760

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △22,177 △21,552

当期変動額合計 △22,177 △21,552

当期末残高 818,760 797,208

純資産合計   

前期末残高 4,024,849 4,669,665

当期変動額   

剰余金の配当 △79,673 △79,605

当期純利益 749,133 155,780

自己株式の取得 △2,466 △951

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △22,177 △21,552

当期変動額合計 644,815 53,671

当期末残高 4,669,665 4,723,336
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年３月21日 
 至 平成21年３月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成22年３月20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 1,268,471 319,435

減価償却費 383,065 331,792

退職給付引当金の増減額（△は減少） 32,244 △45,602

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,599 △346

受取利息及び受取配当金 △3,022 △1,041

支払利息 48,068 41,236

有形固定資産売却損益（△は益） 245 274

有形固定資産廃棄損 14,659 433

売上債権の増減額（△は増加） △434,414 1,622,569

たな卸資産の増減額（△は増加） △315,971 243,112

仕入債務の増減額（△は減少） 54,488 △886,613

その他 △35,803 △553,281

小計 1,013,632 1,071,968

利息及び配当金の受取額 3,022 1,041

利息の支払額 △48,360 △40,675

法人税等の支払額 △458,525 △586,571

営業活動によるキャッシュ・フロー 509,769 445,763

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形及び無形固定資産の取得による支出 △867,868 △17,844

有形固定資産の売却による収入 30 1,150

その他 △42 1,287

投資活動によるキャッシュ・フロー △867,881 △15,405

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） 100,000 －

長期借入金の返済による支出 △340,620 △250,460

自己株式の取得による支出 △2,466 △951

配当金の支払額 △79,173 △78,523

財務活動によるキャッシュ・フロー △322,260 △329,934

現金及び現金同等物に係る換算差額 △12,077 △12,369

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △692,449 88,053

現金及び現金同等物の期首残高 1,870,447 1,177,997

現金及び現金同等物の期末残高 1,177,997 1,266,050
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 該当事項はありません。 

(5）継続企業の前提に関する注記

(6）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 
前連結会計年度

（自 平成20年３月21日 
至 平成21年３月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年３月21日 
至 平成22年３月20日） 

１．連結の範囲に関する

事項 

連結子会社 １社 

 クラキアメリカコーポレーション 

連結子会社 ２社 

 クラキアメリカコーポレーション 

 クラキサービス株式会社 

なお、クラキサービス株式会社について

は、平成21年６月に新設分割により設立

したことに伴い、当連結会計年度より連

結しております。  

  非連結子会社 １社 

 上海倉機商貿有限公司  

(連結の範囲から除いた理由） 

上記の非連結子会社は、小規模であり、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。 

        同左 

２．持分法の適用に関す

る事項 

持分法適用の非連結子会社及び関連会社はあ

りません。 

また、持分法を適用していない非連結子会社

（上海倉機商貿有限公司）は、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）等からみて、連結財務諸表に重要

な影響を及ぼしていないため、持分法の適用

から除外しております。 

同左 

３．連結子会社の事業年

度等に関する事項 

連結子会社の決算日は２月末日であり、同日

で終了する事業年度の財務諸表を基礎として

連結財務諸表を作成しております。 

なお、同社の決算日後連結決算日までの間に

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。 

連結子会社のクラキアメリカコーポレーシ

ョンの決算日は２月末日であり、同日で終

了する事業年度の財務諸表を基礎として連

結財務諸表を作成しております。 

なお、同社の決算日後連結決算日までの間

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 

ａ．有価証券 

その他有価証券 

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） 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

ａ．有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

   同左 

  時価のないもの 

移動平均法に基づく原価法 

時価のないもの 

同左 

  ｂ．デリバティブ 

時価法 

ｂ．デリバティブ 

同左 
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項目 
前連結会計年度

（自 平成20年３月21日 
至 平成21年３月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年３月21日 
至 平成22年３月20日） 

