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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

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

22年3月期 14,836 23.3 1,260 197.8 1,238 207.7 1,065 ―
21年3月期 12,032 △15.8 423 △61.4 402 △62.0 △165 ―

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 176.72 ― 12.2 8.9 8.5
21年3月期 △27.43 ― △2.0 2.5 3.5

（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 14,605 9,309 63.7 1,544.33
21年3月期 13,291 8,165 61.4 1,354.48

（参考） 自己資本   22年3月期  9,309百万円 21年3月期  8,165百万円

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 668 △246 △297 2,051
21年3月期 △50 △372 △698 1,927

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 ― ― ― 5.00 5.00 30 ― 0.4
22年3月期 ― ― ― 7.00 7.00 42 4.0 0.5
23年3月期 

（予想）
― ― ― 5.00 5.00 7.4

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

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

4,810 26.0 △460 ― △460 ― △460 ― △76.31

通期 12,300 △17.1 260 △79.4 270 △78.2 410 △61.5 68.01



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、15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、23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 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 6,032,000株 21年3月期 6,032,000株
② 期末自己株式数 22年3月期  3,798株 21年3月期  3,798株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

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

22年3月期 14,710 22.9 1,173 192.2 1,160 197.0 1,022 ―
21年3月期 11,971 △15.6 401 △61.8 390 △62.1 △169 ―

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 169.57 ―
21年3月期 △28.04 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期 14,200 8,966 63.1 1,487.45
21年3月期 12,978 7,865 60.6 1,304.75

（参考） 自己資本 22年3月期  8,966百万円 21年3月期  7,865百万円

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

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

4,800 28.2 △430 ― △430 ― △430 ― △71.33

通期 12,200 △17.1 200 △83.0 210 △81.9 380 △62.8 63.04



当連結会計年度におけるわが国経済は、在庫調整の一巡や経済対策の効果により景気は持ち直し、

企業の設備投資は下げ止まりつつあるものの、自律性は弱く、海外景気の下振れ懸念、デフレの影響

など、景気を下押しするリスクが存在し、依然として厳しい状況で推移しました。 

当社グループの主要事業であり、官需を主とする情報装置事業につきましては、シェアをめぐり競

争が激化する状況のなか、国の経済危機対策を背景に、受注は高速道路会社を中心とした大型物件を

確保し、順調に推移しました。 

一方、民需を主とする検査装置事業につきましては、企業収益の大幅な減少による設備投資抑制の

影響を受け、受注は依然として厳しい状況で推移しました。 

 このような状況のなか、当社グループでは各部門間において一層の連携を図り、受注の確保に努め

るとともに、顧客対応力およびコスト管理の強化を中心とした施策に取り組んでまいりました。 

これらの結果、当連結会計年度におきましては、売上高148億36百万円（前年同期比23.3％増）、

営業利益12億60百万円（前年同期比197.8％増）、経常利益12億38百万円（前年同期比207.7％減）、

当期純利益10億65百万円（前年同期は1億65百万円の損失）となりました。 

事業の種類別セグメントの概況につきましては、次のとおりであります。 

国土交通省、地方自治体、高速道路会社向けの受注が順調に推移したとともに、道路情報システ

ムの大型物件や気象観測設備、車載標識などが中心に売り上がりました。 

主要顧客である自動車関連企業の設備投資は、依然として慎重傾向にあり、需要の回復遅れが影

響し、受注が思うように進みませんでしたが、画像とレーザーを併用した高精度のプリント基板検

査装置を中心にエレクトロニクス関連の顧客向けに売り上がりました。 

  

情報装置事業では、第二東名を含む道路延伸計画と既設路線の更新などの需要が見込まれるもの

の、道路整備予算の削減傾向に伴い、激しいシェア競争が予想されます。そのような状況のなか、組

織変更により各本部の総力を結集させて連携強化を図ります。この連携強化により市場ニーズへの迅

速な対応を行い、既存市場での更なる深耕と新規市場へのアプローチにより、売上確保に努めてまい

ります。 

検査装置事業では、企業の設備投資抑制に下げ止まる兆しが見られるものの、各企業の生産拠点の

海外シフトが進み、国内の設備投資の大幅な伸びは期待できません。そのような状況のなか、海外市

場を視野に入れ、前期に発表した新製品の拡販や新製品開発による製品ラインナップの充実を図り、

海外でもトータルソリューションの提供を積極的に行ってまいります。 

これらの状況を踏まえ、平成23年３月期の通期連結業績見通しにつきましては、売上高123億円、

営業利益2億60百万円、経常利益2億70百万円、当期純利益4億10百万円を見込んでおります。 

  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

①当連結会計年度の概況

・情報装置事業

・検査装置事業

②次期の見通し
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当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、1億23百万円増加（前

年同期は11億20百万円の減少）し、20億51百万円となりました。これは、投資活動および財務活動によ

るキャッシュ・フローが支出となったものの、営業活動によるキャッシュ・フローが収入となったこと

によるものであります。 

 各キャッシュ・フローの状況につきましては、次のとおりです。 

営業活動により得られた資金は6億68百万円（前年同期は50百万円の支出）となりました。これは主

として、売上債権の増加額22億56百万円による減少要因はあるものの、税金等調整前当期純利益11億2

百万円、仕入債務の増加額6億76百万円、たな卸資産の減少額6億25百万円等の増加要因によるものであ

ります。 

投資活動により支出した資金は2億46百万円（前年同期は3億72百万円の支出）となりました。これは

主に、有形固定資産の取得による支出1億83百万円、無形固定資産の取得による支出63百万円等の減少

要因によるものであります。 

財務活動により支出した資金は2億97百万円（前年同期は6億98百万円の支出）となりました。これは

短期借入金の減少額2億円、長期借入金の返済による支出67百万円、配当金の支払額30百万円によるも

のであります。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
※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計算しております。 

