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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 40,221 △3.7 946 24.1 519 △21.7 127 △86.5
21年3月期 41,749 △6.5 762 △66.6 663 △51.9 941 13.9

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 4.75 ― 0.8 0.9 2.4
21年3月期 35.10 ― 6.3 1.2 1.8

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  11百万円 21年3月期  75百万円

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 57,151 15,943 26.7 569.50
21年3月期 59,077 15,827 25.9 570.64

（参考） 自己資本   22年3月期  15,281百万円 21年3月期  15,312百万円

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 1,602 △751 △2,251 4,808
21年3月期 1,006 △2,716 6,042 6,230

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 0.00 ― 5.00 ― 134 14.2 0.9
22年3月期 ― 0.00 ― 5.00 ― 134 105.3 0.9
23年3月期 

（予想）
― 0.00 ― 5.00 ― 37.3

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

18,630 12.8 △544 ― △753 ― △479 ― △17.85

通期 46,751 16.2 1,104 16.7 696 34.1 360 183.5 13.41
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4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

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

（注）詳細は、23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」及び24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）の算定基礎となる株式数については、40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 26,863,974株 21年3月期 26,863,974株
② 期末自己株式数 22年3月期  31,129株 21年3月期  29,889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 35,754 △5.6 711 60.1 394 4.1 36 △87.5
21年3月期 37,877 △6.0 444 △76.0 378 △62.1 291 △48.8

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 1.35 ―
21年3月期 10.85 ―

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 49,410 13,092 26.5 487.92
21年3月期 50,290 13,164 26.2 490.59

（参考） 自己資本 22年3月期  13,092百万円 21年3月期  13,164百万円

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

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
  業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後様々な要因により予想値と異なる可能性があります。なお、業績予想
の前提条件その他関連する事項については、5ページ記載の「次期の見通し」をご参照ください。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
累計期間 16,353 9.5 △603 ― △756 ― △463 ― △17.25

通期 41,106 15.0 903 26.9 582 47.7 312 759.3 11.63
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Ⅱ．定性的情報・財務諸表等 

１．経営成績 

（１） 経営成績に関する分析  

当連結会計年度は、世界的な景気悪化の長期化が懸念されるなか、欧米、日本などの主要国では、景気

刺激策の効果などにより景気の底は打ったものの雇用情勢は依然厳しく、景気低迷が長期化するリスクを抱

えた状況が続きました。一方、アジアや中南米、南アフリカ等の新興地域では、旺盛な内需や資源需要に支

えられ、景気は本格的に回復し始めました。 

航空輸送業界においては、景気低迷によるビジネス需要の減退や新型インフルエンザの世界的流行など

の影響を受けて、北米、ヨーロッパ路線を収益の柱とする大手エアラインは苦しい経営を強いられました。一

方、アジアなど新興諸国での需要回復に伴い、これら地域の路線を収益源とするエアラインやロー・コスト・

キャリアの業況は回復してきました。 

航空機メーカーにおいては、受注は低迷したものの、ボーイング737やエアバスA320など狭胴機の月産機

数を引き上げるなど、需要回復への対応が始まりました。又、開発が遅れていたボーイング787は、昨年末に

初のテストフライトに成功し、その後も開発は順調に進捗している模様で、本格的な量産に向けた準備が

進められています。 

このような状況下、当社グループでは、想定以上に長引く景気低迷や急激な円高、又、787向け内装品出

荷延期の影響を受けるなどによって、当初策定した経営計画の見直し（見直し計画）を迫られ、平成21年11

月6日に売上高、利益共に期末業績予想を下方修正しました。当期は徹底したコスト削減に取り組むと共に、

第3四半期から第4四半期に掛けて売上が集中し、効率的な生産を行った結果、見直し計画をやや上回る

営業利益を確保することができました。又、下期の為替相場は総じて円高基調で推移したものの、第4四半

期ではやや円安に向かったことから、下期における為替レートは、想定した90円/$よりも円安に振れたことも

あり、経常利益、当期純利益共、見直し計画を上回りました。なお、当期においては、㈱日本航空の会社更

生法適用申請に伴い、同社株式を売却したことで投資有価証券売却損を特別損失に計上しております。又、

役員退職慰労引当金に係る税効果については、これを認識しないとしたことで法人税等調整額が増大して

おります。 

この結果、当期の経営成績は、連結売上高 40,221百万円（前期比 1,528百万円減）、連結営業利益

946百万円（前期比 183百万円増）、連結経常利益 519百万円（前期比 143百万円減）、連結当期純利益 

127百万円（前期比 814百万円減）となりました。 

 

① 事業の種類別セグメントの業績 

[航空機内装品等製造関連事業]  

当事業では、航空機メーカーの新造機生産機数に左右されない体制づくりのため、客室内装備の一括供

給メーカー（トータル・インテリア・インテグレーター）という事業戦略に沿ってアフターマーケットの受注拡大

に向けた種々の施策を継続する一方、新造機向け内装品の生産量の拡大に向けた体制づくりに注力して

おります。当期は787向けギャレー（厨房設備）、ラバトリー（化粧室）の出荷を本格化させる予定でしたが、ボ

ーイング社の度重なるスケジュール変更により、予定していた出荷の8割程が次期以降に繰り延べとなりまし

た。又、景気後退によりスペアパーツの販売が振るわず、一部の客室改修プロジェクトでは納期が延期され、

為替相場も昨年度比円高基調で推移するなど非常に厳しい状況が続きました。 

この様な状況下、徹底したコスト削減に努めると共に、設計・開発のバリエーションが多岐にわたるギャレ

ーについては、設計・開発のコンセプトから見直すプロジェクトも推進し、原価低減に取り組みました。 

この結果、航空機内装品等製造関連事業は、売上高 26,540百万円（前期比 1,262百万円減）、営業利

益 390百万円（前期比 3百万円増）となりました。 
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[航空機器等製造関連事業] 