  ｃ．たな卸資産 

原材料……移動平均法に基づく原価法

製品・仕掛品……主に個別法に基づく

原価法 

ｃ．たな卸資産 

原材料……移動平均法に基づく原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法により算定） 

製品・仕掛品……主に個別法に基づく

原価法（貸借対照表価額は収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法により算

定） 

（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。 

これによる損益に与える影響はあり

ません。  

  (2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

ａ．有形固定資産 

定率法（ただし、建物(建物附属設備

を除く）は定額法） 

海外連結子会社は定額法によっており

ます。 

 なお、主な耐用年数は、以下のとおり

であります。 

建物及び構築物   ７～38年 

機械装置及び運搬具 ４～10年 

（追加情報）  

当社は、法人税法の改正に伴い、平成19

年３月31日以前に取得した有形固定資産

については、改正前の法人税法に基づく

減価償却の方法の適用により取得価額の

５％に達した連結会計年度の翌連結会計

年度より、取得価額の５％相当額と備忘

価額との差額を５年間にわたり均等償却

し、減価償却費に含めて計上しておりま

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25,056

千円減少しております。 

なお、この変更によるセグメント情報に

与える影響は、ほとんどが一般機械事業

に係るもので、情報機器事業に与える影

響は軽微であります。 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

ａ．有形固定資産（リース資産を除く） 

 同左 

  

  

  

なお、主な耐用年数は、以下のとおりで

あります。  

 建物及び構築物   ７～38年 

 機械装置及び運搬具 ４～９年 

（追加情報） 

当社は、法人税法の改正を契機として耐

用年数を見直した結果、有形固定資産の

一部について、耐用年数の変更を行って

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12,038

千円減少しております。 

なお、この変更によるセグメント情報に

与える影響は、すべてが一般機械事業に

係るもので、情報機器事業に与える影響

はありません。  

  ｂ．無形固定資産 

定額法 

 なお、自社利用のソフトウェアは社内

における利用可能期間（５年）に基づ

く定額法、販売目的のものは３年間の

見込販売数量に基づく償却額（残存有

効期間均等配分額以上）を計上する方

法によっております。 

ｂ．無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 
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項目 
前連結会計年度

（自 平成20年３月21日 
至 平成21年３月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年３月21日 
至 平成22年３月20日） 

    ｃ．リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取

引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。

所有権移転外ファイナンス・リース取

引のうち、リース会計基準等適用開始

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）重要な引当金の計上基準 

ａ．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検討し、回

収不能見込額を計上しております。 

(3）重要な引当金の計上基準 

ａ．貸倒引当金 

同左 

  ｂ．賞与引当金 

 従業員賞与の支給に充てるため、支給

見込額に基づき、当連結会計年度負担

額を計上しております。 

ｂ．賞与引当金 

同左 

  ｃ．製品保証引当金 

 製品納入後の保証期間におけるアフタ

ーサービス費等に備えるため、過年度

の実績を勘案した発生見積額を計上し

ております。 

ｃ．製品保証引当金 

同左 

  d．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の

見込額に基づき計上しております。 

なお、会計基準変更時差異459,237千円

については、10年による按分額を費用

処理しております。 

d．退職給付引当金 

同左 

  (4）重要なリース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引については、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理によってお

ります。 

(4）          ――――― 
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項目 
前連結会計年度

（自 平成20年３月21日 
至 平成21年３月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年３月21日 
至 平成22年３月20日） 

  (5）重要なヘッジ会計の方法 

ａ．ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理によっております。 

 なお、為替予約については振当処理の

要件を満たしている場合は振当処理

を、金利スワップについては特例処理

の要件を満たしている場合は特例処理

を採用しております。 

(5）重要なヘッジ会計の方法 

ａ．ヘッジ会計の方法 

同左 

  ｂ．ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 

  為替予約 

  金利スワップ 

ｂ．ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  ヘッジ対象 

  外貨建金銭債権・債務 

  借入金 

  