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）により計算しております。 

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キャッシュ・フローを利用しており

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すべての負債を対象と

しております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用してお

ります。 

４．営業キャッシュ・フローがマイナスとなった期におきましては、キャッシュ・フロー対有利子負債比

率およびインタレスト・カバレッジ・レシオを記載しておりません。 

  

(2) 財政状態に関する分析

（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）

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(％) 66.0 46.9 43.7 61.4 63.7

時価ベースの自己資本比率
(％)

28.3 28.5 12.7 16.0 17.4

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率(％)

― ― ― ― 1.6

インタレスト・カバレッジ・
レシオ(倍)

― ― ― ― 72.8
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株主に対する利益還元は会社経営の主要テーマのひとつと考えており、将来の事業展開と経営基盤の

一層の強化を勘案した内部留保の充実に留意しつつ、安定かつ可能な限り高水準な配当を行うことを基

本と考えております。 

株主に対する利益還元の観点から、当期の配当につきましては、1株当たり7円とすることを株主総会

に付議する予定であります。 

また、次期の配当につきましては、1株当たり5円を予定しております。 

  

近の有価証券報告書（平成21年６月26日提出）における「事業系統図（事業内容）」および「関係会社

の状況」から重要な変更がないため開示を省略します。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

2. 企業集団の状況
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当社グループは「正々堂々」を経営理念とし、常に時代の潮流と社会のニーズをとらえ、社会に貢献

できる製品づくりを目指してまいります。 

その実現には、自由な発想と工夫を繰り返し、社会と調和の取れた事業展開が不可欠と考えておりま

す。 

これからも、多くの人や社会に豊かさをもたらす製品を創り出し、社会貢献に注力してまいります。

  

当社グループを取り巻く経営環境は、公共工事予算削減、企業の設備投資回復の遅れなど、依然とし

て厳しい状況が続くものと予想しております。 

このような環境のなか、当社グループは、継続的に収益を確保できる企業体質を確立しつつ、既存市

場での受注確保と新規市場の開拓に注力してまいります。 

情報装置事業では、競争に打ち勝つ事業体質への変革をし、既存市場での占有率向上を図り受注を確

保しつつ、これまで培った技術を基に新規市場を開拓し受注増加を図ってまいります。 

検査装置事業では、顧客満足度向上を目指したマーケティング強化と新製品の提供により、グローバ

ルな事業展開を図ってまいります。 

  

当社グループの課題は、既存市場での収益を確保しつつ、新規市場を開拓することであります。 

そのために、現場・現物主義を徹底し、市場の声に耳を傾け、お客様のニーズをカタチにしてまいり

ます。また、社員一人ひとりが、常に自ら動き、積極的な提案活動、確かなモノづくり、きめ細やかな

アフターサービスをスピーディーに提供する事を常に心がけ、顧客満足度の向上に寄与していきます。

更に生産面においても、製品のリードタイムの短縮と在庫削減を中心に、生産性の効率向上とコスト削

減を行い、競争力強化を図ってまいります。 

また、内部統制システムの運営強化により、コンプライアンスの徹底、財務報告の信頼性を確保し、

コーポレート・ガバナンスの充実を図ってまいります。 

  

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 中長期的な会社の経営戦略

(3) 会社の対処すべき課題
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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31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,927,814 2,051,684

受取手形及び売掛金 3,617,731 5,419,752

製品 58,831 53,451

仕掛品 2,583,250 1,927,576

原材料及び貯蔵品 648,856 684,330

繰延税金資産 265,888 254,825

その他 64,994 139,555

貸倒引当金 △2,147 △3,476

流動資産合計 9,165,220 10,527,700

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 3,004,004 3,016,085

減価償却累計額 △2,448,869 △2,473,457

建物及び構築物（純額） ※1 555,135 ※1 542,627

機械装置及び運搬具 744,696 779,641

減価償却累計額 △599,866 △610,245

機械装置及び運搬具（純額） 144,829 169,396

土地 ※1 1,925,726 ※1 1,882,330

その他 1,074,986 1,098,702

減価償却累計額 △930,111 △909,279

その他（純額） 144,875 189,423

有形固定資産合計 2,770,566 2,783,777

無形固定資産 384,328 268,403

投資その他の資産

投資有価証券 ※1 821,397 ※1 896,982

繰延税金資産 52,054 34,403

その他 97,650 93,820

投資その他の資産合計 971,102 1,025,206

固定資産合計 4,125,997 4,077,388

資産合計 13,291,218 14,605,088
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,116,789 1,713,776