当事業では、防衛関連部品及び民間航空機部品をはじめとしたコア製品の応需能力と受注の拡大に努

めてまいりました。当期は防衛関連部品の受注は昨年度比大きく回復しましたが、エアバス社向けADP（炭

素繊維構造部材）と民間航空機エンジン部品については、顧客の減産要請に対応したことから売上が減少

しました。 

この様な状況下、ADPの生産体制を見直してコスト削減を進め、又、民間航空機エンジン部品については、

昨年度から継続している改善活動を更に推し進めました。防衛関連部品については、顧客の要請で第4四

半期に出荷が集中しましたが、効率的な増産対応により営業利益は昨年度を上回りました。 

この結果、航空機器等製造関連事業は、売上高 5,328百万円（前期比 16百万円減）、営業利益 335百

万円（前期比 229百万円増）となりました。 

 [航空機整備等関連事業]  

当事業では、機体整備関係の拠点である仙台整備工場を中心にリージョナル機の受注拡大に努めてま

いりました。当期は新たに、アイベックスエアラインズ㈱のCRJ700、㈱フジドリームエアラインズのERJ170の新

機種導入に係る作業などを受注し、又、羽田空港を拠点とする国土交通省の飛行検査機（4機種全７機）の

保守点検整備も順調に推移しましたが、防衛関係の受注減少の影響を受けました。装備品整備関係につい

ては、景気低迷により国内エアラインからの受注が減少しましたが、人的リソースの効率的運用を図るなどの

コスト削減に取り組みました。 

 この結果、航空機整備等関連事業は、売上高 8,351百万円（前期比 248百万円減）、営業利益 219百

万円（前期比 49百万円減）となりました。 

 

② 所在地別セグメントの業績 

[ 日 本 ] 

航空機内装品等製造関連事業、航空機器等製造関連事業及び航空機整備等関連事業共に、事業の種

類別セグメントの項目で説明したとおりであります。 

この結果、売上高 35,106百万円（前期比 1,507百万円減）､営業利益 783百万円(前期比 186百万円

増)となりました。 

 [ 北 米 ] 

対象企業は連結子会社のJAMCO AMERICA, INC.であり、エアラインの業績不振により期初から受注が

低迷し、客室改修の一部のプロジェクトが予定より遅れるなど厳しい状況のなかコスト削減に努めましたが、

売上高、営業利益共に昨年度を下回りました。 

この結果、売上高 3,224百万円（前期比 367百万円減）、営業損失 0百万円（前期比 61百万円減）とな

りました。 

 [ ヨ－ロッパ ] 

対象企業は、連結子会社のJAMCO EUROPE B.V.であり、当期は景気後退の影響を受けてスペアパー

ツ販売が低調に推移しました。 

この結果、売上高 813百万円（前期比 39百万円減）、営業利益 42百万円（前期比 41百万円減）となり

ました。 

[ アジア・オセアニア] 

対象企業は、連結対象子会社JAMCO AERO DESIGN & ENGINEERING PTE LTD.であり、当期はアジ

ア地域のエアラインの業況回復に伴い、客室改修プロジェクトが予定より増加しました。 

この結果、売上高 1,076百万円（前期比 386百万円増）、営業利益 118百万円（前期比 66百万円増）
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となりました。 

 

③ 研究開発活動 

当社グループの研究開発活動は、技術力を生かした付加価値の高い製品の開発を基本方針としておりま

す。当連結会計年度の研究開発については、新規ギャレーインサート、ADP技術応用製品、787向け製品開

発を中心に進めました。 

この結果、当期の研究開発費は合計で、325百万円（前期比 113百万円減）となりました。 

 

④ 次期の見通し 

アジア圏を中心とした新興国では消費の急速な回復により活気を取り戻す一方、欧米や日本などの先進

国における内需回復は遅れており、新興国への輸出や投資によって自国経済を支えるような状況となってい

ます。為替相場についても、当面は円高基調で推移するとの見方も強く、国内輸出企業にとって重い足か

せになることが懸念されます。 

航空輸送業界においては、とりわけビジネス需要の回復遅れなどにより、欧米を主要路線とするエアライ

ンには厳しい経営環境が続くものと思われます。又、原油価格は再び上昇に転じており、これによるエアライ

ンの収支悪化も懸念され、当社の事業環境は、本格的な回復には及ばないものと見込んでおります。一方、

航空機メーカーについては、昨年の受注は低迷しましたが、ボーイング 787、エアバス A350 などの新型旅客

機は多くの受注残機数を抱えており、市場への投入を急いでおります。又、既存の機種については、景気回

復を見据えて生産機数を引き上げる動きも出てきており、業況回復の兆しが伺えます。大手航空機メーカー

は、航空機市場は世界経済の発展に伴い拡大していくとの中長期的な予測は変えておらず、今後の航空需

要全体の本格的回復に期待するところです。 

こうした中で当社では、世界情勢のめまぐるしい変化と様々な危機やリスクに直面することも想定し、臨機

応変にして迅速な対応ができるよう、一段と気を引き締めて経営に取り組んでまいります。 

 

［航空機内装品等製造関連事業］ 

主力製品であるギャレー、ラバトリーの採算性向上を早期に実現するために、製造コスト削減プロジェクト

を更に推進します。又、間接業務の効率化を目指して導入した ERP システムの運用を定着させ、その機能を

活かして関連企業及び協力会社を含めたサプライチェーンの強化を図ると共に、生産量の変化に対応でき

る柔軟な体制を整えます。 

 

［航空機器等製造関連事業］ 

生産革新推進室を新たに設置して、エンジン関連部品で取り入れた改善活動を ADP や熱交換器等の生

産にも適用し、一層の収益向上に取り組みます。又、特殊工程技術を活かし、新規品目の受注拡大を目指

します。 

 

［航空機整備等関連事業］ 

飛行安全の確保と品質保証体制の充実に継続的に取り組むと共に、機体整備部門はリージョナル機を中

心とした生産体制の再構築を進め、装備品整備部門はリソースの再編と新規受注に取り組み、収益確保を

図ります。 

 

平成 23 年 3 月期の見通しにつきましては、連結売上高 46,751 百万円（前期比 6,530 百万円増）、連結

営業利益 1,104 百万円（前期比 157 百万円増）、連結経常利益 696 百万円（前期比 176 百万円増）、連結
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当期純利益 360 百万円（前期比 232 百万円増）を見込んでおります。計画策定の前提となる為替レートは、

１米ドル当たり 90 円としております。 

なお、この見通しは現時点での予測によるもので、経営環境の変化及び「(4) 事業等のリスク」に挙げる事

象の発生等の影響で変化する可能性があります。 

 

（２） 財政状態に関する分析 

① 資産・負債・純資産の状況. 