  ｃ．ヘッジ方針 

 社内管理規程に基づき、為替相場や金

利の市場変動によるリスクを回避する

ためにデリバティブ取引を利用してお

り、投機的のものはありません。 

ｃ．ヘッジ方針 

同左 

  ｄ．ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ手段及び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相場変動

又はキャッシュ・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、ヘッジ有効性の判定は省略して

おります。 

ｄ．ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

  (6）その他連結財務諸表作成のための重要な

事項 

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜き方式によっております。 

(6）その他連結財務諸表作成のための重要な

事項 

消費税等の会計処理 

同左 

５．連結子会社の資産及

び負債の評価に関す

る事項 

連結子会社の資産及び負債の評価について

は、全面時価評価法を採用しております。 

同左 

６．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、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ヵ

月以内に償還期限の到来する短期投資からな

っております。 

同左 
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(7）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年３月21日 
至 平成21年３月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年３月21日 
至 平成22年３月20日） 

       ――――――――――― （連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関

する当面の取扱い） 

当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における在

外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対

応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決

算上必要な修正を行っております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

  

（リース取引に関する会計基準） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、当連結会計年度より、「リース取引

に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年

６月17日 （企業会計審議会第一部会）、平成19年３

月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年

１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、

平成19年３月30日改正））を適用し、通常の売買取引

に係る方法に準じた会計処理によっております。 

なお、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

き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適

用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年３月21日 
至 平成21年３月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年３月21日 
至 平成22年３月20日） 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度まで区分掲記しておりました「設備代支

払手形」（当連結会計年度末残高は8,614千円）は、当

連結会計年度において、負債及び純資産の合計金額の

100分の５以下となったため、流動負債の「支払手形及

び買掛金」に含めて表示することといたしました。 

（連結貸借対照表関係） 

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 

掲記されていたものは、当連結会計年度から「仕掛品」

「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「仕掛品」「貯蔵品」

は、それぞれ1,910,408千円、136千円であります。 

  

（連結損益計算書関係） 

「作業くず売却益」は、前連結会計年度までは、営業外

収益の「その他」に含めて表示しておりましたが、当連

結会計年度において重要性が増したため区分掲記いたし

ました。 

なお、前連結会計年度における「作業くず売却益」の金

額は4,360千円であります。 

（連結損益計算書関係） 

「保険事務手数料」は、前連結会計年度までは、営業外

収益の「その他」に含めて表示しておりましたが、当連

結会計年度において重要性が増したため区分掲記いたし

ました。 

なお、前連結会計年度における「保険事務手数料」の金

額は1,214千円であります。 
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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20日） 

当連結会計年度 
（平成22年３月20日） 

 １ 有形固定資産の減価償却累計額    千円5,176,110  １ 有形固定資産の減価償却累計額    千円5,488,471

 ２ 担保資産  ２ 担保資産 

(1）次の資産を短期借入金 千円及び長期借入金

（１年以内返済予定分を含む。） 千円の

担保として財団抵当に供しております。 

833,000

1,182,476

(1）次の資産を短期借入金 千円及び長期借入金

（１年以内返済予定分を含む。） 千円の

担保として財団抵当に供しております。 

833,000

1,037,536

建物及び構築物     千円1,315,526

機械装置       千円416,632

土地   千円2,232,580

 合計   千円3,964,738

建物及び構築物     千円1,223,895

機械装置       千円300,808

土地   千円2,232,580

 合計   千円3,757,283

(2）次の資産を長期借入金（１年以内返済予定分を含

む。） 千円の担保に供しております。 495,400

(2）次の資産を長期借入金（１年以内返済予定分を含

む。） 千円の担保に供しております。 389,880

建物        千円8,957

土地      千円238,434

合計 千円247,391

建物        千円7,934

土地      千円238,434

合計 千円246,368

 ３ 土地の再評価に関する事項 

 提出会社は、土地の再評価に関する法律（平成10年

３月31日公布法律第34号）に基づき事業用の土地の

再評価を行い、再評価差額金を純資産の部に計上し

ております。 

 ３ 土地の再評価に関する事項 

同左 

（再評価の方法） 

 土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31

日公布政令第119号）第２条第２項に定める近隣の

国土利用計画法施行令（昭和49年政令第387号）第

７条第１項第１号イに規定する基準地について同令

第９条第１項の規定により判定された標準価格に、

時点修正による補正等合理的な調整を行って算出し

ております。 

同左 

  