短期借入金 ※1, ※3 1,100,000 ※1, ※3 900,000

1年内返済予定の長期借入金 ※1 67,920 ※1 67,920

未払法人税等 23,800 64,800

賞与引当金 196,681 204,691

製品保証引当金 32,828 40,714

工事損失引当金 － 60,329

未払金 421,771 555,690

前受金 1,049,280 595,244

その他 233,933 204,815

流動負債合計 4,243,003 4,407,980

固定負債

長期借入金 ※1 164,160 ※1 96,240

退職給付引当金 569,590 709,884

役員退職慰労引当金 139,305 77,795

その他 10,061 3,673

固定負債合計 883,117 887,593

負債合計 5,126,120 5,295,573

純資産の部

株主資本

資本金 1,100,005 1,100,005

資本剰余金 1,020,375 1,020,375

利益剰余金 6,086,898 7,122,042

自己株式 △2,615 △2,615

株主資本合計 8,204,662 9,239,806

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △39,564 69,707

評価・換算差額等合計 △39,564 69,707

純資産合計 8,165,097 9,309,514

負債純資産合計 13,291,218 14,605,088
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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４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

売上高 12,032,492 14,836,044

売上原価 ※1, ※2 9,790,073 ※1, ※2 11,785,547

売上総利益 2,242,419 3,050,496

販売費及び一般管理費

役員報酬 178,244 183,840

給料及び賞与 647,398 630,162

賞与引当金繰入額 53,045 51,861

製品保証引当金繰入額 32,828 38,115

退職給付費用 54,080 61,801

役員退職慰労引当金繰入額 21,870 21,120

研究開発費 ※1 143,216 ※1 113,448

その他 688,551 689,767

販売費及び一般管理費合計 1,819,235 1,790,116

営業利益 423,184 1,260,380

営業外収益

受取利息 2,223 749

受取配当金 16,549 15,439

廃材処分収入 3,855 6,043

雑収入 6,291 4,264

営業外収益合計 28,920 26,498

営業外費用

支払利息 19,873 9,286

支払手数料 20,277 28,004

支払保証料 9,018 10,945

雑損失 450 81

営業外費用合計 49,620 48,317

経常利益 402,484 1,238,561

特別利益

固定資産売却益 ※3 349 －

製品保証引当金戻入額 46,882 －

貸倒引当金戻入額 1,779 －

特別利益合計 49,011 －

特別損失

投資有価証券評価損 399,964 78,254

減損損失 － ※4 43,396

固定資産除却損 ※5 9,895 ※5 14,763

損害賠償金 ※6 4,039 －

その他 7,375 －

特別損失合計 421,273 136,413

税金等調整前当期純利益 30,221 1,102,147

法人税、住民税及び事業税 13,616 52,714

法人税等調整額 181,960 △15,852

法人税等合計 195,576 36,862

当期純利益又は当期純損失（△） △165,355 1,065,285
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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４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 1,100,005 1,100,005

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,100,005 1,100,005

資本剰余金

前期末残高 1,020,375 1,020,375

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,020,375 1,020,375

利益剰余金

前期末残高 6,282,399 6,086,898

当期変動額

剰余金の配当 △30,146 △30,141

当期純利益又は当期純損失（△） △165,355 1,065,285

当期変動額合計 △195,501 1,035,144

当期末残高 6,086,898 7,122,042

自己株式

前期末残高 △2,180 △2,615

当期変動額

自己株式の取得 △435 －

当期変動額合計 △435 －

当期末残高 △2,615 △2,615

株主資本合計

前期末残高 8,400,598 8,204,662

当期変動額

剰余金の配当 △30,146 △30,141

当期純利益又は当期純損失（△） △165,355 1,065,285

自己株式の取得 △435 －

当期変動額合計 △195,936 1,035,144

当期末残高 8,204,662 9,239,806
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △136,379 △39,564

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

96,815 109,272

当期変動額合計 96,815 109,272

当期末残高 △39,564 69,707

評価・換算差額等合計

前期末残高 △136,379 △39,564

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

96,815 109,272

当期変動額合計 96,815 109,272

当期末残高 △39,564 69,707

純資産合計

前期末残高 8,264,219 8,165,097

当期変動額

剰余金の配当 △30,146 △30,141

当期純利益又は当期純損失（△） △165,355 1,065,285

自己株式の取得 △435 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 96,815 109,272

当期変動額合計 △99,121 1,144,417

当期末残高 8,165,097 9,309,514
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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４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 30,221 1,102,147

減価償却費 348,073 347,777

減損損失 － 43,396

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,779 1,328

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,453 8,010

製品保証引当金の増減額（△は減少） △52,751 7,886

工事損失引当金の増減額（△は減少） △40,200 60,329

退職給付引当金の増減額（△は減少） 98,613 140,293

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △71,795 △61,510

受取利息及び受取配当金 △18,773 △16,189

支払利息 19,873 9,286

投資有価証券評価損益（△は益） 399,964 78,254

固定資産売却損益（△は益） △349 －

固定資産除却損 9,895 14,763

損害賠償損失 4,039 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,423,000 △2,256,056

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,082,153 625,580

仕入債務の増減額（△は減少） △1,799,590 676,237

未払消費税等の増減額（△は減少） 34,006 △17,310

その他 △26,355 △87,184

小計 1,441,700 677,040

利息及び配当金の受取額 18,773 16,189

利息の支払額 △16,877 △9,178

損害賠償金の支払額 △1,471,075 －

法人税等の支払額 △22,816 △15,474

営業活動によるキャッシュ・フロー △50,295 668,577

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 △171,614 △183,017

有形固定資産の売却による収入 37,362 －

無形固定資産の取得による支出 △237,548 △63,261

投資有価証券の取得による支出 △202 －

その他 － △465

投資活動によるキャッシュ・フロー △372,003 △246,744

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） △600,000 △200,000

長期借入金の返済による支出 △67,920 △67,920

自己株式の取得による支出 △435 －

配当金の支払額 △29,957 △30,042

財務活動によるキャッシュ・フロー △698,312 △297,962

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,120,611 123,870

現金及び現金同等物の期首残高 3,048,426 1,927,814

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 1,927,814 ※1 2,051,684
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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】