当連結会計年度末の資産総額は57,151百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,925百万円減少しま

した。主な要因はボーイング787内装品の出荷繰り延べなどで商品及び製品と仕掛品が増加（前期比 979

百万円増）し、又、第4四半期に売上高が急増して受取手形及び売掛金が増加（前期比 652百万円増）し

ましたが、現金及び預金の減少（前期比 1,422百万円減）と原材料及び貯蔵品の減少（前期比 731百万

円減）等により流動資産合計は前期比741百万円減少しました。又、固定資産合計では、設備機材などの

更新時期を遅らせて設備投資額を抑えたことなどにより、前期比1,183百万円減少しました。 

負債総額は41,208百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,041百万円の減少となりました。主な要因

は、短期借入金及び長期借入金の減少（前期比 2,390百万円減）等によるものです。 

純資産合計は15,943百万円となり、前連結会計年度末に比べ115百万円の増加となりました。主な要因

は少数株主持分の増加（前期比 147百万円増）等によるものです。この結果、自己資本比率は前連結会

計年度末25.9％から26.7％となりました。 

 

② キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物は、以下に記載のキャッシュ・フローに

より、前連結会計年度末に比べ1,422百万円減少し、4,808百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

売上債権、たな卸資産の増加等による減少がありましたが、税金等調整前当期純利益、減価償却費等

により、1,602百万円のキャッシュ・インフロー（前期は、1,006百万円のキャッシュ・インフロー）となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

施設、機械装置の更新を中心とした設備投資による有形固定資産取得（714百万円）等により、751百万

円のキャッシュ・アウトフロー（前期は、2,716百万円のキャッシュ・アウトフロー）となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

長期・短期借入金による収入（8,005百万円）及び同返済（10,217百万円）、配当金の支払い（134百万

円）等により2,251百万円のキャッシュ・アウトフロー（前期は、6,042百万円のキャッシュ・インフロー）となりま

した。 

 

（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、経営基本方針と事業別方針のもと効率的経営を行い、収益の向上を図ることで株主の皆様には

安定且つ継続的に還元を行う所存であります。又、事業等のリスクの発生による不測の事態に備え、かつ将

来の設備投資等の資金需要を勘案し、内部留保にも努めることが継続的成長にとって不可欠であり、このバ

ランスを保つことが株主の皆様への利益につながるものと考えております。 

当社の剰余金の配当については、毎年3月31日の 終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録

株式質権者に対して行い、株主総会の決議をもって1回を行うことを原則としております。但し、「取締役会の

決議により毎年9月30日の 終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配

当を行うことができる。」旨を定款に定めております。 
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当期の剰余金の配当につきましては、平成22年6月25日開催予定の第70回定時株主総会に１株当たり 

5円の株主配当を付議する予定であります。次期の剰余金の配当につきましては、当期と同額の1株当たり5

円の株主配当を予定しております。 

 

（４） 事業等のリスク 

当社グループの経営成績、財政状態等につき、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事

項には、以下のようなものがあります。 

 なお、文中において将来に関する事項が含まれておりますが、該当事項は決算短信発表日（平成22

年5月11日）現在において、当社グループが判断したものであります。 

 

① 航空会社の経営基盤の悪化について  

当社グループは航空業界を事業領域としており、景気悪化や国際紛争・テロの発生、感染症の流行等

による旅客・貨物の空輸量の落ち込みを始め、原油価格の高騰、その他航空会社間の競争激化などによ

る航空会社の業績や経営基盤の悪化は、受注量や売上高の減少など、当社グループの経営成績に悪影

響を及ぼす可能性があります。 

なお、当社グループの顧客である㈱日本航空インターナショナルは、平成22年1月19日に東京地方裁

判所に会社更生法の適用を申請し、同日更生手続きが開始されました。当該更生手続きは、㈱企業再生

支援機構の支援の下に進められており、通常の商取引債権については全面保護され、又、従来どおり同

社との取引は継続しておりますが、今後、航空機材の調達計画の見直しやその他の経費削減等により当

社グループの受注量が減少する可能性があります。 

 

② 航空機メーカーの生産計画の大幅な変更について 

航空機内装品等製造関連事業及び航空機器等製造関連事業では、ボーイング社、エアバス社向けの

製品を生産しております。これら航空機メーカーにおける新型機種の開発の遅れ、生産スケジュールの大

幅な変動、労働争議による操業停止などが発生した場合、当社グループの経営成績に悪影響を及ぼす可

能性があります。 

 

③ 航空機事故等による航空機の長期にわたる運航停止について 

航空機整備等関連事業では、官公庁、航空機使用事業者、国内エアラインなどが所有する、中型・小

型航空機の機体及び装備品の整備、修理、改造などを手がけております。これらの航空機等に重大な不

具合や事故が発生した場合、その原因究明及び安全性の確認のため同型式航空機の運航を見合わせる

ことがあります。又、航空機等に安全性を著しく損なう問題が発生した場合は、法令に基づき国土交通大

臣から耐空性改善通報が発出され、安全性が確認されるまで同型式航空機の運航が認められない場合が

あります。 

このような事態が発生した場合は、当該型式航空機に関連する整備作業が減少するなど、当社グルー

プの経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 

④ 原材料価格の変動について 

当社グループの事業では、原材料、部品等を多くの外部供給者から調達しております。航空機に使用

する素材、金属、複合材料等については、その特殊性から調達先が限定されるものや調達先の切り替えが

困難なものがあり、供給者における事故や品質上の問題、或いは国際情勢の悪化等により供給不足及び

納入の遅延等が発生した場合は、当社の生産スケジュールに悪影響を及ぼす可能性があります。又、原

㈱ジャムコ　（7408）　平成22年3月期　決算短信

－　7　－



 

 