（再評価を行った年月日）   平成13年３月20日 同左 

（再評価を行った事業用土地の期末における時価と再

評価後の帳簿価額との差額）   千円 △1,131,709

（再評価を行った事業用土地の期末における時価と再

評価後の帳簿価額との差額）   千円 △1,121,503

 ４ 非連結子会社項目  

 非連結子会社に対するものは、次のとおりでありま

す。 

 ４ 非連結子会社項目  

 非連結子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） 34,221千円 投資有価証券（株式） 34,221千円
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前連結会計年度 
（平成21年３月20日） 

当連結会計年度 
（平成22年３月20日） 

 ５ 係争事件  ５       ――――― 

当社は、日本国内の当社代理店１社とともに、ドイ

ツ国内における当社製品の販売代理権を有するHOMA 

Werkseigmaschinen GmbH(旧社名 Gebr.Hoffmann 

Werkzeugmaschinen GmbH）(以下ホーマ社（旧ホフ

マン社）といいます。）との間での係争について、

国際商業会議所仲裁裁判所において、仲裁手続きを

進めておりましたが、審理の結果、平成20年10月17

日付けで、国際商業会議所仲裁裁判所の 終裁定が

下され、勝訴いたしました。  

(裁定の内容） 

・ホーマ社（旧ホフマン社）の請求は全面棄却 

・ホーマ社（旧ホフマン社）は当社に対して当社が

被った逸失利益（金利を含む）及び訴訟費用（合計

320千ユーロ（約48百万円））を支払う。 

当社は同社に対し、賠償額の請求を行い速やかに裁

定に従うよう要求してまいりましたが、同社の支払

能力等を勘案し、訴訟費用を含めた当社への賠償額

を195千ユーロ（約29百万円）に減額することに同

意し、平成20年11月14日までに全額入金いたしまし

た。 訴訟費用当社負担分との差額14,982千円を営

業外収益の裁判勝訴金として計上しております。 

  

 ６ 連結会計年度末日満期手形         ６ 連結会計年度末日満期手形        

   連結会計年度末日満期手形の会計処理については、

手形交換日をもって決済処理をしております。  

なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であっ

たため、次の連結会計年度末日満期手形が連結会計

年度末残高に含まれております。 

   連結会計年度末日満期手形の会計処理については、

手形交換日をもって決済処理をしております。  

なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であっ

たため、次の連結会計年度末日満期手形が連結会計

年度末残高に含まれております。 

受取手形 597千円 受取手形 94,615千円 

 ７ コミットメントライン契約 

当社においては、運転資金の効率的な調達を行うた

め、㈱第四銀行と貸出コミットメントライン契約を

締結しております。この契約に基づく当連結会計年

度末実行残高は次のとおりであります。 

 ７ コミットメントライン契約 

当社においては、運転資金の効率的な調達を行うた

め、㈱第四銀行と貸出コミットメントライン契約を

締結しております。この契約に基づく当連結会計年

度末実行残高は次のとおりであります。 

貸出コミットメント限度額   千円1,000,000

借入実行残高 千円－

 差引額 千円1,000,000

貸出コミットメント限度額   千円1,000,000

借入実行残高 千円－

 差引額 千円1,000,000

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年３月21日 
至 平成21年３月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年３月21日 
至 平成22年３月20日） 

 １ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次の

とおりであります。 

 １ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次の

とおりであります。 

販売手数料    千円118,855

給料手当・賞与   千円362,798

退職給付費用    千円34,978

販売手数料    千円94,702

給料手当・賞与   千円315,596

退職給付費用    千円30,581

 ２ 一般管理費に含まれる研究開発費の総額は 千

円であります。 

78,171  ２ 一般管理費に含まれる研究開発費の総額は 千

円であります。 

73,947
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前連結会計年度（自 平成20年３月21日 至 平成21年３月20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13千株は、単元未満株式の買取による増加であります。 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