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項
子会社はすべて連結しております。当該連結子会社

は、株式会社インフォメックスの１社であります。

１ 連結の範囲に関する事項
同左

２ 持分法の適用に関する事項
非連結子会社及び関連会社はありません。

２ 持分法の適用に関する事項
同左

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致

しております。

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項
同左

４ 会計処理基準に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
連結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)
時価のないもの
移動平均法による原価法
 

４ 会計処理基準に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券

同左

② たな卸資産
製品・原材料
移動平均法による原価法

仕掛品
個別法による原価法

貯蔵品
終仕入原価法

なお、貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切
下げの方法により算定しております。 
 

② たな卸資産
同左

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法
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   ５～45年 
機械装置及び運搬具 ４～15年 
 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)

同左

② 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
自社利用ソフトウェア ５年 
販売目的ソフトウェア ３年 
 

② 無形固定資産(リース資産を除く)
同左

③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、

リース取引開始日が平成20年３月31日以前のリース
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 リース資産
同左
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前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日)

(3) 重要な引当金の計上基準
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て、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
① 貸倒引当金

同左

② 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見

込額に基づき計上しております。 
 

② 賞与引当金
同左

③ 製品保証引当金
完成工事に係る瑕疵担保の費用に備えるため、実績

率に基づき計上しております。 
 

③ 製品保証引当金
同左

④ 工事損失引当金
工事契約に係る将来の損失に備えるため、当連結会

計年度末における工事契約に係る損失見込額を計上し
ております。 
 

④ 工事損失引当金
同左

⑤ 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末

における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき
計上しております。
数理計算上の差異は、その発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額
法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度
から費用処理しております。

⑤ 退職給付引当金
同左

  
 
  
 
 

（会計方針の変更）
当連結会計年度より、「「退職給付に係る会計基

準」の一部改正（その３）」（企業会計基準第19号
平成20年７月31日）を適用しております。 
 なお、これによる営業利益、経常利益及び税金等
調整前当期純利益に与える影響はありません。 
 

⑥ 役員退職慰労引当金
当社及び連結子会社の役員及び執行役員の退職慰労

金の支払に備えるため、内規に基づく連結会計年度末
要支給額を計上しております。

⑥ 役員退職慰労引当金
同左

(4) 重要な収益及び費用の計上基準
―――――――――

(4) 重要な収益及び費用の計上基準
完成工事高及び完成工事原価の計上基準
当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確
実性が認められる工事
工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例
法）

その他工事
工事完成基準

（会計方針の変更）
請負工事に係る収益の計上基準については、従

来、工事完成基準を適用しておりましたが、当連結
会計年度から「工事契約に関する会計基準」（企業
会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契
約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適
用指針第18号 平成19年12月27日）を適用し、当連
結会計年度に着手した工事から当連結会計年度末ま
での進捗部分について成果の確実性が認めれる工事
については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは
原価比例法）を、その他の工事については工事完成
基準を適用しております。 
 これにより、売上高は824,118千円増加し、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167,229千円増加しております。 
 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。 
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前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日)

(5) その他連結財務諸表作成のための基本となる重要
な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式に

よっております。

(5) その他連結財務諸表作成のための基本となる重要
な事項
消費税等の会計処理

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方法は、全面時価

評価法によっております。 
 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項
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、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に

満期日又は償還日が到来する短期的な投資を資金の範
囲としております。 
 

６ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
同左

(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４月１日 
 至 平成21年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日)

１ たな卸資産の評価基準の変更
 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、評価基準については、原
価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げ
の方法）に変更しております。
 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105,058千円減少してお
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。 
 

―――――――――

２ 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。
 当連結会計年度における損益に与える影響はあ
りません。

―――――――――
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【表示方法の変更】

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日)

（連結貸借対照表）
「財務諸表等の用語、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、当連結会計年度より「製品」「仕掛品」
「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しております。な
お、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「製
品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ
63,496千円、3,704,496千円、605,099千円でありま
す。

―――――――――

(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日)

当連結会計年度 
(平成22年３月31日)

 

 

※１ 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。

建物及び構築物 124,877千円

土地 688,091千円

投資有価証券 234,245千円

計 1,047,214千円

担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 475,000千円

１年内返済予定の長期借入金 67,920千円

長期借入金 164,160千円

計 707,080千円

 

 

※１ 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。

建物及び構築物 109,912千円

土地 688,091千円

投資有価証券 261,204千円

計 1,059,208千円

担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 504,000千円

１年内返済予定の長期借入金 67,920千円

長期借入金 96,240千円

計 668,160千円

２ 偶発債務
当社は平成21年３月31日現在、独立行政法人 日本高

速道路保有・債務返済機構に対する、情報表示設備工
事の入札談合に係る損害賠償債務939,148千円について
他の入札参加業者2社とともに連帯支払の責任を負って
おります。
しかし当社は、当社が受注した工事に対する損害賠

償金等については平成20年４月25日に支払を済ませて
おり、また、他の入札参加業者１社の支払が行われる
ことにより連帯支払の責任は解消されます。

２ 偶発債務
当社は平成22年３月31日現在、独立行政法人 日本高

速道路保有・債務返済機構に対する、情報表示設備工
事の入札談合に係る損害賠償債務722,956千円について
他の入札参加業者2社とともに連帯支払の責任を負って
おります。
しかし当社は、当社が受注した工事に対する損害賠