材料、部品等の需要の増加や原油価格の高騰などにより調達価格が高騰した場合には、製造原価が上

昇し、当社グループの経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑤ 為替レートの変動について 

航空機内装品等製造関連事業及び航空機器等製造関連事業においては、海外航空会社及び海外航

空機メーカーとの輸出取引のなかに主として米ドルによる外貨建て取引を多く含んでおります。又、原材料

や部品等の多くは、輸入によって調達しております。この輸出入取引により、外貨による決済を相殺するこ

とで為替変動による影響の一部をヘッジしておりますが、現在の取引状態においては輸出額が輸入額を

上回るため、当社グループの経営成績は、為替相場の円高局面ではマイナスに、円安局面ではプラスに

それぞれ影響を受けております。なお、これらの為替変動リスクは、為替予約取引によりヘッジしておりま

す。 

又、海外の連結子会社及び持分法適用関連会社の現地通貨建ての決算は、連結財務諸表作成にお

いて円換算されるため、換算時の為替レートが、円換算後の決算に影響を与えております。 

 

⑥ 金利の上昇について 

現在、当社における資金調達は、低金利傾向といった金融情勢も勘案の上、金融機関からの長期及び

短期借入にその多くを依存しております。特に航空機内装品等製造関連事業では、製品等の受注から納

入までの期間が長期間にわたるものが多くを占めており、棚卸資産の回転期間は長い傾向があります。又、

増産に備えるため、工場の拡張及び設備機材等の設備投資を集中的に進めてきたことで、固定資産も増

大しました。これらの理由により、現在の借入金残高は相当程度まで高まっており、今後、金融情勢の変化

によって金利が上昇した場合には、資金調達コストが更に増大し、経営成績に悪影響を及ぼす可能性が

あります。 

 
⑦ 自然災害による事業活動の阻害について 

当社グループは、開発・生産・販売等の拠点を国内外に分散して設けておりますが、それらの拠点にお

いて、地震等の大規模災害の発生により短期間で復旧不可能な損害を被るなどした場合、材料・部品の

調達、生産活動、製品の販売・サービス活動が中断又は遅延するおそれがあります。又、地震、台風、積

雪等により当社が使用する空港・港湾が長期間閉鎖された場合は、当社の事業活動が制限されるおそれ

があり、当社グループの経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 
⑧ 独立行政法人の予算について 

政府の行政刷新委員会による独立行政法人航空大学校に対する事業仕分けの結果、受益者負担を高

めて国費を削減する方向が示されました。 これにより、国費削減の内容如何によっては、航空機の整備予

算も削減の対象になるおそれがあり、その場合には、当社の航空機整備等関連事業の経営成績に悪影響

を及ぼす可能性があります。 
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２．企業集団の状況 

当社の企業集団は、当社、子会社9社、関連会社1社、その他の関係会社2社で構成され、旅客機用ギャレ

ー（厨房設備）、ラバトリー（化粧室）を主体とした客室内装品及び航空機搭載機器、ADP（炭素繊維構造部材）

等の製造・販売並びに航空機の整備を主体に事業活動を展開しており、次のとおり事業の種類別セグメントに

区分しております。 

［航空機内装品等製造関連事業］ 

ギャレー、ラバトリーの製造・販売を主体として、航空機客室の全内装品に関わるデザイン、開発から機体シ

ステム改造までを含めた、客室内装備の一括供給メーカー（ト－タル・インテリア・インテグレ－タ－）として、国

内外の主要なエアライン、ボーイング社及びエアバス社等の航空機メーカーを主な顧客としております。 

子会社及び関連・関係会社との関係については次のとおりであります。 

国内連結子会社である㈱新潟ジャムコには、主力製品であるラバトリー、ギャレー及びその他内装品の製造

を、又、㈱宮崎ジャムコにはギャレー、ラバトリー等の部品製作を委託しております。 

海外連結子会社であるJAMCO AMERICA, INC.には、ボ－イング社向けラバトリ－の 終組立、検査及び

納品業務に加え、ト－タル・インテリア・インテグレ－タ－として鍵となる、プログラム・マネジメント、米国連邦航

空局（ＦＡＡ）の承認取得、米国内エアライン向けのカスタマーサポート、各種航空機部品の調達等を委託して

おり、又、シンガポールのＳＩＡエンジニアリング・カンパニーとの合弁会社であるJAMCO AERO DESIGN & 

ENGINEERING PTE LTD.は、主として東南アジアのエアラインに対して、客室内改修に関わるエンジニアリン

グ・サービスをJAMCO AMERICA, INC.と共に提供しております。JAMCO EUROPE B.V.には主として欧州エ

アライン向けのカスタマーサポート、各種航空機部品の調達等を委託しております。 

㈱オレンジ ジャムコは、企業の社会的責任の一つである障害者の法定雇用率確保のための特例子会社で

あり、工場内の補助的作業を委託しております。 

国内エアラインの全日本空輸㈱には製品を直接販売し、海外エアラインの一部へは伊藤忠商事㈱及び

ITOCHU Singapore Pte, Ltd.を経由して製品を販売しております。 

［航空機器等製造関連事業］ 

熱交換器、ジェットエンジン部品等各種航空機搭載機器、ADPを主体とした製品製造と販売を行っており、

㈱島津製作所、㈱ＩＨＩ、㈱東芝、日本電気㈱等の国内航空機器、機体・エンジンメーカー及びエアバス社等の

海外航空機メーカーを主な顧客としております。又、これまでに培った技術をリニアモーターカーなどの車輛搭

載機器及び宇宙機器分野へも広げております。 

㈱ジャムコテクニカルセンターには、新技術、新製品の研究開発の一部を委託しております。 

［航空機整備等関連事業］ 

航空機整備は、国内エアライン、及び防衛省、海上保安庁、独立行政法人航空大学校、国土交通省航空

局、各都道府県警察等の官公庁を主な顧客とし、リージョナル機、中小型飛行機、ヘリコプターなどの機体整

備及び改造、並びにこれら航空機に搭載される装備品の修理などを行っております。子会社及び関連・関係

会社との関係については次のとおりであります。 

国内連結子会社の㈱徳島ジャムコは、海上自衛隊訓練機の日常整備・点検作業を行っております。 

伊藤忠商事㈱の子会社である伊藤忠アビエーション㈱からは、輸入航空機の整備、改造作業を受託するほ

か、航空機部品等を購入しております。又、当社及び国内連結子会社の㈱ジャムコエアロテックでは、全日本

空輸㈱の車輪、ブレーキ等の整備を行っております。 

 

 

 

㈱ジャムコ　（7408）　平成22年3月期　決算短信

－　9　－



 

 

 

企業集団の取引関係は、次のとおりであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

   
  

   
   

   

   

  

 

 

  
  
 

   

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

（注）１． ◎印は連結子会社です。 

２． ※印は持分法適用関連会社です。 

 

◎ ㈱ 徳島ジャムコ 

◎ ㈱ ｵﾚﾝｼﾞ ｼﾞｬﾑｺ 

◎ ㈱ ジ ャ ム コ  

エ ア ロ テ ッ ク  

◎ JAMCO EUROPE B.V.