   該当する事項はありません。 

  

３．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  16,000  －  －  16,000

合計  16,000  －  －  16,000

自己株式         

普通株式 (注）  65  13  －  78

合計  65  13  －  78

  
  
（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13日 

定時株主総会 
普通株式  79,673  5 平成20年３月20日 平成20年６月16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21年６月12日 

定時株主総会 
普通株式  79,605 利益剰余金  5 平成21年３月20日 平成21年６月15日
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当連結会計年度（自 平成21年３月21日 至 平成22年３月20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 千株は、単元未満株式の買取による増加であります。 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

   該当する事項はありません。 

  

３．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 

        該当する事項はありません。 

  
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  16,000  －  －  16,000

合計  16,000  －  －  16,000

自己株式         

普通株式 (注）  78  9  －  87

合計  78  9  －  87

9

  
  
（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６月12日 

定時株主総会 
普通株式  79,605  5 平成21年３月20日 平成21年６月15日
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以下の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。 

・リース取引関係 

・有価証券関係 

・デリバティブ取引関係 

・退職給付関係 

・ストック・オプション等関係 

・税効果会計関係 

・関連当事者情報  

（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３月21日 
至 平成21年３月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年３月21日 
至 平成22年３月20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20日現在） 

※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20日現在） 

現金及び預金   千円1,177,997

預入期間が３ヵ月を超える定期預金        千円－

現金及び現金同等物   千円1,177,997

現金及び預金   千円1,266,050

預入期間が３ヵ月を超える定期預金        千円－

現金及び現金同等物   千円1,266,050

２ 重要な非資金取引の内容 

該当事項はありません。 

２ 重要な非資金取引の内容 

同左  

（開示の省略）
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前連結会計年度（自 平成20年３月21日 至 平成21年３月20日） 

 （注）１．事業区分は、内部管理上採用している売上集計区分によっております。 

２．各事業区分に属する主要製品 

(1) 一般機械事業……横中ぐりフライス盤、複合フライス盤、内径精密加工専用機、ノッチングマシン 

(2) 情報機器事業……金型・一般機械用ＣＡＤ／ＣＡＭ、ＮＣ切削シミュレーション 

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の金額は 千円であり、その主なも

のは当社の管理部門に係る費用であります。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は 千円であり、その主なものは当社で

の余資運用資金（現金及び預金）、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。

（セグメント情報）

１．事業の種類別セグメント情報

項目  
一般機械事業
（千円） 

情報機器事業
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業利益           

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  7,767,946  302,506  8,070,452  －  8,070,452

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  －  －  －  －

計  7,767,946  302,506  8,070,452  －  8,070,452

営業費用  6,218,608  278,411  6,497,019  203,934  6,700,954

営業利益  1,549,337  24,095  1,573,432 (203,934)  1,369,498

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支

出 
          

資産  9,373,242  44,417  9,417,660  1,364,717  10,782,377

減価償却費  365,142  3,525  368,667  14,397  383,065

資本的支出  181,388  812  182,201  10,515  192,717

200,499

1,747,804
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当連結会計年度（自 平成21年３月21日 至 平成22年３月20日） 

 （注）１．事業区分は、内部管理上採用している売上集計区分によっております。 

２．各事業区分に属する主要製品 

(1) 一般機械事業……横中ぐりフライス盤、複合フライス盤、内径精密加工専用機、ノッチングマシン 

(2) 情報機器事業……金型・一般機械用ＣＡＤ／ＣＡＭ、ＮＣ切削シミュレーション 

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の金額は 千円であり、その主なも

のは当社の管理部門に係る費用であります。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は 千円であり、その主なものは当社で

の余資運用資金（現金及び預金）、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。

  
一般機械事業
（千円） 

情報機器事業
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

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  4,624,140  208,762  4,832,902  －  4,832,902