償金等については平成20年４月25日に支払を済ませて
おり、また、他の入札参加業者１社の支払が行われる
ことにより連帯支払の責任は解消されます。

 

※３ 当社グループにおいては、運転資金の効率的な
調達を行うため取引銀行６行と当座貸越契約及び
貸出コミットメント契約を締結しております。こ
れらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実
行残高は次のとおりであります。
当座貸越極度額及び貸出コミ
ットメントの総額

4,900,000千円

借入実行残高 1,100,000千円

差引額 3,800,000千円
 

※３ 当社グループにおいては、運転資金の効率的な
調達を行うため取引銀行６行と当座貸越契約及び
貸出コミットメント契約を締結しております。こ
れらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実
行残高は次のとおりであります。
当座貸越極度額及び貸出コミ
ットメントの総額

5,000,000千円

借入実行残高 900,000千円

差引額 4,100,000千円
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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４月１日 
 至 平成21年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日)

 

※１ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開
発費の総額は次のとおりであります。

177,665千円

 
 

※１ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開
発費の総額は次のとおりであります。

328,658千円

 

※２ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後
の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価
に含まれております。

186,289千円
 

※２ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後
の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価
に含まれております。

151,858千円

 

※３ 固定資産売却益の内容は次のとおりでありま
す。

その他 349千円

※３      ―――――――――

※４      ―――――――――

 

※４ 当連結会計年度において、当社グループは以下
の資産について減損損失を計上しました。

場所 用途 種類

愛知県あま市 遊休資産 土地

当社グループは、キャッシュ・フローを生み出
す 小単位である事業毎にグルーピングし、遊休
資産については個別物件単位にグルーピングして
おります。
愛知県あま市の土地は、工場用地の代替用地と

して保有しておりましたが、当期において用途の
変更を決議したことにより、将来の使用が見込ま
れなくなったことから、遊休資産として帳簿価額
を回収可能価額まで減額し，当該減少額43,396千
円を減損損失として特別損失に計上しました。な
お、回収可能価額は近隣の取引事例等を勘案した
正味売却価額によっております。

 

※５ 固定資産除却損の内容は次のとおりでありま
す。

建物及び構築物 6,392千円

機械装置及び運搬具 1,160千円

その他 2,342千円

計 9,895千円
 

※５ 固定資産除却損の内容は次のとおりでありま
す。

建物及び構築物 1,243千円

機械装置及び運搬具 5,927千円

その他 7,592千円

計 14,763千円

※６ 情報表示設備工事の入札談合に係る損害賠償金
及び遅延利息であります。

※６      ―――――――――
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(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加998株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 
  

  

該当事項はありません。 

  

 
  

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）

１ 発行済株式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

株式の種類
前連結会計年度末 

株式数(株)
当連結会計年度
増加株式数(株)

当連結会計年度
減少株式数(株)

当連結会計年度末
株式数(株)

発行済株式

普通株式 6,032,000 ― ― 6,032,000

合計 6,032,000 ― ― 6,032,000

自己株式

普通株式(注) 2,800 998 ― 3,798

合計 2,800 998 ― 3,798

２ 新株予約権等に関する事項

３ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(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27日 
定時株主総会

普通株式 30,146 5 平成20年３月31日 平成20年６月30日

(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

決議 株式の種類 配当の原資
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26日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 30,141 5 平成21年３月31日 平成21年６月29日
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該当事項はありません。 

  

 
  

 
  

 
  

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日）

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末 

株式数(株)
当連結会計年度
増加株式数(株)

当連結会計年度
減少株式数(株)

当連結会計年度末
株式数(株)

発行済株式

普通株式 6,032,000 ― ― 6,032,000

合計 6,032,000 ― ― 6,032,000

自己株式

普通株式(注) 3,798 ― ― 3,798

合計 3,798 ― ― 3,798

２ 新株予約権等に関する事項

３ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(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26日 
定時株主総会

普通株式 30,141 5 平成21年３月31日 平成21年６月29日

(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

決議 株式の種類 配当の原資
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22年６月29日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 42,197 7 平成22年３月31日 平成22年６月30日

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日)

 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照
表に掲記されている科目の金額との関係

(平成21年３月31日)

現金及び預金勘定 1,927,814千円

現金及び現金同等物 1,927,814千円
 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照
表に掲記されている科目の金額との関係

(平成22年３月31日)

現金及び預金勘定 2,051,684千円

現金及び現金同等物 2,051,684千円
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(単位：千円) 

 
(注) １ 事業区分は売上集計区分によっております。 

２ 各区分に属する主要な製品 

 
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金額は623,100千円であり、その主なものは

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、3,324,662千円であり、その主なものは当社

での余資運用資金(現金及び預金)、管理部門に係る資産であります。 

５ 会計方針の変更 

（たな卸資産の評価に関する会計基準） 

 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」１に記載のとおり、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。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、情報装置事業の営業利益は97,433千円減少し、検査装

置事業の営業利益は7,624千円減少しております。 

  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

情報装置事業 検査装置事業 計 消去又は全社 連結

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

9,830,992 2,201,500 12,032,492 ― 12,032,492

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 9,830,992 2,201,500 12,032,492 ― 12,032,492

