
（百万円未満切捨て） 
１．平成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） 

  

（参考） 持分法投資損益 22年３月期 １百万円 21年３月期  ４百万円 

(2）連結財政状態  

（参考） 自己資本 22年３月期  14,746百万円 21年３月期  15,581百万円 

(3）連結キャッシュ・フローの状況  

  
２．配当の状況 

１.平成22年４月５日に公表いたしました「業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ」においてお知らせしまし
たとおり、平成22年３月期の期末配当は誠に遺憾ではございますが、無配とさせていただきます。 
２.平成23年６月期の配当予想は、決算期変更予定に伴い、１年３ケ月の変則決算を前提としています。 

  

３．平成23年６月期の連結業績予想（平成22年３月21日～平成23年６月20日） 

(注)平成22年１月18日に公表いたしました「決算期(事業年度の末日)の変更に関するお知らせ」においてお知らせしまし

たとおり、決算期変更の経過期間となる平成23年６月期は、平成22年３月21日から平成23年６月20日までの１年３ケ月決

算となる予定でありますので、通期の対前期増減率は記載しておりません。 

  

  

  平成22年３月期 決算短信   

    平成22年４月28日
上場会社名 株式会社 ＴＡＩＹＯ 上場取引所 東証二部

コード番号 6252 ＵＲＬ http://www.taiyo-ltd.co.jp/ 

代  表  者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名）河渕 健司     
問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役経営本部長 （氏名）福田 彰 ＴＥＬ （06）6340－1110 
定時株主総会開催予定日 平成22年６月11日 有価証券報告書提出予定日 平成22年６月14日 
配当支払開始予定日 －     

(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  13,203 △38.2 △774 － △447 －  △784    － 

21年３月期  21,382 △16.7  822 △58.4  793 △60.6  308 △75.1

  
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 

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  △14 72  － △5.2 △2.2 △5.9

21年３月期 5 83  － 2.0 3.5 3.8

  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 19,336  14,746 76.3       276  70

21年３月期 21,611 15,581 72.1       292    37

  
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 2,790 △760  △153 3,889 

21年３月期 1,228  △793 △80 2,022  

  １株当たり配当金 配当金 
総額 

（年間） 

配当性向
（連結） 

純資産
配当率 
（連結）（基準日） 

第１ 
四半期末

第２ 
四半期末 

第３
四半期末

第４
四半期末

期末 年間

  円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

21年３月期 － 2  00 － － 1  00 3  00 159 51.5 1.0

22年３月期 － 0  00 － － 0  00 0  00 －  － －

23年６月期（予想） － 0  00 － － 1  00 1  00 －  － －

  （％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  7,200 9.1  20  －  120   － △40 －        △0   82

通   期  18,800  －  540  －  660 －  260 －          4   94 

1



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 

   新規  －社（社名   ） 除外   －社（社名   ）  

(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） 
① 会計基準等の改正に伴う変更  有 
② ①以外の変更         無 

（注）詳細は、14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） 
① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年３月期 53,296,100株 21年３月期 53,296,100株 
② 期末自己株式数           22年３月期      1,551株 21年３月期      1,550株 
  

（参考）個別業績の概要 
１．平成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  

（参考） 自己資本 22年３月期  13,560百万円 21年３月期  14,165百万円 

２．平成23年６月期の個別業績予想（平成22年３月21日～平成23年６月20日） 

(注)平成22年１月18日に公表いたしました「決算期(事業年度の末日)の変更に関するお知らせ」においてお知らせしまし

たとおり、決算期変更の経過期間となる平成23年６月期は、平成22年３月21日から平成23年６月20日までの１年３ケ月決

算となる予定でありますので、通期の対前期増減率は記載しておりません。 

  

  

(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 11,915 △38.8 △732  － △413 － △549 －

21年３月期 19,467 △16.9 584 △64.9 609 △64.2 247 △76.1

  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       △10   30 －

21年３月期               4   68 －

  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 17,670  13,560 76.7 254 45

21年３月期 19,173 14,165 73.8 265 79

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり
当期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期累計期間  6,300 －  30 －  110 － △50 －     △0    94

通   期  16,700 －  490 －  580 －  200 －      3    69

  
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意）  
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断
する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提
となる仮定及び業績予想のご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」をご覧ください。  
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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、昨年の春先に景気の底を打ったあと、中国などアジア向けを中心とした輸

出の回復に支えられ緩やかな回復基調が持続してまいりました。しかしながら、製造業の設備稼働率は依然低水準に

とどまっていることから、企業の設備投資は低迷した状況が続いてまいりました。 

 このような状況下、当社グループの油空圧機器事業では、急激な需要の減少に対応した企業の在庫調整や設備投資

抑制の影響を受け、受注は低迷した状況が続いてまいりました。また、機械・装置事業でも、自動車メーカーからの

新規設備投資がほぼ中断した状況にあったことや、半導体製造装置メーカーからの需要も長期間冷え込んだ状況が続

いたことで非常に厳しい環境下にありました。 

 この結果、当連結会計年度の業績は、売上高は132億３百万円(前連結会計年度比38.2%減)、営業損失は７億７千４

百万円(前連結会計年度は８億２千２百万円の利益)となり、減産に対応した工場従業員等の一時帰休の実施で雇用調

整助成金２億９千２百万円が計上されたことから、経常損失は４億４千７百万円(同７億９千３百万円の利益)となり

ました。また、特別損失に早期退職優遇制度利用に伴う退職特別加算金等１億５千６百万円、工場及び事業部門の再

編に伴う事業構造改善費用８千５百万円、遊休工場用地の減損損失３億２千万円などを計上したことにより、当期純

損失は７億８千４百万円(同３億８百万円の利益)となりました。  

  

 事業の種類別セグメントの状況は次の通りであります。 

（油空圧機器事業） 

 当連結会計年度の上半期は、企業の生産設備の余剰感が強かったことから油空圧機器の需要は低迷しましたが、下

半期に入り内外の景気対策や消費刺激策による景気押し上げ効果から、標準油空圧機器の受注環境も徐々に回復の兆

しが見られるようになってまいりました。 

 一方、製鉄機械や環境機械メーカーで価格競争力維持のため中国などローコストカントリーへ生産をシフトする動

きが加速してきたことで特注油圧機器の需要に減少傾向が出てまいりました。 

 以上の結果、当連結会計年度における売上高は111億６千５百万円(前連結会計年度比32.9%減)、営業利益２億２千

７百万円(同87.2%減)となりました。 

（機械・装置事業） 

 政府の景気対策効果から自動車販売台数が回復してきたものの、自動車生産設備の過剰感は依然として解消されて

いないことから、自動車メーカーからの新規設備投資需要はほぼ中断した状況にありました。また、半導体製造装置

メーカーからの需要も長期間大きく落ち込んだ状況が続いてまいりましたが、年度後半からやや持ち直しの兆しが出

てまいりました。 

 以上の結果、当連結会計年度における売上高は20億３千７百万円(前連結会計年度比57.0%減)、営業損失１億７百

万円(前連結会計年度は１億６百万円の利益)となりました。 

  