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  －  －  －  －

計  4,624,140  208,762  4,832,902  －  4,832,902

営業費用  3,991,227  209,130  4,200,357  222,158  4,422,516

営業利益又は営業損失（△）  632,912  △367  632,545 (222,158)  410,386

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支

出 
          

資産  7,235,895  80,502  7,316,398  1,460,958  8,777,356

減価償却費  315,778  2,619  318,397  13,394  331,792

資本的支出  4,470  221  4,691  －  4,691

179,031

1,719,934
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前連結会計年度（自 平成20年３月21日 至 平成21年３月20日） 

 （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の金額は 千円であり、その主なも

のは当社の管理部門に係る費用であります。 

２．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は 千円であり、その主なものは当社で

の余資運用資金（現金及び預金）、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。

当連結会計年度（自 平成21年３月21日 至 平成22年３月20日） 

 （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の金額は 千円であり、その主なも

のは当社の管理部門に係る費用であります。 

２．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は 千円であり、その主なものは当社で

の余資運用資金（現金及び預金）、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。

  

２．所在地別セグメント情報

項目 
日本

（千円） 
米国

（千円） 
計

（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業利利益           

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  6,909,913  1,160,539  8,070,452  －  8,070,452

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 989,037  3,658  992,695 (992,695)  －

計  7,898,950  1,164,197  9,063,148 (992,695)  8,070,452

営業費用  6,390,904  1,098,811  7,489,715 (788,761)  6,700,954

営業利益  1,508,046  65,386  1,573,432 (203,934)  1,369,498

Ⅱ 資産  8,782,333  635,326  9,417,660  1,364,717  10,782,377

200,499

1,747,804

  
日本

（千円） 
米国

（千円） 
計

（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

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  4,518,957  313,945  4,832,902  －  4,832,902

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 287,298  4,152  291,450 (291,450)  －

計  4,806,256  318,097  5,124,353 (291,450)  4,832,902

営業費用  4,107,718  384,090  4,491,808 (69,292)  4,422,516

営業利益又は営業損失（△）  698,538  △65,993  632,545 (222,158)  410,386

Ⅱ 資産  6,886,173  430,224  7,316,398  1,460,958  8,777,356

179,031

1,719,934
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前連結会計年度（自 平成20年３月21日 至 平成21年３月20日） 

  

当連結会計年度（自 平成21年３月21日 至 平成22年３月20日） 

 （注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する地域の内訳は、次のとおりであります。 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

 （注） １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。  

３．海外売上高

  北米 欧州 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,253,979  671,661  1,265,562  2,304  3,193,506

Ⅱ 連結売上高（千円）          8,070,452

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 15.6  8.3  15.7  0.0  39.6

  北米 欧州 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  441,235  198,143  1,096,234  10  1,735,622

Ⅱ 連結売上高（千円）          4,832,902

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 9.1  4.1  22.6  0.0  35.9

（1）北米 ……米国、カナダ 他 

（2）欧州 ……ドイツ、カザフスタン、ルーマニア 他  

 (3）アジア ……中国、韓国、シンガポール、タイ 他  

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成20年３月21日 
至 平成21年３月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年３月21日 
至 平成22年３月20日） 

１株当たり純資産額    円 293.30

１株当たり当期純利益金額    円 47.03

１株当たり純資産額    円 296.84

１株当たり当期純利益金額    円 9.79

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。 

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。 

  
前連結会計年度

 （自 平成20年３月21日 
 至 平成21年３月20日） 

当連結会計年度
 （自 平成21年３月21日 
 至 平成22年３月20日） 

当期純利益（千円）  749,133  155,780

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）  749,133  155,780

普通株式の期中平均株式数（株）  15,927,210  15,917,323

（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：千円）

前事業年度 
(平成21年３月20日) 

当事業年度 
(平成22年３月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,120,263 1,145,935