内
装
品
販
売 

航
空
機
整
備
・改
造
受
託
及
び 

航
空
機
部
品
調
達 

内
装
品
販
売 

関 連 会 社  

※ SINGAPORE  JAMCO 

PTE LTD.

 

当 社 

◎ ㈱ 新 潟 ジャムコ ◎ ㈱ 宮 崎 ジャムコ 

◎ JAMCO AMERICA, INC. 

車
輪
・装
備
品
整
備
受
託 

整備委託 

製造付帯業務委託 

部品調達 

組立・製造・部品製作委託 

ｶｽﾀﾏｰｻﾎﾟｰﾄ委託 

製造・ 
組立委託 

ﾗﾊﾞﾄﾘｰ 終組立・ 
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ委託 

（ 当 社 と の 取 引 は な く 、
100％防衛省からの整備 
受託） 

◎ JAMCO AERO DESIGN 

＆ ENGINEERING PTE LTD. 

技術業務受委託 

全日本空輸㈱ 
伊藤忠商事㈱及び同社の子会社 

ITOCHU Singapore Pte, Ltd. 、伊藤忠ｱﾋﾞｴｰｼｮﾝ㈱ 

その他の関係会社及びその他の関係会社の子会社 

部品調達 

◎ ㈱ ｼ ﾞ ｬ ﾑ ｺ  

ﾃ ｸ ﾆ ｶ ﾙ ｾ ﾝ ﾀ ｰ

研究開発業務委託 
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関 係 会 社 の状 況  

名  称  住 所 資 本 金 
主要な事業

の 内 容

議決権の 所有 

被 所 有 割 合 関  係  内  容  摘要
所有割合 被所有割合

(連結子会社) 

㈱新潟ジャム コ 新潟県村上市 
300百万円 

航空機内装品等
製造関連事業

100％ ― 

役員の兼任 ６名（うち当社従業員５名）
組立作業、製造等の委託をしており
ます。 
資金援助あり。 

 

㈱宮崎ジャム コ 宮崎県宮崎市 100百万円 
航空機内装品等
製造関連事業

100％ ― 
役員の兼任 5名（うち当社従業員5名）
部品製作等の委託をしております。 

 

㈱徳島ジャム コ 
本社 
東京都 
世田谷区 

30百万円 
航空機整備等
関 連 事 業

100％ ― 
役員の兼任 ５名（うち当社従業員４名）
整備、点検をしております。 
資金援助あり。 

 

㈱ジャムコ 
エアロテック 

本社 
東京都三鷹市 30百万円 

航空機整備等
関 連 事 業

100％ ― 
役員の兼任 ６名（うち当社従業員6名）
製造、整備作業等の委託をしておりま
す。 

 

㈱ｵﾚﾝｼﾞｼﾞｬﾑｺ 本社 
東京都三鷹市 

10百万円 
航空機内装品等
製造関連事業

100％ ― 
役員の兼任 ４名（うち当社従業員４名）
工場内補助作業等の委託をしてお
ります。 

 

㈱ジャムコ 
テクニカル 

センター 

本社 
東京都三鷹市 

30百万円 
航 空 機 器 等
製造関連事業

100％ ― 
役員の兼任 ４名（うち当社従業員３名）
新技術・新製品の研究開発等を委
託しております。 

 

J A M C O 
A M E R I C A , 

INC. 

EVERETT, 

WASHINGTON 

U.S.A 

10,000千USD 
航空機内装品等
製造関連事業

75％ ― 

役員の兼任 ３名（うち当社従業員１名） 
客室内装備一括供給のためのﾌﾟﾛｸ゙ﾗﾑ・ﾏ
ﾈｼﾒ゙ﾝﾄ、ﾗﾊﾄ゙ﾘー の 終組立、部品調達
業務等の委託をしております。 

※２

JAMCO EUROPE  
B.V. 

SCHIPHOL, 

THE 

NETHERLANDS 

１８１千EUR 
航空機内装品等
製造関連事業

100％ ― 
役員の兼任 ２名（うち当社従業員２名）
ｶｽﾀﾏｰｻﾎﾟー ﾄ、部品調達業務等の委
託をしております。 

 

JAMCO AERO 
DESIGN ＆ 

ENGINEERING 
PTE LTD. 

AIRLINE ROAD, 

SINGAPORE 
1,000千USD 

航空機内装品等
製造関連事業

5％ 
（５５%）

― 

役員の兼任 １名 
連結子会社の JAMCO AMERICA, 
INC.との間で技術業務を受委託して
おります。 

 

(持分法適用関連会社) 
SINGAPORE JAMCO 
       PTE LTD. 