（次期の見通し）  

    内外需要の回復傾向が出てきたものの、製造業の設備過剰感は依然として高止まり状況にあり、設備投資低迷の

長期化は避けられないことから、受注回復の足取りは重いと予測しております。このような状況下にあっても利益

を確保できる体質に転換するため事業構造改革及び収益構造改革に取り組んでまいりました。(詳細は、33ページ記

載の「６.その他の情報 決定した経営合理化施策の進捗状況」をご参照下さい。） 

 なお、当社の事業年度は毎年３月21日から翌年３月20日までとしておりましたが、当社の親会社であるパーカー・

ハネフィン・コーポレーションの事業年度の末日が６月30日であることを勘案し、経営計画の策定、業績管理、連結

決算への対応など経営全般にわたって効率化が図れるため、これを毎年６月21日から翌年６月20日までに変更しま

す。決算期変更の経過期間となる次期事業年度は平成22年３月21日から平成23年６月20日までの１年３ヶ月の変則決

算となります。 

 次期の見通しは、次のとおりであります。 

（％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）

１．経営成績

    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 ％

連結 

第2四半期
累計期間  7,200  9.1  20 －  120  －  △40 －

通期  18,800 －  540 －  660 －  260 －

個別 

第2四半期
累計期間  6,300 －  30 －  110  －  △50 －

通期  16,700 －  490 －  580  －  200 －
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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 

（流動資産） 

 流動資産は130億９千５百万円と前連結会計年度比18億７千２百万円減少しておりますが、これは主として現金及

び預金の増加24億７千万円、受取手形及び売掛金の減少32億２千９百万円、たな卸資産の減少11億２千９百万円によ

るものであります。 

（固定資産） 

 固定資産は62億４千１百万円と前連結会計年度比４億１百万円減少しておりますが、これは主として繰延税金資産

の増加２億６千９百万円、有形固定資産の減少６億１千９百万円によるものであります。 

（負債） 

 負債は45億９千万円と前連結会計年度比14億３千８百万円減少しておりますが、これは主として支払手形及び買掛

金の減少13億１千万円によるものであります。 

（純資産） 

 純資産は147億４千６百万円と前連結会計年度比８億３千５百万円減少しておりますが、これは主として利益剰余

金の減少８億３千８百万円によるものであります。 

  

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および現金同等物（以下「資金」という。）の残高は前連結会計年度末に比べて、

18億６千６百万円増加し、38億８千９百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、主として仕入債務の減少13億４百万円により減少したものの、売上債権の

減少32億３千３百万円等により、27億９千万円の資金の増加(前連結会計年度は12億２千８百万円の資金の増加)とな

りました。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動に使用した資金は、主として定期預金の払戻による収入２億６千１百万円により増加したものの、定期預

金の預入による支出８億６千５百万円、有形固定資産の取得による支出１億２千７百万円等により、７億６千万円の

資金の減少(前連結会計年度は７億９千３百万円の資金の減少)となりました。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動に使用した資金は、主として長期借入金の返済による支出９千５百万円、配当金の支払５千３百万円等に

より、１億５千３百万円の資金の減少(前連結会計年度は８千万円の資金の減少)となりました。 

 当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 自己資本比率：自己資本／総資産 

 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

 インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

 （注１) いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

 （注２) 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式総数をベースに計算しております。なお、平成20年3月期までは非

上場であり、株式時価総額の把握が困難なため記載しておりません。 

 （注３) キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローを利用しております。  

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

         ます。 

 （注５) 利払いにつきましては、平成20年３月期決算短信までは連結損益計算書の支払利息の金額を用いておりま 

          したが、より厳密に計算するため、平成21年３月期中間短信からは連結キャッシュ・フロー計算書の利息 

          の支払額を用いております。 

  平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期

自己資本比率（％）  55.7  59.1  62.0  72.1  76.3

時価ベースの自己資本比率

（％） 
 －  －  －  23.2  31.7

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（％） 
 584.7  479.1  82.4  7.7  －

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍） 
 10.9  9.7  49.6  184.6  7,084.8
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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、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つと認識しており、安定的な経営基盤の確保と内部留保の充

実を勘案しつつ、安定的な配当を継続して行うことを基本方針としております。  

  しかしながら、当連結会計年度は当初予想を大きく下回り、前記の通り損失計上のやむなきに至りました。今後も

引き続き厳しい経営環境が続くものと予測されることから、財務基盤の強化が 優先課題と判断し、誠に遺憾ながら

当期の配当を無配とさせていただきました。 

  次期の利益配当につきましては、１株当たり１円の年間配当を予定しております。 

 なお、決算期変更予定に伴い、１年３ケ月の変則決算を前提としています。  

   

 事業の系統図は次の通りであります。 

 
  なお、 近の有価証券報告書（平成21年６月19日提出）における「関係会社の状況」から重要な変更がないた

め、「関係会社の状況」の開示を省略します。 

２．企業集団の状況
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 （１）会社の経営の基本方針 

当社は創業から70年以上に及ぶ歩みの中で培った多様な要素技術と豊かな技術的資産をベースに各種シリンダの総

合メーカーとして発展してまいりました。この各種シリンダにかかわる独自技術を軸にして、産業用ロボットから搬

送機器システム、さらに生産ラインの構築にまで広がる幅広い製品群の提供により、新しい時代に適合した産業イン

フラストラクチャーの構築をサポートすることで豊かな社会づくりの実現に貢献してまいりました。 

当社グループは、お客様の様々なニーズにお応えできる「モーション＆コントロール」の総合専門メーカーとして

高品質で廉価な製品を迅速にご提供できる体制を追求していくとともに、経営の効率性、透明性、健全性を向上さ

せ、従業員が意欲的に働ける風通しの良い職場作りを通して企業価値を高めていくことを経営の基本方針としており

ます。 

  

 （２）目標とする経営指標 

当社グループは、油圧・空気圧・制御関連の各種デバイスを進化させるとともに、システムとの高度なシナジーを

追究していく「知的動作制御（Intelligent Motion & Control）のエキスパートカンパニー」として企業価値を高め

るとともに、高収益体質企業へと変革していくことで「株主利益の 大化」を図っていくことが重要な経営方針であ

るとの観点から、「連結営業利益率10％以上の高収益企業」となることを目標といたしております。 

  