受取手形 561,577 283,040

売掛金 1,967,348 668,653

仕掛品 1,741,786 1,452,576

貯蔵品 136 311

関係会社短期貸付金 － 16,600

前払費用 9,538 13,288

未収還付法人税等 － 174,511

未収入金 2,632 44,749

繰延税金資産 146,300 58,647

その他 2,217 3,254

貸倒引当金 △4,665 △1,305

流動資産合計 5,547,135 3,860,261

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,319,478 1,227,588

構築物（純額） 45,798 36,634

機械及び装置（純額） 747,118 548,887

車両運搬具（純額） 7,163 2,954

工具、器具及び備品（純額） 45,006 24,850

土地 2,471,014 2,471,014

有形固定資産合計 4,635,579 4,311,930

無形固定資産   

ソフトウエア 14,288 8,711

電話加入権 1,129 1,129

無形固定資産合計 15,417 9,840

投資その他の資産   

投資有価証券 17,795 20,580

関係会社株式 60,455 110,455

関係会社長期貸付金 － 33,400

繰延税金資産 223,308 195,613

その他 30,447 29,388

投資その他の資産合計 332,005 389,436

固定資産合計 4,983,003 4,711,207

資産合計 10,530,138 8,571,469
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月20日) 

当事業年度 
(平成22年３月20日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 964,456 271,568

買掛金 319,684 95,259

短期借入金 933,000 933,000

1年内返済予定の長期借入金 256,420 239,636

未払金 40,968 24,116

未払費用 148,540 118,390

未払法人税等 315,504 －

前受金 426,859 50,360

賞与引当金 94,166 38,146

製品保証引当金 44,443 25,633

その他 102,274 40,871

流動負債合計 3,646,317 1,836,982

固定負債   

長期借入金 1,086,556 919,860

関係会社長期借入金 334,900 267,920

再評価に係る繰延税金負債 597,897 597,897

退職給付引当金 440,953 393,518

固定負債合計 2,460,306 2,179,195

負債合計 6,106,623 4,016,177

純資産の部   

株主資本   

資本金 954,000 954,000

利益剰余金   

利益準備金 15,940 23,900

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 2,594,581 2,717,644

利益剰余金合計 2,610,522 2,741,544

自己株式 △16,261 △17,212

株主資本合計 3,548,260 3,678,332

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 498 2,203

土地再評価差額金 874,755 874,755

評価・換算差額等合計 875,254 876,959

純資産合計 4,423,514 4,555,291

負債純資産合計 10,530,138 8,571,469
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年３月21日 
 至 平成21年３月20日) 

当事業年度 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成22年３月20日) 

売上高 7,898,950 4,685,587

売上原価   

当期製品製造原価 5,362,632 3,268,321

他勘定振替高 6,779 39,612

直接発送諸掛 244,245 118,651

売上原価合計 5,600,098 3,347,360

売上総利益 2,298,852 1,338,226

販売費及び一般管理費   

販売手数料 115,274 87,193

広告宣伝費 37,939 19,433

役員報酬 40,582 31,753

給料及び手当 228,452 211,525

従業員賞与 76,611 35,894

退職給付費用 34,978 29,783

福利厚生費 63,848 56,389

賃借料 48,642 42,488

旅費及び交通費 71,981 62,376

減価償却費 12,412 13,552

研究開発費 78,171 73,947

その他 182,410 164,189

販売費及び一般管理費合計 991,304 828,529

営業利益 1,307,547 509,697

営業外収益   

受取利息 2,622 1,152

受取配当金 400 257

補助金収入 17,377 －

受取賃貸料 － 8,067

業務受託手数料 － 2,430

裁判勝訴金 14,982 －

作業くず売却益 7,006 －

その他 2,713 4,482

営業外収益合計 45,102 16,390

営業外費用   

支払利息 48,068 41,236

為替差損 31,368 18,540

退職給付会計基準変更時差異の処理額 30,928 30,928

固定資産処分損 14,659 －

その他 10,441 9,598

営業外費用合計 135,467 100,304

経常利益 1,217,182 425,783
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年３月21日 
 至 平成21年３月20日) 

