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1.  22年3月期の業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 24,724 △27.6 △84 ― 196 △87.7 90 △85.0

21年3月期 34,168 △17.6 1,227 △46.4 1,607 △41.6 602 △61.4

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 7.94 ― 0.4 0.7 △0.3

21年3月期 52.86 ― 2.6 5.7 3.6

（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 26,948 22,924 85.1 2,012.83
21年3月期 26,818 22,972 85.7 2,017.03

（参考） 自己資本   22年3月期  22,924百万円 21年3月期  22,972百万円

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 2,291 △465 △229 7,699
21年3月期 3,230 △843 △512 6,102

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
純資産配当

率第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 20.00 ― 10.00 30.00 341 56.8 1.5
22年3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00 227 252.0 1.0

23年3月期 
（予想）

― 10.00 ― 10.00 20.00 42.2

3.  23年3月期の業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
累計期間

15,000 38.4 470 ― 585 ― 325 ― 28.54

通期 31,000 25.4 700 ― 970 392.4 540 497.3 47.41
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4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

(注)１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数は、33ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 11,399,237株 21年3月期 11,399,237株

② 期末自己株式数 22年3月期  10,054株 21年3月期  9,890株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 本資料に掲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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当事業年度におけるわが国の経済は、世界的な経済不況の進行による影響を受け前半は、需要の減少

に伴う生産調整や設備投資の抑制などにより極めて低調に推移しました。後半になり、政府の経済政策

により一部の業種に需要回復や企業の在庫調整の進展に伴い、また中国などを中心としたアジア地域を

牽引役として輸出関連業種に回復傾向が見受けられましたが、設備投資の本格回復には繋がらず、雇用

環境も厳しく、急速な円高の進行など景気回復途上の停滞感が依然として漂い、まだまだ先の見通しや

予測がつきにくく厳しい状況にて推移いたしました。 

 機械工具販売業界におきましても、前半は特に依存度の高い自動車、電機・電子業界等の大幅減産に

よる在庫調整の影響等により、設備の一時稼働停止や投資抑制が顕著となり大幅に悪化いたしました。

後半には電機・電子業界の在庫調整の一巡や自動車業界においてエコ対象車種での需要の高まりや輸出

関連業種に稼働率の回復傾向が顕著となってきました。ただ住宅建築関連分野や内需関連産業において

は依然として低迷が続いており、結果として産業界全般においてなおも停滞感が漂い、まだまだ景気の

本格回復への糸口が掴めてなく予測がつかない状況にて推移いたしました。 

 このような状況のもと当社といたしましては、顧客ニーズを的確に把握し、顧客貢献を念頭おいて、

よりきめ細かな営業努力に努めてまいりました。また、食品業界や薬品業界等の異業種にも積極的にア

プローチを行ってまいりました。今期におきましては、四国営業所の新築移転を行い、より地域に密着

した営業活動に注力を注ぐとともに経費節減に努めてまいりました。 

 しかしながら、受注低迷は避けられず、当事業年度におきましては売上高247億24百万円（前年同期

比27.6％減）、経常利益１億96百万円（前年同期比87.7％減）、当期純利益90百万円（前年同期比

85.0％減）となりました。 

  

 
  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

①当期の経営成績

②部門別売上状況

（単位：百万円未満切捨）

前  期 当  期
増減

自 平成20年4月 1日 自 平成21年4月 1日

至 平成21年3月31日 至 平成22年3月31日 (△印減)

金  額 構成比 金  額 構成比 金  額

% %

測 定 工 具 12,771 37.4 8,706 35.2  △ 4,065

工 作 用 器 具 5,165 15.1 2,942 11.9 △ 2,223

機 械 工 具 7,675 22.5 5,779 23.4 △ 1,896

空圧・油圧器具 5,834 17.1 4,586 18.6 △ 1,248

そ  の  他 2,720 7.9 2,709 10.9 △ 10

 合   計 34,168 100.0 24,724 100.0 △ 9,443
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次期の世界経済につきましては、欧州諸国の財政赤字や、政策効果の息切れへの懸念が強まるな

ど、先行きに不透明感が残るものの、中国をはじめとする東アジアに索引される形で緩やかながらも

回復基調が続くものと思われます。 

 国内においても先行不透明ではありますが、電機・電子業界や、輸出関連業界において工場稼働率

も上がり回復基調で進むものと思われます。 

 このような状況下において当社はサービスの向上、新規仕入先ルートの確保、新たな販売先の開

拓、工場稼働率の高いエネルギー・食品・薬品等の分野へのさらなる取り組みを行ってまいります。

また、より一層の営業活動の効率化をはかるため、平成22年４月１日付けで営業地域の見直しを行

い、組織改革を行い新体制のもと営業活動を行っております。  

 以上により次期の業績につきましては、売上高310億円（前期比25.4%増）、経常利益９億円70百万

円（前期比392.4%増）、当期純利益５億40百万円（前期比497.3%増)を予想しております。 

  

当事業年度末における総資産は269億48百万円となり、前期比１億29百万円増加となりました。 

主な増加は、有価証券15億円、売掛金２億18百万円、土地２億15百万円、投資有価証券２億37百万円

で、主な減少は、受取手形11億30百万円、商品７億54百万円であります。他方負債合計は40億24百万円

となり、前期比１億78百万円増加しました。主な増加は買掛金６億73百万円で、主な減少は、未払金１

億１百万円、未払法人税等１億39百万円、長期未払金３億64百万円であります。また、純資産合計は

229億24百万円となり、48百万円減少しました。 

 当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税引前当期純利益１億80百万円

を計上し、有形固定資産の取得や長期未払金の支払で相殺されたものの前期末に比べて15億97百万円増

加し、当事業年度末は76億99百万円となりました。 

 なお、当事業年度末におけるフリー・キャッシュ・フローは23億27百万円です。 

当事業年度中における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は前期より９億38百万減少し、22億91百万円となりました。これらは主