 （３）中長期的な会社の経営戦略 

当社グループは、「モーション＆コントロール」をキーワードとした装置ビジネスと機器ビジネスの両輪がシナジ

ー効果を発揮して事業基盤の強化と発展につなげていく経営戦略をとっています。すなわち、装置ビジネスの中から

ユーザーのニーズを深く汲み取り、より進化させた機器の開発テーマとして展開させていくことにより、機能性が高

く、品質と精度で信頼される製品開発を行ってまいります。 

また、効率的で強固な生産体制のもと、継続的に安定した収益基盤を確立するため、①Strategic Pricing（適正

なる価格）②Strategic Procurement（調達によるコストダウン）③Lean（ムダを排除した筋肉質な事業基盤）の３

項目をあげ、継続して経営改善・改革を推進しております。  

  

 （４）会社の対処すべき課題 

企業の在庫調整の一巡や、アジア向けを中心とした外需の回復で国内景気は持ち直しに転じているものの、これま

で景気を押し上げてきた政府の政策効果の剥落懸念や、低水準の設備稼働率が製造業の設備投資を依然として抑制し

ている状況が続いていることから、今後も厳しい経済環境が続くものと予測しております。 

このような状況下にあっても強固な事業基盤を構築していくため、適正な販売価格の見直し活動（Strategic 

Pricing活動）や、材料調達面でのコストダウン活動（Strategic Procurement活動）、ムダを排除し効率的な事業体

質を目指す活動（Lean活動）に今後も継続して取り組んでまいります。 

当社グループ製品の 終ユーザーは、製鉄・環境・自動車・半導体関連業界や工作機械、一般産業機械業界など、

顧客層の裾野が広いことから業界の景気変動の影響は比較的小さい傾向にありました。しかしながら日本経済全体の

景気の急落は、当社グループ製品の受注の大幅な減少となりました。 

今般の景気後退局面にあっても電力業界からの受注は比較的堅調であったことから、その他の内需関連産業や新た

な市場の開拓のため、新年度に戦略事業開発本部を設置いたしました。今後の成長分野と期待される鉄道車両や太陽

光発電分野への取り組みとともに、戦略的なマーケティング力を高めながら顧客層の幅を広げてまいります。 

今後も厳しい経営環境が続くと見込まれることから、全社的な経費削減や原価低減活動をさらに徹底して継続して

まいります。また、役員報酬の減額や社員の賃金カットを継続しておりますが、徐々に受注が回復傾向にあること

と、従業員のモチベーション維持の観点から、利益確保と配当政策を勘案のうえ給与カット見直しの時期を検討して

まいります。  

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：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 2,400,371 4,870,773

受取手形及び売掛金 8,336,862 5,106,951

たな卸資産 3,787,999 －

商品及び製品 － 262,022

仕掛品 － 1,503,365

原材料及び貯蔵品 － 893,420

繰延税金資産 343,103 354,424

その他 116,015 117,721

貸倒引当金 △16,624 △13,534

流動資産合計 14,967,726 13,095,144

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,359,594 1,267,098

機械装置及び運搬具（純額） 1,061,268 890,623

土地 3,131,824 2,810,555

リース資産（純額） － 9,868

その他（純額） 164,780 119,722

有形固定資産合計 5,717,469 5,097,869

無形固定資産 219,067 178,063

投資その他の資産   

投資有価証券 166,709 169,005

長期貸付金 50,306 56,374

繰延税金資産 361,672 631,602

破産更生債権等 14,111 6,314

その他 128,554 108,932

貸倒引当金 △14,161 △6,370

投資その他の資産合計 707,192 965,857

固定資産合計 6,643,729 6,241,791

資産合計 21,611,455 19,336,935
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,454,823 2,144,155

1年内返済予定の長期借入金 95,000 －

リース債務 － 4,616

未払金 485,813 566,206

未払法人税等 77,409 19,512

賞与引当金 269,973 240,896

受注損失引当金 3,714 900

その他 399,054 344,296

流動負債合計 4,785,790 3,320,583

固定負債   

リース債務 － 5,385

退職給付引当金 925,919 986,386

役員退職慰労引当金 126,136 87,936

負ののれん 128,182 120,787

その他 63,500 69,500

固定負債合計 1,243,738 1,269,995

負債合計 6,029,528 4,590,579

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,153,450 3,153,450

資本剰余金 3,916,669 3,916,669

利益剰余金 8,577,289 7,739,264

自己株式 △271 △272

株主資本合計 15,647,136 14,809,111

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 21,901 20,074

為替換算調整勘定 △87,111 △82,830

評価・換算差額等合計 △65,209 △62,755

純資産合計 15,581,927 14,746,355

負債純資産合計 21,611,455 19,336,935
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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 21,382,117 13,203,510

売上原価 16,604,811 10,714,477

売上総利益 4,777,306 2,489,032

販売費及び一般管理費 3,955,139 3,263,196

営業利益又は営業損失（△） 822,166 △774,164

営業外収益   

受取利息 7,194 4,812

受取配当金 2,726 1,885

受取賃貸料 34,497 32,819

負ののれん償却額 7,395 7,395

持分法による投資利益 4,337 1,615

仕入割引 11,822 1,683

助成金収入 － 292,417

為替差益 － 860

デリバティブ評価益 － 3,666

その他 16,068 15,629

営業外収益合計 84,041 362,785

営業外費用   

支払利息 5,208 48

売上割引 15,831 13,418

不動産賃貸原価 13,772 12,592

訴訟関連費用 － 5,000

為替差損 29,078 －

デリバティブ評価損 26,307 －

環境安全対策費 14,000 －

その他 8,893 4,780

営業外費用合計 113,091 35,840

経常利益又は経常損失（△） 793,116 △447,219

特別利益   

固定資産売却益 － 1,710

貸倒引当金戻入額 4,739 8,744

特別利益合計 4,739 10,455

特別損失   

固定資産除売却損 20,399 12,363

投資有価証券評価損 3,575 －

減損損失 － ＊  320,338

退職特別加算金 － 156,404

事業構造改善費用 － 85,026

特別損失合計 23,974 574,132

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

773,882 △1,010,895

法人税、住民税及び事業税 240,597 55,398

法人税等調整額 224,778 △281,564

法人税等合計 465,376 △226,165

当期純利益又は当期純損失（△） 308,505 △784,730
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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 2,944,200 3,153,450