LOYANG LANE, 

SINGAPORE 
4,400千ＳGD 

航空機内装品等
製造関連事業

30％ ― 
役員の兼任 ２名（うち当社従業員１名）
部品の製造と整備を委託しております。

 

(その他の関係会社) 
 
伊 藤 忠 商 事 ㈱ 
 
 

東京都港区 202,241百万円 総 合 商 社 ― 
33.27
％ 

役員の受入れ 出身者1 名( 常勤）

兼  任 １名（非常勤）
・同社に対してｷﾞｬﾚｰ等航空機内装品
を販売しております。 
・子会社のITOCHU Singapore Pte, Ltd.
に対してｷﾞｬﾚｰ等航空機内装品を販売
しております。 

・子会社の伊藤忠ｱﾋﾞｴｰｼｮﾝ㈱より輸入
航空機の整備・改造作業を受託し、
又、航空機部品等を調達しています。 

※１

全 日 本 空 輸 ㈱ 東 京 都 港 区 231,381百万円 航空運送事業 0％ 
20.08
％ 

役員の受入れ 出身者１ 名（ 常勤）

兼  任 １名（非常勤）
・同社に対してｷﾞｬﾚｰ等航空機内装
品を販売しております。 
・同社の車輪、装備品等の整備を受
託しております。 

※１

（注）１．主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 
２．議決権の所有割合の（ ）表示は、連結子会社の所有割合と当社の所有割合を合計した所有割合を 
  示しております。 
３．※１は有価証券報告書の提出会社であります。 
４．※２は特定子会社であります。 
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３．経営方針      

（１） 会社の経営の基本方針 

当社は平成17年9月の創立50周年を機に、経営に対する普遍的かつ基本的な方針・姿勢を経営理念とし

て制定いたしました。これは、経営基本方針や事業別方針の 上位に位置づけられるものであります。 

当社は航空業界において、製造と整備をベースとした「技術立社」として、誠実・公正、責任感と義務感を

あらわす「士魂」の精神の下に、全役職員が等しく以下の経営理念を強く意識し、その実現に向けて努力い

たします。 

［経営理念］ 

技術のジャムコは、士魂の気概をもって 

○ 夢の実現にむけて挑戦しつづけます。 

○ お客様の喜びと社員の幸せを求めていきます。 

○ 自然との共生をはかり、豊かな社会づくりに貢献します。 

［経営基本方針］ 

○ 飛行安全の確保と品質の向上を図る。 

○ 航空業界を基軸に、技術力を生かした付加価値の高い製品及びサービスを供給する。 

○ 株主への還元、社員の幸せを目指し、社業を通じて社会に貢献する。 

○ 変化に柔軟に対応した企業構造及び事業内容を追求し、顧客満足度と企業価値の向上を図る。 

又、連結子会社につきましては、各事業の顧客、市場及び所在地域の優位性を考慮のうえ、子会社単独

の利益追求にとらわれず、各事業の 適化と企業集団としての企業価値増大を志向した運営を行っており

ます。 

当社の事業は、3つの事業分野から構成されております。製造事業として航空機の客室内を対象とした

「航空機内装品等製造関連事業」と、客室外を対象とした「航空機器等製造関連事業」があり、整備事業とし

て「航空機整備等関連事業」があります。それぞれの事業ごとに、市場、顧客及び必要とされる技術等、業態

が異なることから、以下の事業別方針を定め、事業毎の経営戦略プランを策定しております。 

［事業別方針］ 

○ 航空機内装品等製造関連事業 

当社固有の技術と戦略的提携による他社の技術を総合的に融合し、航空機客室内の全装備品を網

羅したトップメーカーを目指す。 

○ 航空機器等製造関連事業 

先端技術と熟練技能を融合させた高度な設計・生産技術を追求し、付加価値の高い製品及びサービ

スを顧客に提供する。 

○ 航空機整備等関連事業 

飛行安全を基本に、継続性の高い事業を主体にすると共に、技術力主導の高付加価値を生む業務

の比重を高める。 

 

（２） 目標とする経営指標 

短期的な好不況に左右されない安定した企業経営のためには、財務基盤を強固なものにしておくことが必

要で、当社では、自己資本比率の50％以上確保と自己資本当期純利益率（ＲＯＥ）の８％達成を長期的目標

として効率的経営に努めてまいります。 

 

 

 

㈱ジャムコ　（7408）　平成22年3月期　決算短信

－　12　－



 

 

 

（３） 中長期的な会社の経営戦略 

世界経済の低迷と共に、世界の航空旅客・貨物需要は一時的に減少していますが、中長期的には航空需

要と新造機市場は拡大していくものと見られています。環境・エネルギー問題への対応に優れる新型機種へ

の入れ替え需要に支えられ、当社においてもボーイング社との長期契約を結んだ787プログラムをはじめとし

た新型機種向け内装品の受注が増大し、航空機内装品等製造関連事業では、中長期の増産に対応する応

需能力の強化を図ってまいりました。これらのリソースをベースに新造機の需要に応えていくと共に、トータル・

インテリア・インテグレーターとして既存機の改修事業にもグループの総合力を活かして取り組んでまいりま

す。 

新型機種の開発においては、炭素繊維構造部材の使用比率が高まってきていることから、航空機器等製

造関連事業では、ADPの応用開発に努め、新たな部位の受注に向けた取り組みを継続します。又、同事業で

は、特殊工程技術を活かした製品の新規受注拡大にも積極的に取り組んでまいります。 

航空機整備等関連事業では、技術力の向上と応需能力の拡大に努め、リージョナル機クラスの機体整備の

受注を更に拡大することにより、国内 大の独立系航空機整備・改造専門会社を目指してまいります。 

 

（４） 会社の対処すべき課題 

当社は、グループを挙げて「安定した収益力と品格のある企業」を標榜しつつ価値観の共有化を図り、内部

統制体制の整備を進めると共に、事業の拡大に向け人財の確保を含めた取り組みを適切に進めてまいりま

す。 

 航空機内装品等製造関連事業では、787プログラムの効率的な量産体制をグループ全体で確立すると共

に、今後生産量の増加が見込まれるギャレーなどの主力製品に新たな生産システムを逐次適用してコストダ

ウンを図り、収益性を高めてまいります。 

航空機器等製造関連事業では、コアビジネス分野である特殊工程技術を活かした熱交換器等の新規品目

の受注拡大に取り組んでまいります。又、CF34型エンジン関連部品で取り組んだ改善活動を他の分野にも展

開して収益性を高めると共に、ADPの応用開発を進め拡販の実現に向けて取り組んでまいります。 

航空機整備等関連事業では、飛行安全の確保と品質向上を 優先の課題として認識しております。機体

整備関係では、応需能力の拡大によりリージョナル機の受注拡大に取り組む一方、装備品整備関係では、生

産体制の見直しと新規品目の受注拡大により収益の改善に取り組んでまいります。 
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4.【連結財務諸表】 
(1)【連結貸借対照表】 