に、売上債権の減少９億16百万円、税引前当期純利益１億80百万円、減価償却費２億93百万円、仕入債

務の増加６億73百万円の収入に対し、法人税等の支払１億86百万円、長期未払金の減少３億64百万円に

よるものであります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は前期より３億78百万円減少し、４億65百万円となりました。これらは

主に、有形固定資産の取得による支出が４億円、投資有価証券の取得87百万円の支出によるものであり

ます。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は前期より２億83百万円減少し、２億29百万円となりました。これは、

配当金の支払に支出したためであります。 

 ③次期の見通し

(2) 財政状態に関する分析
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
（注）自己資本率 ： 自己資本／総資産 

   時価ベースの自己資本率 ： 株式時価総額／総資産 

   キャシュ・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．株式時価総額は期末発行済株式数により算出しております。 

２．営業キャッシュ・フローはキャッシュ・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、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。また、利払については、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 

  

当社は堅実な財務体質と安定した経営基盤を誇りとしており、株主の皆様には、安定的な配当の継続

と、適正な利益還元を目標としております。 

 当期におきましては、株主の皆様への利益還元策の一環として、中間配当金を１株につき10円の配当

をおこないました。また、期末配当金は１株につき10円とさせていただきたく、本年６月開催予定の第

85回定時株主総会に付議する予定であります。これにより、年間配当は１株につき20円となる予定であ

ります。次期の配当金は中間配当金10円に期末配当10円を加えた年間20円となる予定です。 

 内部留保金につきましては、長期的な展望に立った営業所開設資金ならびに新規取扱商品の開発・購

入時の資金に投入し、さらなる企業競争力の強化に取り組んでまいります。 

 以上の観点からキャッシュフロー重視の経営に努め、株主の皆様のご期待に応える所存であります。

  

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 76.6% 76.7% 77.6% 85.7% 85.1%

時価ベースの自己資本比率 78.8% 74.5% 47.9% 38.4% 37.2%

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

－年 －年 －年 －年 －年

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

204.4倍 505.3倍 632.6倍 1,209.0倍 836.7倍

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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以下において、当社の事業展開上のリスクの要因となる可能性があると考えられる事項を記載してお

ります。当社は、これらのリスクの存在を認識した上で、その回避及び顕在化した場合の対応に努める

所存であります。また、以下の記載は本株式への投資に関連するリスク全てを網羅するものではありま

せんので、この点ご留意ください。 

  

(ａ)業績の変動要因 

 当社は、景気動向、おもに鉱工業生産指数や製造業稼働率指数及び機械受注等の統計資料で示される

分野に比較的影響を受けやすい業種に属しています。その原因は、機械及び機器・工具類が、産業機

械、工作機械、自動車、電気、半導体、電子部品等に も多く使用・消費されているからであり、各々

が経済成長率に影響をあたえるほどすそ野が広い分野であるからです。 

 当社といたしましては、流通過程の見直しによる販売ルートの開拓、新規開拓、新規出店による商圏

の拡大等の営業努力を行っておりますが、自動車関連、ＩＴ関連、ＤＶＤ等のデジタル関連等の製造現

場での設備投資、工場稼働率が下降した場合には、当社の業績が影響を受ける可能性があります。 

(ｂ)人材の教育 

 当社の経営に係る基本的な方針は、「顧客満足度の向上」であり、当該方針を実現できる人材の確保

と育成を重要な経営課題として捉えております。今後においても、業績拡大や積極的な出店を継続して

いくためには、従来以上に注力する必要があります。 

 当社といたしましては、新市場開拓のために積極的に人材確保を行いながら、情報提供、技術提供と

いった提案型営業のできる人材育成と技術的専門知識をもったセールスエンジニアを育成し他社と差別

化を図り、新規出店、業容拡大に向け努力しております。 

 しかしながら、業容拡大・新規出店を担える人材の確保及び育成ができない場合には、当社の業績及

び今後の事業展開に影響を及ぼす可能性があります。 

(4) 事業等のリスク
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 当社を中心とする企業集団は、当社および子会社２社で構成され、当社は測定器具、工作用器具、機械工

具、空圧・油圧器具等の販売、また、子会社は測定工具の製造・販売を行う会社であります。 

  

 

2. 企業集団の状況
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当社は機械および機械工具の商社として「商品売るより誠意を売れ」の顧客第一主義をモットーとし

て、さまざまな産業分野の要請に対して迅速に対応することにより、社会の発展に貢献する事を基本理

念としています。 

 また、株主・取引先・社員などのすべての関係者に対して、信頼と期待に応えるように行動基準を設

け業務に取り組んでいます。 

  

当社は継続的な事業の拡大を通じて企業価値を向上させていくことを経営の目標としております。経

営指標としては、売上高営業利益率を高めていくことを第一の目標としております。 

  

当社は創業来、培ってきた「測定工具」の強味を発揮しつつ、高品質・超精度化と多様化する顧客ニ

ーズに応えるため、その他の部門も含めて「販売店舗の増強」「販売力の強化」「花形商品の開発」に

積極的に営業展開しております。 

 また、人材の若返りをはかり、行動力・情報収集力・商品知識および技術取得意欲の高揚をはかり、

「フェース・ツー・フェース」の提案型営業を推進してまいります。 

  