当期変動額   

新株の発行 209,250 －

当期変動額合計 209,250 －

当期末残高 3,153,450 3,153,450

資本剰余金   

前期末残高 3,582,353 3,916,669

当期変動額   

新株の発行 209,250 －

自己株式の処分 125,065 －

当期変動額合計 334,315 －

当期末残高 3,916,669 3,916,669

利益剰余金   

前期末残高 8,592,980 8,577,289

当期変動額   

剰余金の配当 △324,196 △53,294

当期純利益又は当期純損失（△） 308,505 △784,730

当期変動額合計 △15,690 △838,024

当期末残高 8,577,289 7,739,264

自己株式   

前期末残高 △145,425 △271

当期変動額   

自己株式の取得 △271 △0

自己株式の処分 145,425 －

当期変動額合計 145,153 △0

当期末残高 △271 △272

株主資本合計   

前期末残高 14,974,108 15,647,136

当期変動額   

新株の発行 418,500 －

剰余金の配当 △324,196 △53,294

当期純利益又は当期純損失（△） 308,505 △784,730

自己株式の取得 △271 △0

自己株式の処分 270,490 －

当期変動額合計 673,027 △838,025

当期末残高 15,647,136 14,809,111

10

㈱ＴＡＩＹＯ(6252)　平成22年3月期　決算短信



（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) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 27,408 21,901

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,507 △1,826

当期変動額合計 △5,507 △1,826

当期末残高 21,901 20,074

為替換算調整勘定   

前期末残高 △2,054 △87,111

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △85,056 4,280

当期変動額合計 △85,056 4,280

当期末残高 △87,111 △82,830

純資産合計   

前期末残高 14,999,463 15,581,927

当期変動額   

新株の発行 418,500 －

剰余金の配当 △324,196 △53,294

当期純利益又は当期純損失（△） 308,505 △784,730

自己株式の取得 △271 △0

自己株式の処分 270,490 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △90,563 2,453

当期変動額合計 582,463 △835,571

当期末残高 15,581,927 14,746,355
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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又は税金等調整前当期純
損失（△）

773,882 △1,010,895

減価償却費 549,038 484,991

負ののれん償却額 △7,395 △7,395

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,741 △29,086

退職給付引当金の増減額（△は減少） △10,145 60,466

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 17,743 △38,200

減損損失 － 320,338

受取利息及び受取配当金 △9,920 △6,698

支払利息 5,208 48

固定資産除売却損益（△は益） 20,399 10,653

売上債権の増減額（△は増加） 2,653,889 3,233,413

たな卸資産の増減額（△は増加） 126,441 1,131,765

仕入債務の増減額（△は減少） △1,839,151 △1,304,542

未払金の増減額（△は減少） △250,799 76,037

その他 △96,119 △26,013

小計 1,936,811 2,894,881

利息及び配当金の受取額 9,838 6,703

利息の支払額 △6,655 △394

法人税等の支払額 △711,385 △110,264

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,228,608 2,790,926

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 △149,026 △865,354

定期預金の払戻による収入 45,323 261,660

有形固定資産の取得による支出 △622,243 △127,338

有形固定資産の売却による収入 4,672 7,276

その他 △72,242 △36,301

投資活動によるキャッシュ・フロー △793,516 △760,058

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） △65,000 －

長期借入金の返済による支出 △380,000 △95,000

株式の発行による収入 418,500 －

自己株式の売却による収入 270,490 －

自己株式の取得による支出 △271 △0

配当金の支払額 △324,196 △53,294

その他 － △5,041

財務活動によるキャッシュ・フロー △80,478 △153,336

現金及び現金同等物に係る換算差額 △46,773 △10,824

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 307,840 1,866,707

現金及び現金同等物の期首残高 1,714,841 2,022,681

現金及び現金同等物の期末残高 2,022,681 3,889,389

12

㈱ＴＡＩＹＯ(6252)　平成22年3月期　決算短信



 該当事項はありません。 

なお、上記事項以外は、 近の有価証券報告書（平成21年６月19日提出）における記載から重要な変更がないため

開示を省略しております。 

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

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．会計処理基準に関する事

項 

    

重要な資産の評価基準及び

評価方法 

重要な減価償却資産の減価償却の方法 

有形固定資産 

 主として定率法。ただし平成10年４

月１日以降に取得した建物（建物附属

設備は除く）については、定額法を採

用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下の通りで

あります。 

 建物及び構築物 ３～50年 

 機械装置及び運搬具  ２～13年 

重要な減価償却資産の減価償却の方法 

有形固定資産(リース資産を除く) 

 主として定率法。ただし平成10年４

月１日以降に取得した建物（建物附属

設備は除く）については、定額法を採

用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下の通りで

あります。 

 建物及び構築物  ３～50年 

 機械装置及び運搬具  ２～13年 

  

  

  

 （追加情報） 

 当社及び国内連結子会社は、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％に到達した

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、

税金等調整前純利益はそれぞれ73,579

千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、当該箇所に記載しております。 

  

無形固定資産    

定額法を採用しております。 

  

    ─────────── 

  

 （追加情報）  

 当社及び一部の連結子会社は、耐用

年数省令の改正を契機に、資産の利用

状況を見直した結果、一部の機械装置

について、当連結会計年度から、耐用

年数を主として10年から12年に延長し

ております。 

 これにより、当連結会計年度の営業

損失、経常損失及び税金等調整前四半

期純損失はそれぞれ 34,606千円減少し

ております。 

   なお、セグメント情報に与える影響

は、該当箇所に記載しております。 

  

  

  

  無形固定資産(リース資産を除く) 

    定額法を採用しております。 

  

   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を採用しており 

ます。 
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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） 

────────────   （リース取引に関する会計基準） 

   当社及び国内連結子会社は、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、「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））が平成20年４月

１日以後開始する連結会計年度から適用できることに

なったことに伴い、当連結会計年度からこれらの会計

基準等を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。 

   なお、この変更が営業損失、経常損失及び税金等

調整前当期純損失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） 

 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

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「商品及び製品」「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

「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、

それぞれ３億２千８百万円、22億５千万円、12億９百万

円であります。   
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(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） 

            ────── ※ 減損損失 

 当連結会計年度において、当社グループは以下の

資産グループについて減損損失を計上しました。 

  場所 用途 種類 減損損失 

山口県
美祢市 

遊休資産 土地 320,338 

   当社グループは、事業資産、賃貸資産、遊休資産

に区分し、事業資産については主として事業部毎

に、また、賃貸資産及び遊休資産については、個別

物件毎にグルーピングしております。 

 上記の資産グループについては、市場価格が大幅

に下落しているため、帳簿価格を回収可能価額まで

減額し、当該減少額を減損損失(320,338千円)として

特別損失に計上しました。 

 なお、回収可能価額は正味売却価額により測定し

ており、主に不動産鑑定士からの不動産鑑定評価額

に基づいて評価しております。 

15

㈱ＴＡＩＹＯ(6252)　平成22年3月期　決算短信



  

前連結会計年度（平成20年３月21日から平成21年３月20日まで） 

配当に関する事項 

(1)配当金支払額 

(2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

次のとおり決議を予定しております。 

当連結会計年度（平成21年３月21日から平成22年３月20日まで） 

配当に関する事項 

配当金支払額 

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
（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18日 