  営業費用 8,814,050 2,172,157 10,986,208 623,100 11,609,308

  営業利益 1,016,941 29,343 1,046,284 (623,100) 423,184

Ⅱ 資産、減価償却費及び 
  資本的支出

  資産 7,575,293 2,391,262 9,966,555 3,324,662 13,291,218

  減価償却費 114,197 206,128 320,325 27,747 348,073

  資本的支出 49,248 192,131 241,380 45,269 286,649

事業区分 主要製品

情報装置事業 ＬＥＤ式情報(道路・河川等)システム、トンネル防災システム等

検査装置事業 基板検査装置、金物検査装置
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(単位：千円) 

 
(注) １ 事業区分は売上集計区分によっております。 

２ 各区分に属する主要な製品 

 
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金額は787,626千円であり、その主なものは

管理部門および研究開発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、3,615,522千円であり、その主なものは当社

での余資運用資金(現金及び預金)、管理部門および研究開発部門に係る資産であります。 

５ 会計方針の変更 

（工事契約に関する会計基準） 

 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４.（4）に記載のとおり、当連結会計年度より「工

事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を適用しております。この変更に伴い、従

来の方法によった場合に比べて情報装置事業の売上高は824,118千円増加し、営業利益は167,229千円増加し

ております。 

６ 追加情報 

 当連結会計年度より組織変更を行い、従来「検査装置事業」に含まれていた研究開発部門について、全社

的な研究開発を行う独立した部門としたことから、当該部門で発生した費用を「検査装置事業」から「消去

又は全社」へと配分方法を変更しております。 

 この変更に伴い、営業費用は「検査装置事業」で113,448千円減少し、「消去又は全社」で同額増加、営

業損失は「検査装置事業」で113,448千円減少し、「消去又は全社」で同額増加しております。また、資産

は「検査装置事業」で55,902千円減少し、「消去又は全社」で同額増加、減価償却費は「検査装置事業」で

19,612千円減少し、「消去又は全社」で同額増加、資本的支出は「検査装置事業」で31,736千円減少し、

「消去又は全社」で同額増加しております。 

  

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)

情報装置事業 検査装置事業 計 消去又は全社 連結

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

14,125,616 710,428 14,836,044 ― 14,836,044

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 14,125,616 710,428 14,836,044 ― 14,836,044

  営業費用 11,587,994 1,200,042 12,788,037 787,626 13,575,663

  営業利益又は 
  営業損失（△）

2,537,621 △489,614 2,048,006 (787,626) 1,260,380

Ⅱ 資産、減価償却費及び 
  資本的支出

  資産 9,249,048 1,740,517 10,989,565 3,615,522 14,605,088

  減価償却費 105,297 191,053 296,350 51,427 347,777

  資本的支出 141,768 94,128 235,897 65,049 300,947

事業区分 主要製品

情報装置事業 ＬＥＤ式情報(道路・河川等)システム、トンネル防災システム等

検査装置事業 基板検査装置、金物検査装置
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本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありませ

ん。 

  

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。 

  

２ 所在地別セグメント情報

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)及び当連結会計年度(自 平成21年

４月１日 至 平成22年３月31日)

３ 海外売上高

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)及び当連結会計年度(自 平成21年

４月１日 至 平成22年３月31日)
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(注) １ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 
(単位：千円) 

 
２ １株当たり当期純利益金額又は１株当たり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。 

(単位：千円) 

 
  

(１株当たり情報)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日)

 

１株当たり純資産額 1,354.48円

１株当たり当期純損失金額 27.43円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に
ついては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 
 

 

１株当たり純資産額 1,544.33円

１株当たり当期純利益金額 176.72円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に
ついては、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
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

純資産の部の合計額 8,165,097 9,309,514

純資産の部の合計額から控除する金額 ― ―

普通株式に係る期末の純資産額 8,165,097 9,309,514

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普
通株式の数(株)

6,028,202 6,028,202

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当期純利益又は当期純損失(△) △165,355 1,065,285

普通株主に帰属しない金額 ― ―

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失(△) △165,355 1,065,285

期中平均株式数(株) 6,028,293 6,028,202
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リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給

付、賃貸等不動産に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考え

られるため開示を省略しております。 

  

(単位：千円) 

 
  

(単位：千円) 

 
  

(単位：千円) 

 
  

(重要な後発事象)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日)

該当事項はありません。 
 

同左

(開示の省略)

5. 売上高及び受注状況

(1)セグメント別売上高明細表

事業の種類別 
セグメントの名称

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日)

比較増減

情報装置事業 9,830,992 14,125,615 4,294,623

検査装置事業 2,201,500 710,428 △1,491,072

合計 12,032,492 14,836,044 2,803,551

(2)セグメント別受注高

事業の種類別 
セグメントの名称

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日)

比較増減

情報装置事業 10,710,582 13,573,200 2,862,618

検査装置事業 1,403,207 926,091 △477,115

合計 12,113,789 14,499,292 △2,385,502

(3)セグメント別受注残高

事業の種類別 
セグメントの名称

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日)

比較増減

情報装置事業 6,364,085 5,811,670 △552,415

検査装置事業 50,173 265,836 215,663

合計 6,414,258 6,077,506 △336,751
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6.【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31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,628,634 1,756,737

受取手形 682,747 420,426

売掛金 2,941,762 4,938,217

製品 58,621 53,241

仕掛品 2,583,250 1,927,576

原材料及び貯蔵品 648,856 684,330

前払費用 26,690 26,995

繰延税金資産 265,004 250,557

未収入金 33,799 111,223

その他 3,663 1,360

貸倒引当金 △1,907 △3,281

流動資産合計 8,871,123 10,167,385
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(単位：千円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