当社を取り巻く環境は、新しい産業の発展による、新製品、新技術の開発が行われ、精密機器・精密

工具等、機械工具販売業界に対するニーズも増大しており、情報化社会の発達とともに、ますます迅速

な対応が求められております。 

 当社といたしましては、あらゆる産業のニーズに対応すべく情報の共有化、合理化、業務体制の一層

の効率化を進めるため、ＩＴ技術を積極的に取り入れ業務の改善とスピード化を目指しております。 

 また、商圏の拡大を目指し新規営業所および連絡所の開設とともに他社との差別化を図るべく、若手

人材の確保と育成により、地域密着型の提案営業を徹底してまいります。 

  

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

(4) 会社の対処すべき課題

杉本商事㈱(9932)平成22年３月期決算短信(非連結)
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４【財務諸表等】 
(1)【財務諸表】 
①【貸借対照表】 

(単位：千円)

第84期 
(平成21年３月31日) 

第85期 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,102,179 6,199,699

受取手形 ※2  4,888,742 ※2  3,757,870

売掛金 4,371,738 4,589,968

有価証券 － 1,500,000

商品 2,725,471 1,971,404

前払費用 9,310 11,723

繰延税金資産 126,945 192,400

その他 62,440 69,488

貸倒引当金 △14,109 △17,834

流動資産合計 18,272,718 18,274,722

固定資産   

有形固定資産   

建物 4,575,300 4,568,889

減価償却累計額 △2,317,449 △2,423,767

減損損失累計額 △19,617 －

建物（純額） 2,238,234 2,145,122

構築物 187,496 184,176

減価償却累計額 △128,563 △133,237

減損損失累計額 △390 －

構築物（純額） 58,541 50,938

車両運搬具 315,338 316,901

減価償却累計額 △235,916 △256,628

車両運搬具（純額） 79,421 60,272

工具、器具及び備品 376,876 364,158

減価償却累計額 △289,784 △289,532

工具、器具及び備品（純額） 87,092 74,626

土地 4,763,154 4,978,804

建設仮勘定 59,246 7,577

有形固定資産合計 7,285,690 7,317,342

無形固定資産   

ソフトウエア 14,441 9,013

電話加入権 31,611 31,611

無形固定資産合計 46,053 40,624
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(単位：千円)

第84期 
(平成21年３月31日) 

第85期 
(平成22年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  807,578 ※1  1,045,076

関係会社株式 15,400 15,400

出資金 8,690 11,370

役員及び従業員に対する長期貸付金 13,220 22,700

関係会社長期貸付金 20,000 20,000

長期貸付金 － 20,000

固定化営業債権 234 151

長期前払費用 7,401 8,807

繰延税金資産 189,087 20,778

差入保証金 185,792 165,935

その他 10,209 12,077

貸倒引当金 △43,345 △26,307

投資その他の資産合計 1,214,269 1,315,989

固定資産合計 8,546,012 8,673,956

資産合計 26,818,731 26,948,678

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,212,292 2,885,533

未払金 254,628 138,555

未払費用 228,112 285,968

未払法人税等 174,000 34,800

未払消費税等 － 13,866

前受金 4,231 3,264

預り金 17,968 19,715

前受収益 1,194 1,258

従業員預り金 253,324 238,322

その他 6,531 5,053

流動負債合計 3,152,284 3,626,337

固定負債   

退職給付引当金 146,592 214,941

長期未払金 522,718 158,237

長期預り保証金 24,466 24,666

固定負債合計 693,777 397,845

負債合計 3,846,061 4,024,182

杉本商事㈱(9932)平成22年３月期決算短信(非連結)

10



(単位：千円)

第84期 
(平成21年３月31日) 

第85期 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,597,406 2,597,406

資本剰余金   

資本準備金 2,513,808 2,513,808

資本剰余金合計 2,513,808 2,513,808

利益剰余金   

利益準備金 260,979 260,979

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 75,160 74,231

別途積立金 16,000,000 16,500,000

繰越利益剰余金 1,472,368 835,920

利益剰余金合計 17,808,508 17,671,130

自己株式 △7,487 △7,628

株主資本合計 22,912,237 22,774,717

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 60,432 149,778

評価・換算差額等合計 60,432 149,778

純資産合計 22,972,669 22,924,495

負債純資産合計 26,818,731 26,948,678
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②【損益計算書】 

(単位：千円)

第84期 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

第85期 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 34,168,042 24,724,151

売上原価   

商品期首たな卸高 2,553,232 2,725,471

当期商品仕入高 28,452,502 19,783,672

合計 31,005,735 22,509,144

商品期末たな卸高 2,725,471 1,971,404

売上原価合計 28,280,264 20,537,740

売上総利益 5,887,777 4,186,410

販売費及び一般管理費   

荷造費 160,960 119,213

車両費 141,333 124,780

広告宣伝費 25,555 21,763

販売促進費 21,642 8,894

貸倒引当金繰入額 2,484 3,724

役員報酬 156,660 117,480

給料 1,957,723 1,953,094

賞与 462,178 370,084

退職給付費用 320,197 284,621

法定福利費 284,320 264,938

福利厚生費 49,571 41,637

交際費 55,440 21,595

旅費 88,399 60,542

通信費 126,148 121,107

水道光熱費 58,827 52,040

消耗品費 11,288 5,900

事務用品費 87,735 60,954

租税公課 80,127 72,735

減価償却費 255,924 293,298

修繕費 17,744 8,369

不動産賃借料 69,247 67,042

その他 226,349 196,646

販売費及び一般管理費合計 4,659,860 4,270,466

営業利益又は営業損失（△） 1,227,917 △84,055
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(単位：千円)