定時株主総会 
普通株式  217,606  4.5 平成20年３月20日 平成20年６月19日 

平成20年10月24日 

取締役会  
普通株式  106,589  2.0 平成20年９月20日 平成20年12月２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18日 

定時株主総会 
普通株式  53,294 利益剰余金  1.0 平成21年３月20日 平成21年６月19日

  
（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18日 

定時株主総会 
普通株式  53,294  1.0 平成21年３月20日 平成21年６月19日 

（リース取引関係）

（有価証券の時価等関係）

（デリバティブ取引関係）

（退職給付関係）
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（税効果会計関係）

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）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

(1）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

  （単位：千円）

繰延税金資産     

賞与引当金 110,080

未払事業税 9,302

退職給付引当金 377,006

役員退職慰労引当金 51,492

未払賞与等 66,751

棚卸資産評価損 97,522

減損損失 172,358

繰越欠損金 34,646

その他 111,885

繰延税金資産小計 1,031,045

評価性引当額 △253,609

繰延税金資産合計 777,436

      

繰延税金負債     

買換資産圧縮積立金 △68,838

その他有価証券評価差額金 △3,006

その他 △815

繰延税金負債合計 △72,660

繰延税金資産の純額 704,775

  （単位：千円）

繰延税金資産     

賞与引当金 97,418

未払事業税 2,262

退職給付引当金 401,559

役員退職慰労引当金 35,433

棚卸資産評価損 123,803

減損損失 303,922

繰越欠損金 306,387

その他 179,250

繰延税金資産小計 1,450,038

評価性引当額 △393,861

繰延税金資産合計 1,056,176

      

繰延税金負債     

買換資産圧縮積立金 △66,329

その他有価証券評価差額金 △3,321

その他 △499

繰延税金負債合計 △70,150

繰延税金資産の純額 986,026

 平成21年３月20日現在の繰延税金資産の純額は、連結

貸借対照表の以下の項目に含まれております。 

 平成22年３月20日現在の繰延税金資産の純額は、連結

貸借対照表の以下の項目に含まれております。 

流動資産 － 繰延税金資産 343,103

固定資産 － 繰延税金資産 361,672

  704,775

流動資産 － 繰延税金資産 354,424

固定資産 － 繰延税金資産 631,602

  986,026

(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

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

(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

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

  （単位：％）

法定実効税率 40.6

（調整）     

交際費等の永久差異項目 1.9

住民税均等割 5.0

試験研究費等の特別税額控除 △1.6

持分法投資損益 △0.2

評価性引当額の増減額 14.4

その他 0.0

税効果会計適用後の法人税等の負

担率 
60.1   

  （単位：％）

法定実効税率 40.6

（調整）     

交際費等の永久差異項目 △0.1

住民税均等割 △3.2

持分法投資損益 0.0

評価性引当額の増減額 △14.6

その他 △0.4

税効果会計適用後の法人税等の負

担率 
22.3
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前連結会計年度（平成20年３月21日から平成21年３月20日まで） 

 （注１）事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品の名称 

   １．事業区分の方法 

   当社グループにおける製品の範囲は極めて多岐にわたっていますが、製造方法、販売方法等の類似性及び当 

   社グループ売上集計区分に照らして区分しました。 

   ２．各区分に属する主要な製品の名称 

   油空圧機器事業…標準及び特注油圧シリンダ及びその他油圧機器、空気圧シリンダ・バルブ・補器・駆動機 

           器、真空機器、ショックアブソーバ、電動アクチュエータ等。 

   機械・装置事業…産業用ロボット及び自動組立機械、運搬機械、半導体製造装置、その他産業機械・装置等。 

 （注２）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、1,060,141千円であり、その主なものは 

   当社の管理部門に係る費用であります。 

（注３）当社及び国内連結子会社は、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％に到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。これにより当連結会計年度の営業費用は「油空圧機器事業」が67,969千円、「機械・装置事業」が3,464千

円、「消去又は全社」が2,145千円それぞれ増加し、営業利益が同額減少しております。 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
油空圧機器事
業（千円） 

機械・装置事
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  16,641,669  4,740,447  21,382,117  －  21,382,117

(2）セグメント間の内部売上高及

び振替高 
 95,134  1,482  96,617  △96,617  －

計  16,736,804  4,741,930  21,478,734  △96,617  21,382,117

営業費用  14,961,214  4,635,577  19,596,792  963,158  20,559,950

営業利益  1,775,589  106,353  1,881,942  △1,059,775  822,166

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的支

出 
          

資産  15,818,174  2,926,908  18,745,082  2,866,373  21,611,455

減価償却費  407,078  45,143  452,221  96,816  549,038

資本的支出  529,508  1,366  530,875  137,284  668,159
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     当連結会計年度（平成21年３月21日から平成22年３月20日まで） 

 （注１）事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品の名称 

   １．事業区分の方法 

   当社グループにおける製品の範囲は極めて多岐にわたっていますが、製造方法、販売方法等の類似性及び当 

   社グループ売上集計区分に照らして区分しました。 

   ２．各区分に属する主要な製品の名称 

   油空圧機器事業…標準及び特注油圧シリンダ及びその他油圧機器、空気圧シリンダ・バルブ・補器・駆動機 

           器、真空機器、ショックアブソーバ、電動アクチュエータ等。 

   機械・装置事業…産業用ロボット及び自動組立機械、運搬機械、半導体製造装置、その他産業機械・装置等。 

 （注２）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、895,328千円であり、その主なものは 

   当社の管理部門に係る費用であります。 

（注３）追加情報 

当社及び一部の連結子会社は、耐用年数省令の改正を契機に、資産の利用状況を見直した結果、一部の機械装置

について、当連結会計年度から、耐用年数を主として10年から12年に延長しております。 

これにより、当連結会計年度の営業費用は「油空圧機器事業」が32,788千円、「機械・装置事業」が1,723千円、

「消去又は全社」が94千円それぞれ減少しております。 

前連結会計年度（平成20年３月21日から平成21年３月20日まで）及び当連結会計年度（平成21年３月21日から

平成22年３月20日まで） 

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

の記載を省略しております。 

前連結会計年度（平成20年３月21日から平成21年３月20日まで）及び当連結会計年度（平成21年３月21日から

平成22年３月20日まで） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  
油空圧機器事
業（千円） 

機械・装置事
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  11,165,734  2,037,775  13,203,510  －  13,203,510