当事業年度 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成22年３月20日) 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 2,850

特別利益合計 － 2,850

税引前当期純利益 1,217,182 428,633

法人税、住民税及び事業税 515,009 79,000

過年度法人税等 － 24,822

法人税等調整額 △13,916 114,182

法人税等合計 501,093 218,005

当期純利益 716,089 210,628
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（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３月21日 
 至 平成21年３月20日) 

当事業年度 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成22年３月20日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 954,000 954,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 954,000 954,000

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 7,972 15,940

当期変動額   

剰余金の配当 7,967 7,960

当期変動額合計 7,967 7,960

当期末残高 15,940 23,900

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,966,133 2,594,581

当期変動額   

剰余金の配当 △87,641 △87,566

当期純利益 716,089 210,628

当期変動額合計 628,448 123,062

当期末残高 2,594,581 2,717,644

利益剰余金合計   

前期末残高 1,974,106 2,610,522

当期変動額   

剰余金の配当 △79,673 △79,605

当期純利益 716,089 210,628

当期変動額合計 636,415 131,022

当期末残高 2,610,522 2,741,544

自己株式   

前期末残高 △13,795 △16,261

当期変動額   

自己株式の取得 △2,466 △951

当期変動額合計 △2,466 △951

当期末残高 △16,261 △17,212

株主資本合計   

前期末残高 2,914,311 3,548,260

当期変動額   

剰余金の配当 △79,673 △79,605

当期純利益 716,089 210,628

自己株式の取得 △2,466 △951
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年３月21日 
 至 平成21年３月20日) 

当事業年度 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成22年３月20日) 

当期変動額合計 633,948 130,071

当期末残高 3,548,260 3,678,332

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 3,766 498

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,267 1,704

当期変動額合計 △3,267 1,704

当期末残高 498 2,203

土地再評価差額金   

前期末残高 874,755 874,755

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － －

当期変動額合計 － －

当期末残高 874,755 874,755

評価・換算差額等合計   

前期末残高 878,522 875,254

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,267 1,704

当期変動額合計 △3,267 1,704

当期末残高 875,254 876,959

純資産合計   

前期末残高 3,792,833 4,423,514

当期変動額   

剰余金の配当 △79,673 △79,605

当期純利益 716,089 210,628

自己株式の取得 △2,466 △951

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,267 1,704

当期変動額合計 630,681 131,776

当期末残高 4,423,514 4,555,291
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 該当事項はありません。  

①代表取締役の異動      

  該当事項はありません。             

    

   ②その他の役員の異動 

    開示内容が定まった時点で開示いたします。 

                             

  ①生産実績 

   当連結会計年度の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。          

 （注）金額は製造原価によっており、消費税等は含まれておりません。 

  

  ②受注状況 

   当連結会計年度の受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。          

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  ③販売実績 

   当連結会計年度の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(4）継続企業の前提に関する注記

６．その他

(1)役員の異動

(2)生産、受注及び販売の状況

事業の種類別セグメントの名称 

当連結会計年度 

（自 平成21年３月21日 

  至 平成22年３月20日） 

前年同期比（％） 

 一般機械事業（千円）  3,142,215  59.7

 情報機器事業（千円）  81,004  68.6

 合    計（千円）  3,223,220  59.9

事業の種類別セグメントの名称 

当連結会計年度 

（自 平成21年３月21日 

  至 平成22年３月20日）  

受注高 前年同期比（％） 受注残高  前年同期比（％） 

 一般機械事業（千円）  1,368,484  30.9  1,617,795  32.7

 情報機器事業（千円）  208,746  73.5  11,901  99.9

  合   計（千円）  1,577,231     33.5  1,629,696  32.9

事業の種類別セグメントの名称 

当連結会計年度 

（自 平成21年３月21日 

  至 平成22年３月20日）  

前年同期比（％） 

 一般機械事業（千円）  4,624,140  59.5

 情報機器事業（千円）  208,762  69.0

  合   計（千円）  4,832,902  59.9
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