第84期 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

第85期 
(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 4,495 11,440

受取配当金 18,609 14,304

投資不動産賃貸料 64,557 67,129

仕入割引 366,603 200,685

その他 23,604 28,481

営業外収益合計 477,869 322,041

営業外費用   

支払利息 2,672 2,739

売上割引 63,414 37,436

和解金 28,000 －

その他 3,981 818

営業外費用合計 98,067 40,993

経常利益 1,607,719 196,991

特別利益   

固定資産売却益 ※1  2,746 ※1  12,146

特別利益合計 2,746 12,146

特別損失   

固定資産除売却損 ※2  32,460 ※2  28,054

減損損失 ※3  65,909 －

投資有価証券評価損 73,470 558

役員退職慰労引当金繰入額 82,000 －

その他 2,920 461

特別損失合計 256,760 29,075

税引前当期純利益 1,353,705 180,062

法人税、住民税及び事業税 610,908 47,969

法人税等調整額 140,770 41,684

法人税等合計 751,678 89,654

当期純利益 602,026 90,408
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③【株主資本等変動計算書】 

(単位：千円)

第84期 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

第85期 
(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 2,597,406 2,597,406

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,597,406 2,597,406

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 2,513,808 2,513,808

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,513,808 2,513,808

資本剰余金合計   

前期末残高 2,513,808 2,513,808

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,513,808 2,513,808

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 260,979 260,979

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 260,979 260,979

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 76,150 75,160

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △989 △929

当期変動額合計 △989 △929

当期末残高 75,160 74,231

別途積立金   

前期末残高 15,000,000 16,000,000

当期変動額   

別途積立金の積立 1,000,000 500,000

当期変動額合計 1,000,000 500,000

当期末残高 16,000,000 16,500,000
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(単位：千円)

第84期 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

第85期 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

繰越利益剰余金   

前期末残高 2,381,878 1,472,368

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 989 929

別途積立金の積立 △1,000,000 △500,000

剰余金の配当 △512,525 △227,786

当期純利益 602,026 90,408

当期変動額合計 △909,509 △636,448

当期末残高 1,472,368 835,920

利益剰余金合計   

前期末残高 17,719,008 17,808,508

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △512,525 △227,786

当期純利益 602,026 90,408

当期変動額合計 89,500 △137,378

当期末残高 17,808,508 17,671,130

自己株式   

前期末残高 △7,372 △7,487

当期変動額   

自己株式の取得 △114 △141

当期変動額合計 △114 △141

当期末残高 △7,487 △7,628

株主資本合計   

前期末残高 22,822,851 22,912,237

当期変動額   

剰余金の配当 △512,525 △227,786

当期純利益 602,026 90,408

自己株式の取得 △114 △141

当期変動額合計 89,386 △137,519

当期末残高 22,912,237 22,774,717
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(単位：千円)

第84期 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

第85期 
(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 179,145 60,432

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △118,712 89,345

当期変動額合計 △118,712 89,345

当期末残高 60,432 149,778

評価・換算差額等合計   

前期末残高 179,145 60,432

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △118,712 89,345

当期変動額合計 △118,712 89,345

当期末残高 60,432 149,778

純資産合計   

前期末残高 23,001,996 22,972,669

当期変動額   

剰余金の配当 △512,525 △227,786

当期純利益 602,026 90,408

自己株式の取得 △114 △141

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △118,712 89,345

当期変動額合計 △29,326 △48,173

当期末残高 22,972,669 22,924,495
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④【キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

第84期 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

第85期 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 1,353,705 180,062

減価償却費 255,924 293,298

減損損失 65,909 －

受取利息及び受取配当金 △23,104 △25,744

支払利息 2,672 2,739

有形固定資産売却損益（△は益） 29,714 15,908

売上債権の増減額（△は増加） 5,101,840 916,316

たな卸資産の増減額（△は増加） △172,238 754,067

仕入債務の増減額（△は減少） △2,208,776 673,240

投資有価証券評価損益（△は益） 73,470 558

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） △182,100 △41,647

退職給付引当金の増減額（△は減少） 104,359 68,349

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △540,638 －

長期未払金の増減額（△は減少） 522,718 △364,481

その他 △21,419 △16,749

小計 4,362,035 2,455,917

利息及び配当金の受取額 28,450 25,164

利息の支払額 △2,672 △2,739

法人税等の支払額 △1,157,408 △186,369

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,230,406 2,291,972

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △795,535 △400,121

有形固定資産の売却による収入 53,834 64,083

投資有価証券の取得による支出 △43,691 △87,542

投資有価証券の売却及び償還による収入 422 －

貸付けによる支出 △64,500 △89,000

貸付金の回収による収入 26,875 47,520

その他 △21,401 △240

投資活動によるキャッシュ・フロー △843,997 △465,300

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △512,265 △229,151

財務活動によるキャッシュ・フロー △512,265 △229,151

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,874,144 1,597,520

現金及び現金同等物の期首残高 4,228,034 6,102,179

現金及び現金同等物の期末残高 6,102,179 7,699,699
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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)【重要な会計方針】

項目
第84期

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

第85期
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法

(1) 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

(1) その他有価証券

   時価のあるもの

同左

   時価のないもの

同左

(2) 子会社株式 

   移動平均法による原価法

(2) 子会社株式

同左

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法

移動平均法による原価法（収益性の低

下による簿価の切下げの方法）によっ

ております。

同左

３ 固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産

建物 

 旧定率法によっております。 

建物以外 

ａ 平成19年３月31日以前に取  

  得したもの 

  旧定率法によっておりま 

  す。 

ｂ 平成19年４月１日以降に取 

  得したもの 

  定率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 15年～50年、構築物 10年～

40年、車両運搬具 ４年～６年、

工具器具備品 ３年～６年

(1) 有形固定資産

同左

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

(2) 無形固定資産 

   定額法 

   主な耐用年数 

   ソフトウエア(自社利用分)５年

(2) 無形固定資産

同左

(3) 長期前払費用 

   定額法

(3) 長期前払費用

同左
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項目
第84期

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

第85期
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

  債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能

性を検討し、回収不能見込額を計

上しております。

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当期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、