(2）セグメント間の内部売上高及

び振替高 
 34,528  22,208  56,736  △56,736  －

計  11,200,263  2,059,983  13,260,246  △56,736  13,203,510

営業費用  10,972,318  2,167,459  13,139,778  837,896  13,977,674

営業利益又は営業損失(△)  227,944  △107,475  120,468  △894,633  △774,164

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的支

出 
          

資産  11,998,782  1,959,253  13,958,036  5,378,899  19,336,935

減価償却費  414,201  31,676  445,877  39,113  484,991

資本的支出  116,497  33,187  149,685  11,475  161,160

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高
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前連結会計年度（平成20年３月21日から平成21年３月20日まで） 

 該当事項はありません。 

当連結会計年度（平成21年３月21日から平成22年３月20日まで） 

該当事項はありません。 

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

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

（関連当事者との取引）

（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292.37

１株当たり当期純利益金額  円5.83

１株当たり純資産額  円276.70

１株当たり当期純損失金額(△)  円△14.72

  
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) 

当期純利益又は当期純損失(△)（千円）  308,505  △784,730

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又は 

当期純損失(△)（千円） 
 308,505  △784,730

期中平均株式数（株）  52,915,035  53,294,550
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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 1,561,912 4,100,632

受取手形 4,439,789 1,997,535

売掛金 3,086,510 2,783,779

商品 55,696 －

製品 179,223 －

商品及び製品 － 166,205

仕掛品 1,984,255 1,362,849

原材料 998,104 －

貯蔵品 47,689 －

原材料及び貯蔵品 － 783,070

前渡金 2,642 3,027

前払費用 22,435 25,547

繰延税金資産 305,708 287,731

未収還付法人税等 20,452 －

その他 65,637 62,427

貸倒引当金 △7,550 △4,808

流動資産合計 12,762,507 11,567,996

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,297,605 1,209,450

構築物（純額） 54,522 49,875

機械及び装置（純額） 999,935 835,636

車両運搬具（純額） 2,567 2,198

工具、器具及び備品（純額） 153,634 109,748

土地 2,673,748 2,466,357

リース資産（純額） － 6,163

建設仮勘定 2,666 491

有形固定資産合計 5,184,680 4,679,922

無形固定資産   

ソフトウエア 195,060 157,097

その他 14,075 14,044

無形固定資産合計 209,136 171,141
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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) 

投資その他の資産   

投資有価証券 82,860 83,705

関係会社株式 223,444 223,444

出資金 1,105 250

関係会社出資金 62,107 62,107

関係会社長期貸付金 170,000 170,000

従業員に対する長期貸付金 50,306 56,374

繰延税金資産 342,328 592,193

破産更生債権等 14,111 6,314

長期前払費用 12,219 8,259

その他 72,878 55,611

貸倒引当金 △14,331 △6,540

投資その他の資産合計 1,017,030 1,251,721

固定資産合計 6,410,847 6,102,785

資産合計 19,173,354 17,670,781

負債の部   

流動負債   

支払手形 628,128 293,640

買掛金 2,215,429 1,764,857

1年内返済予定の長期借入金 95,000 －

リース債務 － 3,074

未払金 464,153 454,456

未払費用 288,039 247,968

未払法人税等 － 19,417

前受金 7,720 931

預り金 33,251 28,471

賞与引当金 217,733 202,681

受注損失引当金 3,714 900

流動負債合計 3,953,170 3,016,399

固定負債   

リース債務 － 3,089

退職給付引当金 883,737 941,724

役員退職慰労引当金 107,885 79,400

その他 63,500 69,500

固定負債合計 1,055,122 1,093,713

負債合計 5,008,293 4,110,113
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,153,450 3,153,450

資本剰余金   

資本準備金 2,728,366 2,728,366

その他資本剰余金 1,175,065 1,175,065

資本剰余金合計 3,903,432 3,903,432

利益剰余金   

利益準備金 375,600 375,600

その他利益剰余金   

特別償却準備金 786 393

買換資産圧縮積立金 100,547 96,883

別途積立金 2,462,808 2,462,808

繰越利益剰余金 4,146,365 3,548,099

利益剰余金合計 7,086,107 6,483,783

自己株式 △271 △272

株主資本合計 14,142,718 13,540,393

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 22,343 20,275

評価・換算差額等合計 22,343 20,275

純資産合計 14,165,061 13,560,668

負債純資産合計 19,173,354 17,670,781

23

㈱ＴＡＩＹＯ(6252)　平成22年3月期　決算短信



（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 19,467,034 11,915,303

売上原価   

商品期首たな卸高 62,662 55,696

製品期首たな卸高 186,975 179,223

当期製品製造原価 14,967,692 9,505,864

当期商品仕入高 622,007 424,856

合計 15,839,337 10,165,641

他勘定振替高 19,460 15,723

商品期末たな卸高 55,696 46,316

製品期末たな卸高 179,223 119,889

売上原価合計 15,584,956 9,983,712

売上総利益 3,882,078 1,931,590

販売費及び一般管理費   

荷造及び発送費 399,025 261,066

広告宣伝費 68,754 17,777

貸倒引当金繰入額 2,101 2,768

役員報酬 101,900 70,863

役員退職慰労引当金繰入額 21,330 17,806

給料 1,126,724 1,008,757

賞与 244,956 154,370

賞与引当金繰入額 76,006 75,899

福利厚生費 227,276 203,577

旅費及び交通費 134,618 87,006

賃借料 173,749 150,270

減価償却費 84,491 82,194

その他 637,103 531,761

販売費及び一般管理費合計 3,298,038 2,664,118

営業利益又は営業損失（△） 584,040 △732,528

営業外収益   

受取利息 8,212 6,922

受取配当金 42,583 33,458

受取賃貸料 60,449 70,027

仕入割引 14,719 4,588

助成金収入 － 274,142

その他 14,214 19,192

営業外収益合計 140,179 408,332
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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) 

営業外費用   

支払利息 4,784 48

売上割引 15,392 13,060

不動産賃貸原価 64,204 71,577

為替差損 8,171 718

環境安全対策費 14,000 －

その他 8,573 4,351

営業外費用合計 115,126 89,757

経常利益又は経常損失（△） 609,093 △413,953

特別利益   

貸倒引当金戻入額 3,799 7,561

固定資産売却益 － 2,134

特別利益合計 3,799 9,696

特別損失   

固定資産除売却損 20,399 11,943

投資有価証券評価損 3,575 －

減損損失 － ＊  206,460

退職特別加算金 － 69,447

事業構造改善費用 － 58,562

特別損失合計 23,974 346,414

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 588,918 △750,671

法人税、住民税及び事業税 135,295 30,387

法人税等調整額 206,212 △232,029

法人税等合計 341,507 △201,642

当期純利益又は当期純損失（△） 247,410 △549,029
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製造原価明細書

    
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） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円）
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

Ⅰ 材料費    5,123,889  34.2  2,913,896  32.2

Ⅱ 労務費    3,181,636  21.2  2,538,330  28.1

Ⅲ 経費    6,698,150  44.6  3,588,439  39.7

（うち、外注加工費）    (5,058,894)  (33.7)  (2,463,680)  (27.3)