固定資産

有形固定資産

建物 2,882,048 2,889,818

減価償却累計額 △2,340,855 △2,362,956

建物（純額） 541,192 526,862

構築物 121,956 126,266

減価償却累計額 △108,014 △110,501

構築物（純額） 13,942 15,765

機械及び装置 721,911 757,472

減価償却累計額 △577,560 △588,381

機械及び装置（純額） 144,350 169,090

車両運搬具 22,168 22,168

減価償却累計額 △21,689 △21,863

車両運搬具（純額） 479 305

工具、器具及び備品 1,039,852 1,026,868

減価償却累計額 △921,974 △890,506

工具、器具及び備品（純額） 117,878 136,362

土地 1,925,726 1,882,330

有形固定資産合計 2,743,570 2,730,716

無形固定資産

借地権 2,399 2,399

ソフトウエア 379,916 263,992

電話加入権 2,011 2,011

無形固定資産合計 384,328 268,403

投資その他の資産

投資有価証券 821,397 896,982

関係会社株式 10,000 10,000

出資金 50 50

長期前払費用 5,899 1,975

繰延税金資産 50,768 33,867

会員権 772 772

その他 90,748 90,842

投資その他の資産合計 979,636 1,034,491

固定資産合計 4,107,534 4,033,611

資産合計 12,978,658 14,200,996
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(単位：千円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形 888,828 1,315,353

買掛金 227,961 391,769

短期借入金 1,100,000 900,000

1年内返済予定の長期借入金 67,920 67,920

未払金 421,771 555,690

未払費用 126,908 112,127

未払法人税等 23,800 27,800

未払消費税等 96,667 75,873

前受金 1,049,196 595,244

預り金 8,542 11,304

賞与引当金 194,310 202,513

製品保証引当金 32,828 40,714

工事損失引当金 － 60,329

その他 362 460

流動負債合計 4,239,097 4,357,101

固定負債

長期借入金 164,160 96,240

退職給付引当金 569,590 709,884

役員退職慰労引当金 130,430 67,420

その他 10,061 3,673

固定負債合計 874,242 877,218

負債合計 5,113,339 5,234,319

純資産の部

株主資本

資本金 1,100,005 1,100,005

資本剰余金

資本準備金 1,020,375 1,020,375

資本剰余金合計 1,020,375 1,020,375

利益剰余金

利益準備金 275,001 275,001

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金 7,341 －

別途積立金 2,400,000 2,400,000

繰越利益剰余金 3,104,776 4,104,203

利益剰余金合計 5,787,119 6,779,204

自己株式 △2,615 △2,615

株主資本合計 7,904,883 8,896,968

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △39,564 69,707

評価・換算差額等合計 △39,564 69,707

純資産合計 7,865,318 8,966,676

負債純資産合計 12,978,658 14,200,996
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(2)【損益計算書】

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

売上高 11,971,887 14,710,634

売上原価

製品期首たな卸高 63,286 58,621

当期製品製造原価 9,983,669 11,939,456

合計 10,046,955 11,998,078

他勘定振替高 182,329 141,157

製品期末たな卸高 58,621 53,241

売上原価合計 9,806,003 11,803,679

売上総利益 2,165,883 2,906,955

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 30,897 25,001

役員報酬 168,924 175,440

給料及び賞与 623,588 606,026

賞与引当金繰入額 50,674 49,683

製品保証引当金繰入額 32,828 38,115

退職給付費用 51,449 59,204

役員退職慰労引当金繰入額 20,370 19,620

法定福利費 102,872 104,029

旅費交通費及び通信費 85,713 87,912

減価償却費 44,387 49,276

研究開発費 143,216 113,448

その他 409,371 405,730

販売費及び一般管理費合計 1,764,293 1,733,488

営業利益 401,589 1,173,467

営業外収益

受取利息 1,781 582

受取配当金 16,549 15,439

受取手数料 10,525 9,013

廃材処分収入 3,855 6,043

雑収入 6,000 4,003

営業外収益合計 38,712 35,082

営業外費用

支払利息 19,873 9,286

支払保証料 9,018 10,945

支払手数料 20,277 28,004

雑損失 450 81

営業外費用合計 49,620 48,317

経常利益 390,682 1,160,232
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

特別利益

製品保証引当金戻入額 46,882 －

貸倒引当金戻入額 2,018 －

特別利益合計 48,901 －

特別損失

投資有価証券評価損 399,964 78,254

減損損失 － 43,396

固定資産除却損 9,895 14,763

損害賠償金 4,039 －

特別損失合計 413,898 136,413

税引前当期純利益 25,684 1,023,818

法人税、住民税及び事業税 13,374 14,812

法人税等調整額 181,334 △13,219

法人税等合計 194,709 1,592

当期純利益又は当期純損失（△） △169,024 1,022,226
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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４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 1,100,005 1,100,005