計上しております。 

 なお、会計基準変更時差異(293

百万円)については、償却期間を

10年とする均等額を費用処理して

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

よる定率法により、発生事業年度

から費用処理しております。

(2) 退職給付引当金 

              同左

５ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法

  繰延ヘッジ処理を採用しておりま

す。また為替変動リスクのヘッジ

について振当て処理の要件を充し

ている場合には、振当て処理を採

用しております。

(1) ヘッジ会計の方法

同左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 為替予約

ヘッジ対象 商品輸出による外貨

建売上債権及び外貨

建予定取引

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(3)ヘッジ方針ならびに有効性の評価

  為替変動リスクの低減のために対

象債権の範囲内でヘッジを行って

おります。

  なお、ヘッジ要件を充たした契約

のみ行っており、ヘッジの有効性

は常に保たれております。

(3)ヘッジ方針ならびに有効性の評価

同左

６ キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

キャッシュ・フロー計算書における資

金(現金及び現金同等物)は、手許現

金、随時引き出し可能な預金及び満期

３ヶ月以内の定期預金からなっており

ます。

キャッシュ・フロー計算書における資

金(現金及び現金同等物)は、手許現

金、随時引き出し可能な預金、満期３

ヶ月以内の定期預金及び容易に換金可

能であり、かつ、価格の変動について

僅少なリスクしか負わない取得日から

３ヶ月以内に満期日又は償還日の到来

する短期投資からなっております。

７ その他財務諸表作成のた

めの重要な事項

消費税等の会計処理

 税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左
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(会計処理の変更) 

 
  

  

  

 
  

(7)【重要な会計方針の変更】

第84期
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

第85期
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 当事業年度より、「棚卸資産の評価に関する会計基

準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表分）

を適用しております。 

 これにより損益に与える影響はありません。

 ―――

【追加情報】

第84期
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

第85期
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 役員退職慰労金制度につきましては、平成20年６月20

日開催の第83回定時株主総会終結のときをもって廃止

し、退職慰労金につきましては、在任期間に対応する金

額および功労加算金を含めた額で、打切り支給する旨の

議案を決議しております。これに伴い、役員退職慰労引

当金を取崩し、将来の打切り支給予定額を長期未払金及

び未払金に計上しております。

 ―――
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(8)【財務諸表に関する注記事項】

(貸借対照表関係)

第84期 
(平成21年３月31日)

第85期
(平成22年３月31日)

※１ このうち担保に供している資産は下記のとおりで 

   あります。 

  (1) 担保提供資産 

     投資有価証券           40百万円

※１ このうち担保に供している資産は下記のとおりで 

   あります。 

  (1) 担保提供資産 

     投資有価証券          67百万円

  (2) 上記に対応する債務 

         買掛金             27百万円

(2) 上記に対応する債務
         買掛金             48百万円

※２ 受取手形裏書譲渡高         138百万円 ※２ 受取手形裏書譲渡高        124百万円

(損益計算書関係)

第84期
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

第85期
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

※１ 固定資産売却益の内訳は、次のとおりでありま

す。

※１ 固定資産売却益の内訳は、次のとおりでありま

す。

 

 

 

車両運搬具 0百万円

土地 2百万円

   計 2百万円

※２ 固定資産除売却損の内訳は、次のとおりでありま

す。

建物 24百万円

構築物 0百万円

車両運搬具 2百万円

工具器具備品 4百万円

   計 32百万円

※３ 減損損失 
 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。

用途 種類 場所 その他

建物 長野県諏訪市

遊休資産 構築物 奈良県橿原市

土地 福井県敦賀市

 当該資産は期中に新築移転を行い期末時点では
遊休資産となりました。 
 減損損失の内訳は建物19百万円、構築物０百万
円、土地45百万円であります。 
 なお、当資産グループの回収可能性は正味売却
価額により測定しており、路線価又は固定資産税
評価額に合理的調整を行って算出した金額を使用
しております。

 

 

土地 12百万円

   計 12百万円

※２ 固定資産除売却損の内訳は、次のとおりでありま

す。

建物 11百万円

構築物 0百万円

車両運搬具 2百万円

工具器具備品 3百万円

土地 10百万円

   計 28百万円

―――
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第84期（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

 
（変動事由の概要） 

増加株式数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加115株 

３ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

 
  

第85期（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  
２ 自己株式に関する事項 

 
（変動事由の概要） 

増加株式数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加164株 

３ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

(株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前事業年度末株式数
当事業年度増加

株式数
当事業年度減少

株式数
当事業年度末株式数

普通株式(千株) 11,399 ― ― 11,399

株式の種類 前事業年度末株式数
当事業年度増加

株式数
当事業年度減少

株式数
当事業年度末株式数

普通株式(株) 9,775 115 ― 9,890

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20日 
定時株主総会

普通株式 284 25 平成20年３月31日 平成20年６月23日

平成20年10月31日 
取締役会

普通株式 227 20 平成20年９月30日 平成20年11月28日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年６月19日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 113 10 平成21年３月31日 平成21年６月22日