（うち、減価償却費）    (395,846)  (2.6)  (320,551)  (3.6)

当期総製造費用    15,003,676  100.0  9,040,666  100.0

期首仕掛品たな卸高    2,007,019        1,984,255      

合計    17,010,696        11,024,922      

期末仕掛品たな卸高    1,984,255        1,362,849      

他勘定振替高 ※１  58,749        156,208      

当期製品製造原価    14,967,692        9,505,864      

（注）※１ 他勘定振替高 
  

 主として、研究開発のため自家消

費したものであります。 
  

同左 

２ 原価計算の方法 

  

 原価計算の方法は、主に個別原価

計算を用いながら一部総合原価計算

によっております。 

  

同左 
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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 2,944,200 3,153,450

当期変動額   

新株の発行 209,250 －

当期変動額合計 209,250 －

当期末残高 3,153,450 3,153,450

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 2,519,116 2,728,366

当期変動額   

新株の発行 209,250 －

当期変動額合計 209,250 －

当期末残高 2,728,366 2,728,366

その他資本剰余金   

前期末残高 1,050,000 1,175,065

当期変動額   

自己株式の処分 125,065 －

当期変動額合計 125,065 －

当期末残高 1,175,065 1,175,065

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 375,600 375,600

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 375,600 375,600

その他利益剰余金   

特別償却準備金   

前期末残高 1,179 786

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 △393 △393

当期変動額合計 △393 △393

当期末残高 786 393

買換資産圧縮積立金   

前期末残高 106,713 100,547

当期変動額   

買換資産圧縮積立金の取崩 △6,165 △3,664

当期変動額合計 △6,165 △3,664

当期末残高 100,547 96,883
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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) 

別途積立金   

前期末残高 2,462,808 2,462,808

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,462,808 2,462,808

繰越利益剰余金   

前期末残高 4,216,592 4,146,365

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 393 393

買換資産圧縮積立金の取崩 6,165 3,664

剰余金の配当 △324,196 △53,294

当期純損失（△） 247,410 △549,029

当期変動額合計 △70,227 △598,266

当期末残高 4,146,365 3,548,099

自己株式   

前期末残高 △145,425 △271

当期変動額   

自己株式の取得 △271 △0

自己株式の処分 145,425 －

当期変動額合計 145,153 △0

当期末残高 △271 △272

株主資本合計   

前期末残高 13,530,785 14,142,718

当期変動額   

新株の発行 418,500 －

剰余金の配当 △324,196 △53,294

当期純利益又は当期純損失（△） 247,410 △549,029

自己株式の取得 △271 △0

自己株式の処分 270,490 －

当期変動額合計 611,932 △602,324

当期末残高 14,142,718 13,540,393

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 27,270 22,343

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,927 △2,068

当期変動額合計 △4,927 △2,068

当期末残高 22,343 20,275
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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) 

純資産合計   

前期末残高 13,558,056 14,165,061

当期変動額   

新株の発行 418,500 －

剰余金の配当 △324,196 △53,294

当期純利益又は当期純損失（△） 247,410 △549,029

自己株式の取得 △271 △0

自己株式の処分 270,490 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,927 △2,068

当期変動額合計 607,004 △604,392

当期末残高 14,165,061 13,560,668
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 該当事項はありません。 

なお、上記事項以外は、 近の有価証券報告書（平成21年６月19日提出）における記載から重要な変更がないため

開示を省略しております。 

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

重要な会計方針

項目 
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） 

重要な資産の評価基準及び

評価方法 

重要な減価償却資産の減価償却の方法 

有形固定資産 

 定率法。ただし平成10年４月１日以

降に取得した建物（建物附属設備は除

く）については、定額法を採用してお

ります。 

 なお、主な耐用年数は以下の通りで

あります。 

建物          ３～50年 

構築物         ５～50年 

機械及び装置      ２～13年 

車両運搬具       ２～７年 

工具器具備品      ２～20年 

重要な減価償却資産の減価償却の方法 

有形固定資産(リース資産を除く) 

 定率法。ただし平成10年４月１日以

降に取得した建物（建物附属設備は除

く）については、定額法を採用してお

ります。 

 なお、主な耐用年数は以下の通りで

あります。 

建物          ３～50年 

構築物         ５～50年 

機械及び装置      ２～13年 

車両運搬具       ２～７年 

工具器具備品      ２～20年 

   （追加情報） 

 当社は、法人税法改正に伴い、平成

19年３月31日以前に取得した資産につ

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％に到達した事業年度の翌事業年度

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、

税引前純利益はそれぞれ73,539千円減

少しております。 

  

   無形固定資産  

 定額法を採用しております。 

  

   ─────────── 

 （追加情報）  

   当社は、耐用年数省令の改正を契機

に、資産の利用状況を見直した結果、

一部の機械装置について、当事業年度

から、耐用年数を主として10年から12

年に延長しております。  

これにより、当事業年度の営業損失、

経常損失及び税引前当期純損失はそれ

ぞれ34,606千円減少しております。 

  

  

  

  

   

    無形固定資産(リース資産を除く) 

   定額法を採用しております。 

  

     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を採用しており 

ます。 
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会計処理方法の変更

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） 

────────────   （リース取引に関する会計基準） 

   当社は、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、「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））が平成20年４月１日以後開始する

事業年度から適用できることになったことに伴い、当

事業年度からこれらの会計基準等を適用し、通常の売

買取引に係る方法に準じた会計処理によっておりま

す。  

    なお、この変更が営業損失、経常損失及び 税引前当

期純損失に与える影響はありません。 

(損益計算書関係)

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） 

            ────── ※  減損損失 

 当事業年度において、当社は以下の資産グループ

について減損損失を計上しました。 

  場所 用途 種類 減損損失 

山口県
美祢市 

遊休資産 土地 206,460 

   当社は、事業資産、賃貸資産、遊休資産に区分

し、事業資産については主として事業部毎に、ま

た、賃貸資産及び遊休資産については、個別物件毎

にグルーピングしております。  

 上記の資産グループについては、市場価格が大幅

に下落しているため、帳簿価格を回収可能価額まで

減額し、当該減少額を減損損失(206,460千円)として

特別損失に計上しました。 

 なお、回収可能価額は正味売却価額により測定し

ており、主に不動産鑑定士からの不動産鑑定評価額

に基づいて評価しております。 
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（税効果会計関係）

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） 

(1）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

(1）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

  （単位：千円）

繰延税金資産     

賞与引当金 88,486

未払事業税 3,082

棚卸資産評価損 84,687

退職給付引当金 359,151

役員退職慰労引当金 43,844

投資有価証券 10,696

減損損失 97,939

未払賞与等 66,751

関係会社出資金評価損 35,719

その他 86,347

繰延税金資産小計 876,705

評価性引当額 △155,966

繰延税金資産合計 720,738

      