(単位：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 6,230,591 4,808,542

受取手形及び売掛金 13,438,976 14,091,752

商品及び製品 166,932 514,735

仕掛品 14,599,555 15,231,103

原材料及び貯蔵品 6,914,051 6,182,393

繰延税金資産 1,590,427 1,846,590

未収消費税等 340,607 130,142

その他 1,556,342 1,288,932

貸倒引当金 △3,780 △2,464

流動資産合計 44,833,704 44,091,729

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 12,111,378 12,071,773

減価償却累計額 △7,340,786 △7,706,073

建物及び構築物（純額） 4,770,591 4,365,700

機械装置及び運搬具 7,001,979 7,155,195

減価償却累計額 △5,216,372 △5,657,990

機械装置及び運搬具（純額） 1,785,607 1,497,204

土地 2,692,257 2,681,818

リース資産 23,078 35,553

減価償却累計額 △1,346 △7,450

リース資産（純額） 21,732 28,103

建設仮勘定 114,409 137,459

その他 3,764,298 3,928,433

減価償却累計額 △3,321,173 △3,583,270

その他（純額） 443,125 345,162

有形固定資産合計 9,827,724 9,055,448

無形固定資産   

リース資産 83,278 307,408

その他 208,885 185,780

無形固定資産合計 292,164 493,188

投資その他の資産   

投資有価証券 730,589 707,735

長期前払費用 266,188 181,015

差入保証金 208,689 174,660

繰延税金資産 2,905,641 2,441,373

その他 12,585 6,602

投資その他の資産合計 4,123,694 3,511,386

固定資産合計 14,243,583 13,060,023

資産合計 59,077,287 57,151,752
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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 5,241,496 4,715,471

短期借入金 17,187,890 15,718,176

リース債務 24,739 86,894

未払法人税等 71,960 204,115

未払消費税等 25,423 62,059

未払費用 663,225 770,783

前受金 4,740,784 4,777,052

繰延税金負債 11,801 －

賞与引当金 1,039,542 1,048,915

工事損失引当金 322,070 736,766

その他 1,425,768 1,221,003

流動負債合計 30,754,702 29,341,237

固定負債   

長期借入金 6,699,480 5,778,616

リース債務 86,793 287,018

退職給付引当金 5,120,889 5,236,532

役員退職慰労引当金 345,648 317,800

環境対策引当金 7,203 7,203

繰延税金負債 40,483 1,358

その他 194,760 238,865

固定負債合計 12,495,258 11,867,394

負債合計 43,249,960 41,208,631

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,359,893 5,359,893

資本剰余金 4,367,993 4,367,993

利益剰余金 5,749,931 5,743,161

自己株式 △25,311 △25,931

株主資本合計 15,452,506 15,445,116

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 82,312 108,683

為替換算調整勘定 △222,110 △272,487

評価・換算差額等合計 △139,797 △163,803

少数株主持分 514,617 661,807

純資産合計 15,827,326 15,943,120

負債純資産合計 59,077,287 57,151,752
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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 41,749,409 40,221,197

売上原価 36,160,438 35,053,589

売上総利益 5,588,971 5,167,608

販売費及び一般管理費 4,826,153 4,221,152

営業利益 762,817 946,455

営業外収益   

受取利息 8,146 1,515

受取配当金 4,082 1,912

為替差益 123,184 －

持分法による投資利益 75,159 11,197

保険事務手数料 9,643 9,546

雑収入 33,492 27,427

営業外収益合計 253,709 51,598

営業外費用   

支払利息 339,820 353,933

為替差損 － 81,372

雑支出 13,154 42,989

営業外費用合計 352,974 478,295

経常利益 663,551 519,757

特別利益   

前期損益修正益 226,279 －

固定資産売却益 2 127

貸倒引当金戻入額 601 954

投資有価証券売却益 43 －

補助金収入 － 69,767

特別利益合計 226,928 70,849

特別損失   

固定資産処分損 54,789 8,480

投資有価証券売却損 － 65,736

投資有価証券評価損 3,717 226

事務所移転費用 7,426 －

特別損失合計 65,932 74,444

税金等調整前当期純利益 824,547 516,163

法人税、住民税及び事業税 126,408 174,169

法人税等調整額 △289,498 160,412

法人税等合計 △163,089 334,582

少数株主利益 45,813 54,180

当期純利益 941,823 127,400
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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 5,359,893 5,359,893

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,359,893 5,359,893

資本剰余金   

前期末残高 4,368,998 4,367,993

当期変動額   

自己株式の処分 △1,005 －

当期変動額合計 △1,005 －

当期末残高 4,367,993 4,367,993

利益剰余金   

前期末残高 5,023,309 5,749,931

当期変動額   

剰余金の配当 △214,651 △134,170

当期純利益 941,823 127,400

自己株式の処分 △549 －

当期変動額合計 726,621 △6,769

当期末残高 5,749,931 5,743,161

自己株式   

前期末残高 △27,785 △25,311

当期変動額   

自己株式の取得 △1,565 △620

自己株式の処分 4,038 －

当期変動額合計 2,473 △620

当期末残高 △25,311 △25,931

株主資本合計   

前期末残高 14,724,416 15,452,506

当期変動額   

剰余金の配当 △214,651 △134,170

当期純利益 941,823 127,400

自己株式の取得 △1,565 △620

自己株式の処分 2,484 －

当期変動額合計 728,090 △7,389

当期末残高 15,452,506 15,445,116
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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 109,399 82,312

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △27,087 26,371

当期変動額合計 △27,087 26,371

当期末残高 82,312 108,683

為替換算調整勘定   

前期末残高 △148,192 △222,110

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △73,918 △50,377

当期変動額合計 △73,918 △50,377

当期末残高 △222,110 △272,487

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △38,792 △139,797

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △101,005 △24,006

当期変動額合計 △101,005 △24,006

当期末残高 △139,797 △163,803

少数株主持分   

前期末残高 493,541 514,617

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 21,076 147,190

当期変動額合計 21,076 147,190

当期末残高 514,617 661,807

純資産合計   

前期末残高 15,179,164 15,827,326

当期変動額   

剰余金の配当 △214,651 △134,170

当期純利益 941,823 127,400

自己株式の取得 △1,565 △620

自己株式の処分 2,484 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △79,928 123,183