株式の種類 前事業年度末株式数
当事業年度増加

株式数
当事業年度減少

株式数
当事業年度末株式数

普通株式(千株) 11,399 ― ― 11,399

株式の種類 前事業年度末株式数
当事業年度増加

株式数
当事業年度減少

株式数
当事業年度末株式数

普通株式(株) 9,890 164 ― 10,054

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19日 
定時株主総会

普通株式 113 10 平成21年３月31日 平成21年６月22日

平成21年10月20日 
取締役会

普通株式 113 10 平成21年９月30日 平成21年11月30日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成22年６月18日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 113 10 平成22年３月31日 平成22年６月21日
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第85期(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

（追加情報） 

当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年３月10日)及び「金融商品の

時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成20年３月10日）を適用しております。 

１ 金融商品の状況に関する事項 

(1) 金融商品に対する取組方針 

当社は、資金運用については、短期的な預金等に限定し、投機的な取引は行わない方針でありま

す。運転資金は全て自己資金にて行っております。 

(2) 金融商品の内容及びリスク 

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価券は主

として取引先の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。また、取引先及び子会社

に短期・長期貸付を行っております。 

  営業債務である買掛金はほとんどが翌月現金にて支払っております。 

(3) 金融商品に係るリスク管理体制 

販売規定・稟議規定に従い、営業債権及び長期・短期貸付金について各営業担当部門及び管理部

が定期的にモニタリングを行い、顧客毎に残高を把握し管理を行っており、財政状況等の悪化等に

よる回収懸念の早期把握に努めリスクの軽減を図っております。 

 投資有価証券については、定期的に時価や発行先の財務状況の把握に努めております。 

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され

た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前

提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。 

(5) 信用リスクの集中 

当期の営業債権で特定の大口顧客はありません。 

(キャッシュ・フロー計算書関係)

第84期
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

第85期
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 6,102百万円

現金及び現金同等物 6,102百万円

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 6,199百万円

取得日から３ヶ月以内に償還期限の 

到達する有価証券
1,500百万円

現金及び現金同等物 7,699百万円

(金融商品関係)
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２ 金融商品の時価等に関する事項 

平成22年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり

ます。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次の表には含めておりません。 

 
  

(単位：千円)

貸借対照表計上額 時価 差額

１.現金及び預金 6,199,699 6,199,699 ―

２.売掛金 3,757,870 3,757,870 ―

３.受取手形 4,589,968 4,589,968 ―

４.有価証券 1,500,000 1,500,000 ―

５.投資有価証券

  その他有価証券 896,376 896,376 ―

６.差入保証金 165,935 121,178 44,757

７.役員及び従業員に 
  対する長期貸付金

22,700 22,700 ―

８.関係会社長期貸付金 20,000 20,000 ―

９.長期貸付金 20,000 20,000 ―

  資 産 計 17,172,550 17,127,993 44,757

10.買掛金 2,885,533 2,885,533 ―

11.未払金 138,555 138,555 ―

12.未払法人税等 34,800 34,800 ―

13.未払消費税等 13,866 13,866 ―

14.預り金 19,715 19,715 ―

15.前受金 3,264 3,264 ―

16.従業員預り金 238,322 238,322 ―

17.長期未払金 158,237 116,150 42,086

18.長期預り保証金 24,666 21,092 3,573

  負 債 計 3,516,960 3,471,300 45,659
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(注１) 金融商品の時価の算定方法ならびに有価証券に関する事項 

 １.現金及び預金、２.売掛金、３.受取手形、４.有価証券 

    これらは短期で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ   

     ております。 

 ５.投資有価証券 

       これらの時価については、株式は取引所の価格によっております。 

  ６.差入保証金 

       ゴルフ会員権については、期末市場価格によっております。営業債権につきましては利息を頂 

   いている分につきましては帳簿価額を時価とし、利息が付かない分及びその他の保証金につきま 

   しては合理的に見られる金利で割り引いて算定しております。 

 ７.役員及び従業員に対する長期貸付金、８.関係会社長期貸付金、９.長期貸付金 

    相応の金利回収を行っているため期末帳簿価格を、時価としております。 

 10.買掛金、11.未払金、12.未払法人税等、13.未払消費税等、14.預り金、15.前受金 

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価格にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によ 

   っております。 

 16.従業員預り金 

       預金利息を支払っているため、期末帳簿価額を時価としております。 

  17.長期未払金 

       個別の案件毎に合理的に見られる金利で割り引いて算定しております。 

  18.長期預り保証金 

       金利が発生している案件につきましては、期末帳簿価格を時価とし、金利が発生しない案件に 

   つきましては案件毎に合理的に見られる金利で割り引いて算定しております。 
  

(注２) 非上場株式につきましては、市場価格がなく、将来キャッシュ・フローを見積もることなどでき

ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため「４．投資有価証券 その他有価証券」

には含めておりません。 
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（注）表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお当事業年度において減損処理を行い、投資有価

証券評価損73百万円を計上しております。 

  

(有価証券関係)

第84期(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

１ その他有価証券で時価のあるもの

区分
取得原価
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

差額 
(百万円)

貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの

①株式 299 449 149

②その他 7 9 1

小計 307 458 151

貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの

①株式 241 192 △ 48

②その他 8 7 △ 0

小計 247 199 △ 49

合計 556 658 101

２ 当事業年度に売却したその他有価証券

区分
売却額 
(百万円)

売却益の合計額
(百万円)

売却損の合計額
(百万円)

その他有価証券 0 0 0

３ 時価評価されていない主な有価証券

内容 貸借対照表計上額(百万円)

子会社株式 15

その他有価証券
非上場株式

149
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第85期(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)

１ その他有価証券

区分
貸借対照表計上額

(百万円)
取得原価
(百万円)

差額 
(百万円)

貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの

①株式 769 491 277

②その他 28 15 7

小計 792 507 285

貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの

①株式 103 136 32

②その他 ― ― ―

小計 103 136 △ 32

合計 896 644 252
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１．取引の状況に関する事項 