繰延税金負債     

買換資産圧縮積立金 △68,838

その他有価証券評価差額金 △3,324

その他 △538

繰延税金負債合計 △72,701

繰延税金資産の純額 648,036

  （単位：千円）

繰延税金資産     

賞与引当金 82,369

未払事業税 5,107

棚卸資産評価損 108,583

退職給付引当金 382,716

役員退職慰労引当金 32,268

投資有価証券 10,233

減損損失 181,844

関係会社出資金評価損 35,719

繰越欠損金  242,220

その他 108,334

繰延税金資産小計 1,189,398

評価性引当額 △239,408

繰延税金資産合計 949,989

      

繰延税金負債     

買換資産圧縮積立金 △66,329

その他有価証券評価差額金 △3,465

その他 △269

繰延税金負債合計 △70,064

繰延税金資産の純額 879,925

 平成21年３月20日現在の繰延税金資産の純額は、貸借

対照表の以下の項目に含まれております。 

 平成22年３月20日現在の繰延税金資産の純額は、貸借

対照表の以下の項目に含まれております。 

流動資産 － 繰延税金資産 305,708

固定資産 － 繰延税金資産 342,328

  648,036

流動資産 － 繰延税金資産 287,731

固定資産 － 繰延税金資産 592,193

  879,925

(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

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

(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

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

  （単位：％）

法定実効税率 40.6

（調整）     

住民税均等割 6.4

交際費等の永久差異項目 △0.3

試験研究費等の特別税額控除 △2.1

評価性引当金の増減額 13.6

その他 △0.2

税効果会計適用後の法人税等の負

担率 
58.0   

  （単位：％）

法定実効税率 40.6

（調整）     

住民税均等割 △4.2

交際費等の永久差異項目 1.5

評価性引当金の増減額 △11.1

その他 0.1

税効果会計適用後の法人税等の負

担率 
26.9
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（決定した経営合理化施策の進捗状況） 

  

既に発表しております経営合理化施策の進捗状況は次の通りであります。 

１．事業構造改革について 

(1)工場の機能別再編成の実施 

 ①本社工場（機械・装置事業、新製品開発事業、子会社・タイヨーテクノ(株)）   

      機械・装置事業は自動車メーカー向けと半導体製造装置メーカー向けの事業を平成21年９月に装置ビジネス

ユニットとして一体化して競争力のある 適な生産体制を構築いたしました。また新製品を開発し新事業を創

出する目的で本社工場に設置した事業開発部を平成21年12月に組織再編し、機器ビジネスと装置ビジネスのシ

ナジーをさらに追求していく体制を編成しました（なお、事業開発部は、平成22年3月21日付で技術開発部と

改称いたしました）。また、環境・エネルギー分野を得意とするタイヨーテクノ(株)は平成22年５月を目処に

大阪佃工場から本社工場に移転する準備を進めており、機械・装置事業とのシナジー効果をより高めてまいり

ます。 

 ②山口工場（標準油圧機器製品） 

      本社工場で生産している油圧機器のうち標準油圧機器に関連する製品を平成21年12月に山口工場に生産集約 

を完了いたしました。 

 ③奈良工場（特注油圧機器製品、子会社・タイヨーテック(株)） 

   本社工場で生産している油圧機器のうち特注油圧機器に関連する製品を平成22年２月に奈良工場に生産集約

を完了いたしました。 

 ④筑波工場（空気圧機器製品） 

   本社工場で生産している空気圧機器に関連する製品を平成21年12月に筑波工場に生産集約を完了いたしまし

た。 

  

(2)重点分野への戦略シフト 

 ①中国市場でのコアビジネスの拡充強化 

      中国は世界的な経済減速化にあっても高い成長率を誇り、中国国内のインフラ整備のための需要が期待され

る成長市場であることから、生産体制、販売体制の拡充強化のため中国子会社（太派液圧気動（上海）有限公

司）に経営資源を戦略的にシフトしてまいります。その準備のため本社内に中国プロジェクトを平成21年７月

に設置し、平成22年度中を目処に順次空気圧機器製品の現地生産化を進めてまいります。また、標準油圧機器

製品に加え、特注油圧機器製品の現地販売体制の充実も図ってまいります。 

 ②次世代製品の開発推進 

   当社グループは、「知的動作制御（Intelligent Motion & Control）」を事業コンセプトに、物を動かすた

めの基本動作をする油圧・空圧機器、生産ラインの一翼を担う機械・装置、およびこれらを組み合わせた生産

システムを提供しております。本社工場では平成21年12月に組織再編した事業開発部（平成22年３月21日付で

技術開発部と改称）が核となり、当社のこれまで長年培ってきた動作と制御の技術力を結集し、電動機器や環

境・エネルギー分野に関する次世代製品の開発・事業化に取り組んでおります。    

       なお、既存のコアビジネスである油圧機器事業は山口・奈良の2工場で、また空気圧機器事業は筑波工場に

平成21年12月に生産集約が完了したことから、更なる生産体制の高効率化とコアビジネスとしての更なる深化

に取り組んでまいります。 

  

６．その他の情報
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２．収益構造改革について 

(1) 販売拠点の再編 

       販売拠点の再編につきましては、前期末で５ブロック、21営業所、１駐在事務所の販売拠点を、平成21年９

月までに３ブロック（東部、中部、西部）、15営業所体制への再編が完了いたしました。これにより販売体制

の効率化を推進していくとともに、拠点維持に関わるコスト低減に取り組んでおります。またタイヨーテクノ

(株)東京支店は平成21年６月に当社東部ブロック拠点内に移転完了し、拠点維持コストの低減を図るとともに

両社の営業連携体制をさらに強化してまいります。 

(2) 生産量減少に伴う施策 

     急激な受注の減少に伴い、平成21年４月から減産に対応して工場従業員等を対象として一時帰休を実施して

おりますが、現在も受注量の回復には至っておらず引き続き継続しております。また工場の機能別再編に伴い

パートタイマーなど非正規雇用労働者を中心とした契約解除や正社員の 適配置を行いました。 

(3) 役員報酬の減額 

   平成21年４月より役員報酬の減額ならびに監査役報酬の自主返上を行っておりますが、厳しい経営環境下を

勘案し、引き続き継続しております。 

(4) 社員給与の減額 

   役員と同様に当社社員（執行役員、管理職、一般社員）の給与減額を引き続き継続しております。 

(5) その他の取り組み 

     役員報酬の減額や社員給与の賃金カットなどの人件費削減の継続のほか、原価低減活動や徹底した固定経費

の削減に継続して全社で取り組んでおります。 
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