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,100,005 1,100,005

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 1,020,375 1,020,375

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,020,375 1,020,375

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 275,001 275,001

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 275,001 275,001

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金

前期末残高 7,902 7,341

当期変動額

固定資産圧縮積立金の取崩 △560 △7,341

当期変動額合計 △560 △7,341

当期末残高 7,341 －

別途積立金

前期末残高 2,400,000 2,400,000

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,400,000 2,400,000

繰越利益剰余金

前期末残高 3,303,386 3,104,776

当期変動額

固定資産圧縮積立金の取崩 560 7,341

剰余金の配当 △30,146 △30,141

当期純利益 △169,024 1,022,226

当期変動額合計 △198,610 999,426

当期末残高 3,104,776 4,104,203

利益剰余金合計

前期末残高 5,986,290 5,787,119

当期変動額

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

剰余金の配当 △30,146 △30,141

当期純利益 △169,024 1,022,226

当期変動額合計 △199,170 992,085

当期末残高 5,787,119 6,779,204
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

自己株式

前期末残高 △2,180 △2,615

当期変動額

自己株式の取得 △435 －

当期変動額合計 △435 －

当期末残高 △2,615 △2,615

株主資本合計

前期末残高 8,104,489 7,904,883

当期変動額

剰余金の配当 △30,146 △30,141

当期純利益又は当期純損失（△） △169,024 1,022,226

自己株式の取得 △435 －

当期変動額合計 △199,606 992,085

当期末残高 7,904,883 8,896,968

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △136,379 △39,564

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

96,815 109,272

当期変動額合計 96,815 109,272

当期末残高 △39,564 69,707

評価・換算差額等合計

前期末残高 △136,379 △39,564

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

96,815 109,272

当期変動額合計 96,815 109,272

当期末残高 △39,564 69,707

純資産合計

前期末残高 7,968,109 7,865,318

当期変動額

剰余金の配当 △30,146 △30,141

当期純利益又は当期純損失（△） △169,024 1,022,226

自己株式の取得 △435 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 96,815 109,272

当期変動額合計 △102,791 1,101,357

当期末残高 7,865,318 8,966,676
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該当事項はありません。 

(4)【継続企業の前提に関する注記】
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①新任代表取締役候補 

 
②退任予定代表取締役 

 
  

①新任取締役候補 

 
  

②退任予定取締役 

 
以上 

7. 役員の異動（平成22年６月29日付予定）

(1) 代表者の異動

代表取締役社長 
兼執行役員 
経営管理本部長

干場 敏明(ほしば としあき)
(現 常務取締役
   兼執行役員経営管理本部長)

代表取締役社長 小林 悦朗(こばやし えつろう) (常任顧問 就任予定)

(2) その他の役員の異動

常務取締役 
兼執行役員 
情報装置事業本部長 
兼営業本部長

山路 明信(やまじ あきのぶ)
(現 常務執行役員
   情報装置事業本部長兼営業本部長)

取締役 間瀬 憲治(ませ けんじ) (顧問 就任予定)

取締役 坂 信一郎(ばん しんいちろう) (顧問 就任予定)
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平成 22 年３月期 決算発表（参考資料） 

平成 22 年５月 11 日 

名 古 屋 電 機 工 業 株 式 会 社 

(コード番号 6797 名証第二部) 

 

１．当期(22 年 3 月期)の業績【連 結】    (単位：百万円) 

前期 
(21 年 3 月期) 

当期 
(22 年 3 月期) 

対前期増減 
 

金額 百分比 金額 百分比 金額 増減率 

期首受注残高 6,332  6,414  81 1.3% 

受 注 高 12,113  14,499  2,385 19.7% 

売 上 高 12,032 100.0% 14,836 100.0% 2,803 23.3% 

営 業 利 益  423 3.5%  1,260 8.5% 837 197.8% 

経 常 利 益  402 3.3%  1,238 8.3% 836 207.7% 

当 期 純 利 益 △ 165 △1.4% 1,065 7.2% 1,231 － 

事業の種類別セグメントの業績 (単位：百万円) 

前期 
(21 年 3 月期) 

当期 
(22 年 3 月期)  

情報装置 
事業 

検査装置 
事業 

情報装置 
事業 

検査装置 
事業 

売 上 高 9,830 2,201 14,125 710 

営 業 利 益 1,016 29 2,537 △ 489 

２．財政状態【連 結】         (単位：百万円)  ３．１株当たり配当金予想   （単位：円） 

 
前期 

(21 年 3 月期) 
当期 

(22 年 3 月期)
対前期増減  

当期 
（22 年 3月期） 

次期予想 
（23 年 3月期）

総 資 産 13,291 14,605 1,313 中 間 期 0 0

純 資 産 8,165 9,309 1,144

 

期 末 7 5

自 己 資 本 比 率 61.4% 63.7%  

１株当たり純資産 1,354円48銭 1,544円33銭  

 

４．次期(23 年 3 月期)の業績予想【連 結】                     (単位：百万円) 

中間期予想 通期予想 

予想 対前期増減 予想 対前期増減 

 

金額 百分比 金額 増減率 金額 百分比 金額 増減率 

期首受注残高 6,077  △ 336 △ 5.3% 6,077  △ 336 △ 5.3%

売 上 高 4,810 100.0% 991 26.0% 12,300 100.0% △ 2,536 △ 17.1%

営 業 利 益 △ 460 △ 9.6% △ 168 － 260 2.1% △ 1,000 △ 79.4%

経 常 利 益 △ 460 △ 9.6% △ 170 － 270 2.2% △ 968 △ 78.2%

当 期 純 利 益 △ 460 △ 9.6% △ 138 － 410 3.3% △ 655 △ 61.5% 

事業の種類別セグメントの売上高予想 (単位：百万円) 

中間期予想 通期予想 
 情報装置 

事業 
検査装置 

事業 
情報装置 
事業 

検査装置 
事業 

売 上 高 4,310 500 11,100 1,200 

 

以上 