  

 
  

２．取引の時価等に関する事項 

  

 
  

(持分法投資損益等) 

(デリバティブ取引関係)

第84期
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

第85期
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 

(1)取引の内容

当社の利用しているデリバティブ取引は為替予約取

引のみであります。

(2)取引に対する取組方針

当社のデリバティブ取引は、将来の為替変動による

リスク回避を目的としており、投機的な取引は行わな

い方針であります。

(3)取引の利用目的

当社のデリバティブ取引は、外貨建金銭債権債務の

為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図る

目的で利用しております。

なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行

っております。

①ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

②ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…為替予約

ヘッジ対象…商品輸出による外貨建売上債権

及び外貨建予定取引

③ヘッジ方針ならびに有効性の評価

為替変動リスクの低減のため、対象債権の範

囲内でヘッジを行っております。

なお、ヘッジ要件を充たした契約のみを行っ

ており、ヘッジの有効性は常に保たれており

ます。

(4)取引にかかるリスクの内容

為替予約取引等は為替相場の変動によるリスクを有

しております。

なお、取引相手先は高格付を有する金融機関に限定

しているため、信用リスクはほとんどないと認識して

おります。

(5)取引に係るリスク管理体制

デリバティブ取引の執行・管理については、取引権

限及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、行っ

ております。

―

第84期
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

第85期
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

為替予約取引額の期末残高はありません。 同左

第84期
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

第85期
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

該当事項はありません。 同左
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（追加情報） 

当事業年度より、平成18年10月17日公表の「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準委員会 企業

会計基準第11号)及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 企業会計基準適用

指針第13号）を適用しております。 

 なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。 

財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る)等 

 

１ 売上価格については、通常販売している価格を参考にして交渉の上決定しております。取引条件については、一般

の取引と同様な取引条件となっております。 

２ 仕入価格については、競合する各メーカーの価格を参考にして交渉の上、決定しております。取引条件について

は、一般の取引と同様な取引条件となっております。 

３ 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んでおります。 

４ 相談役契約書または、顧問契約書により決定した金額を毎月支払っております。 

(注) １ 当社取締役会長杉本正の実弟杉本誠二氏が議決権の過半数を所有しております。 

２ 当社取締役会長杉本正の実弟杉本三郎氏が議決権の過半数を所有しております。 

３ 当社取締役会長杉本正の実弟であります。 

４ 当社取締役会長杉本正の実弟であります。 

  

  

(関連当事者情報)

第84期(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

種類
会社等 
の名称 

又は氏名
所在地

資本金又 
は出資金 
(百万円)

事業の内容 
又は職業

議決権等
の所有 

(被所有)割合

関連当事者 

との関係
取引の内容

取引金額 
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

役員及
びその
近親者
が議決
権の過
半数を
所有し
ている
会社等

マコト㈱
(注１)

大阪市 
西区

99
機械工具 
販売

無

当社商品の
販売及び同
社商品の購
入

  売上
  
   仕入

37 
 

14

 売掛金 
  
 買掛金

0

0

役員及
びその
近親者
が議決
権の過
半数を
所有し
ている
会社等

ケーエム
精密㈱

(注１)

大阪市 
西区

48
機械工具 
販売

無
同社商品の
購入

  仕入 17  買掛金 0

役員及
びその
近親者
が議決
権の過
半数を
所有し
ている
会社等

㈱
スギモト

(注２)

兵庫県 
尼崎市

150
機械工具 
販売

無
当社商品の
販売

  売上 82  売掛金 6

役員の
近親者

杉本栄作 
（注３）

東京都 
町田市

― ― （2.8％） 無 相談役報酬 6 ― ―

役員の
近親者

杉本健次 
（注４）

大阪府 
池田市

― ― （2.9％） 無 顧問報酬 3 ― ―

取引条件及び取引条件の決定方針等

第85期(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)

第85期において関連当事業者に該当する取引はありません。
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(税効果会計関係)

第84期 
(平成21年３月31日)

第85期
(平成22年３月31日)

 

１ 繰延税金資産・負債の発生の主な原因別の内訳

   流動の部

繰延税金資産

 未払賞与 60百万円

 未払事業税 15百万円

 未払役員退職慰労金 39百万円

 その他 10百万円

繰延税金資産計 126百万円

１ 繰延税金資産・負債の発生の主な原因別の内訳

   流動の部

繰延税金資産

 未払賞与 81百万円

 未払事業税 ４百万円

 未払役員退職慰労金 ３百万円

 繰越欠損金 76百万円

 その他 26百万円

繰延税金資産計 192百万円

   固定の部

    繰延税金資産

  未払役員退職慰労金 212百万円

 差入保証金 51百万円

 退職給付引当金 59百万円

 建物減価償却超過額 51百万円

 その他 46百万円

繰延税金資産計 420百万円

繰延税金負債

 その他投資有価証券 

 評価差額金
△41百万円

 固定資産圧縮積立金 △51百万円

繰延税金負債計 △92百万円

評価性引当額 △138百万円

繰延税金資産の純額 189百万円

   固定の部

    繰延税金資産

  未払役員退職慰労金 64百万円

 差入保証金 40百万円

 退職給付引当金 87百万円

 建物減価償却超過額 69百万円

 その他 18百万円

繰延税金資産計 279百万円

繰延税金負債

 その他投資有価証券 

 評価差額金
△102百万円

 固定資産圧縮積立金 △50百万円

繰延税金負債計 △153百万円

評価性引当額 △105百万円

繰延税金資産の純額 20百万円

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

法定実効税率 40.6％

 (調整内容)

 交際費等永久に損金に
 算入されない項目

2.1％

 住民税均等割等 3.3％

 評価性引当金の増減額 10.3％

 受取配当金等永久に益金に 
 算入されない項目

△0.4％

 その他 △0.4％

 税効果会計適用後の法人税等 
 負担率

55.5％

２  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.6％

(調整内容)

交際費等永久に損金に
 算入されない項目

4.9％

住民税均等割等 24.9％

評価性引当金の増減額 △18.5％

受取配当金等永久に益金に 
 算入されない項目

△1.6％

その他 △0.6％

税効果会計適用後の法人税等 
 負担率

49.8％
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当社は確定給付型の退職金規程を保有し、勤続３年以上の従業員については、その全額を外部拠出の適格退職

金としております。また、当社は別枠として要拠出額を退職給付費用として処理している複数事業主制度である

大阪機械工具商厚生年金基金に加入しております。なお、当該厚生年金基金制度は退職給付会計に関する実務指

針33項の例外処理を行う制度であります。大阪機械工具商厚生年金基金に関する事項は次のとおりであります。 

(1) 制度全体の積立状況に関する事項 (平成20年３月31日現在) 

 
(2) 制度全体に占める当社の掛金拠出割合 (平成21年４月17日納入告知額) 

   当社の掛金拠出割合               7.9%  

(3) 補足説明 

上記(1)の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高3,712百万円であります。本制度に

おける過去勤務債務の償却方法は償却期間８年６ヶ月(平成20年４月から)の定率方式償却であります。 

  

当社は確定給付型の退職金規程を保有し、勤続３年以上の従業員については、その全額を外部拠出の適格退職

金としております。また、当社は別枠として要拠出額を退職給付費用として処理している複数事業主制度である

大阪機械工具商厚生年金基金に加入しております。なお、当該厚生年金基金制度は退職給付会計に関する実務指

針33項の例外処理を行う制度であります。大阪機械工具商厚生年金基金に関する事項は次のとおりであります。 

(1) 制度全体の積立状況に関する事項 (平成21年３月31日現在) 

 
(2) 制度全体に占める当社の掛金拠出割合 (平成22年４月16日納入告知額) 

   当社の掛金拠出割合              8.3%  

(3) 補足説明 

上記(1)の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高3,712百万円であります。本制度に

おける過去勤務債務の償却方法は償却期間８年６ヶ月(平成20年４月から)の定率方式償却であります。 

  

(退職給付関係)

第84期(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

   ①年金資産の額 25,462 百万円

  ②年金財政計算上の給付債務の額 31,048 百万円

  ③差引額 △5,586 百万円

第85期(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)

   ①年金資産の額 20,426 百万円

  ②年金財政計算上の給付債務の額 31,069 百万円

  ③差引額 △10,643 百万円
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２ 退職給付債務に関する事項 

 
  

３ 退職給付費用に関する事項 

 
  

４ 退職給付債務の計算基礎 

 
  

第84期
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

第85期
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 

退職給付債務 △1,401 百万円

年金資産 872

差引 △529

会計基準変更時差異の
未処理額

29

未認識数理計算上の差異 353

退職給付引当金期末残高 △146 百万円
 

退職給付債務 △1,436 百万円

年金資産 1,010

差引 △425

会計基準変更時差異の
未処理額

0

未認識数理計算上の差異 210

退職給付引当金期末残高 △214 百万円

第84期
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

第85期
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 

勤務費用 94 百万円

利息費用 30

期待運用収益 △38

会計基準変更時差異の
費用処理額

29

数理計算上の差異の 
処理額

103

 小計 219 百万円

厚生年金基金拠出額等 100

退職給付費用当期計上額 320 百万円
 

勤務費用 94 百万円

利息費用 28

期待運用収益 △26

会計基準変更時差異の
費用処理額

29

数理計算上の差異の
処理額

61

小計 187 百万円

厚生年金基金拠出額等 97

退職給付費用当期計上額 284 百万円

第84
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

第85期
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 

割引率 2.0％

期待運用収益率 3.0％

退職給付見込額の 
期間配分方法

期間定額基準

会計基準変更時差異の
処理年数

10年

数理計算上の差異の 
処理年数

10年定率法

 

割引率 2.0％

期待運用収益率 3.0％

退職給付見込額の
期間配分方法

期間定額基準

会計基準変更時差異の
処理年数

10年

数理計算上の差異の
処理年数

10年定率法
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該当事項はありません。  

  

 
(注) 算定上の基礎 

  

１ １株当たり純資産額 

 
  

２ １株当たり当期純利益金額 

 
  

 
  

(ストック・オプション等関係)

第84期
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

第85期
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

該当事項はありません。 同左

(企業結合等関係)

(１株当たり情報)

項目
第84期

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

第85期
(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 2,017円03銭 2,012円83銭

１株当たり当期純利益 52円86銭 ７円94銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

―円―銭 ―円―銭

 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。

同左

項目 第84期 第85期

貸借対照表の純資産の部の合計金額 
(百万円）

22,972 22,924

普通株式に係る純資産額(百万円） 22,972 22,924

差額の主な内訳(百万円） ― ―

普通株式の発行済株式数(千株） 11,399 11,399

普通株式の自己株式数(千株） 9 10

１株当たりの純資産額の算定に用い 
られた普通株式の数(千株）

11,389 11,389

項目 第84期 第85期

当期純利益(百万円) 602 90

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る当期純利益(百万円) 602 90

普通株式の期中平均株式数(千株) 11,389 11,389

(重要な後発事象)

第84期
(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

第85期
(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)

該当事項はありません。 同左
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役員の異動につきましては平成22年４月20日開示しております。 

  

  

5. その他

(1) 役員の異動
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