当期変動額合計 648,162 115,794

当期末残高 15,827,326 15,943,120
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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 824,547 516,163

減価償却費 1,788,718 1,363,168

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,211 △1,203

賞与引当金の増減額（△は減少） △130,927 9,372

退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は
減少）

168,384 87,795

工事損失引当金の増減額（△は減少） △213,769 414,696

環境対策引当金の増減額（△は減少） △3,611 －

受取利息及び受取配当金 △12,229 △3,427

支払利息 339,820 353,933

為替差損益（△は益） △375,330 27,540

持分法による投資損益（△は益） △75,159 △11,197

固定資産売却損益（△は益） △2 △127

固定資産除却損 54,789 8,480

投資有価証券売却損益（△は益） △43 65,736

投資有価証券評価損益（△は益） 3,717 226

その他の営業外損益（△は益） △29,980 6,016

前期損益修正損益（△は益） △226,279 －

その他の特別損益（△は益） 7,426 △69,767

売上債権の増減額（△は増加） △161,759 △795,535

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,835,874 △392,938

仕入債務の増減額（△は減少） △1,121,004 △458,184

前受金の増減額（△は減少） 4,391,831 36,267

その他 189,287 767,401

小計 1,580,337 1,924,417

利息及び配当金の受取額 32,482 24,887

利息の支払額 △336,082 △341,455

その他の収入 250,283 77,212

その他の支出 △11,412 △33,439

法人税等の支払額 △509,097 △49,284

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,006,511 1,602,338
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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) 

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 △2,693,480 △714,965

有形固定資産の売却による収入 57 137

投資有価証券の取得による支出 △2,334 △2,001

投資有価証券の売却による収入 130 526

子会社株式の取得による支出 － △30,872

貸付けによる支出 － △4,980

貸付金の回収による収入 5,336 11,774

その他の支出 △80,479 △51,142

その他の収入 34,131 39,976

定期預金の払戻による収入 20,000 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,716,639 △751,546

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 9,481,116 6,532,400

短期借入金の返済による支出 △4,587,553 △9,188,928

長期借入れによる収入 1,907,980 1,472,960

長期借入金の返済による支出 △528,560 △1,028,560

リース債務の返済による支出 △6,582 △51,658

少数株主からの払込みによる収入 － 163,958

自己株式の取得による支出 △1,565 △620

自己株式の売却による収入 2,484 －

配当金の支払額 △214,435 △134,006

少数株主への配当金の支払額 △10,634 △16,551

財務活動によるキャッシュ・フロー 6,042,248 △2,251,006

現金及び現金同等物に係る換算差額 353,573 △21,835

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,685,694 △1,422,049

現金及び現金同等物の期首残高 1,544,896 6,230,591

現金及び現金同等物の期末残高 6,230,591 4,808,542
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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

子会社は全て連結しております。 

  連結子会社の数  ９社 

 当該連結子会社の名称 

  ㈱新潟ジャムコ 

    ㈱宮崎ジャムコ 

  ㈱徳島ジャムコ 

  ㈱ジャムコエアロテック 

   ㈱オレンジジャムコ 

  ㈱ジャムコテクニカルセンター 

    JAMCO AMERICA,INC. 

  JAMCO EUROPE B.V. 

  JAMCO AERO DESIGN & ENGINEERING PTE LTD.

平成20年４月１日に㈱ジャムコテクニカルセンター 

を設立し、当社の連結子会社と致しました。

１ 連結の範囲に関する事項

子会社は全て連結しております。 

  連結子会社の数  ９社 

 当該連結子会社の名称 

  ㈱新潟ジャムコ 

    ㈱宮崎ジャムコ 

  ㈱徳島ジャムコ 

  ㈱ジャムコエアロテック 

   ㈱オレンジジャムコ 

  ㈱ジャムコテクニカルセンター 

    JAMCO AMERICA,INC. 

  JAMCO EUROPE B.V. 

    JAMCO AERO DESIGN & ENGINEERING PTE LTD.

２ 持分法の適用に関する事項

関連会社は全て持分法を適用しております。 

持分法を適用した関連会社の数  １社 

会社等の名称 

  SINGAPORE JAMCO PTE LTD.

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末日と連結決算日は一致して

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

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)

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

同左

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

②たな卸資産

評価基準は原価法(収益性の低下による 

簿価切下げの方法)によっております。

     材料・貯蔵品 

       移動平均法 

     製品・仕掛品 

       個別法
 (会計方針の変更) 
  当連結会計年度より、「棚卸資産の評価に関する会
計基準」(企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表
分)を適用しております。 
 これによる損益に与える影響はありません。 

②たな卸資産

評価基準は原価法(収益性の低下による 

簿価切下げの方法)によっております。

     材料・貯蔵品 

       移動平均法 

     製品・仕掛品 

       個別法

─────────────

③デリバティブ

時価法

③デリバティブ

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)

(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)

当社及び国内連結子会社は定率法を採用し、
在外連結子会社は定額法を採用しております。
但し、当社及び国内連結子会社は、平成10年４
月１日以降取得した建物(建物附属設備は除く)
については定額法によっております。

(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)

当社及び国内連結子会社は定率法を採用し、
在外連結子会社は定額法を採用しております。
但し、当社及び国内連結子会社は、平成10年４
月１日以降取得した建物(建物附属設備は除く)
については定額法によっております。

なお、耐用年数については、主として法人税
法に規定する方法と同一の基準によっており 
ます。

なお、耐用年数については、主として法人税
法に規定する方法と同一の基準によっており 
ます。

(追加情報)
機械装置の耐用年数について、法人税等の改

正を契機に見直しを行った結果、主に製品ライ
フサイクルの短縮化により、設備更新が従来に
も増して短期間に行われることが見込まれるこ
ととなったため、当連結会計年度より、耐用年
数の短縮を行っております。 
 この変更により、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29,020千円
減少しております。

─────────────

②無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。但し、ソフトウェ

ア(自社利用)については、社内における利用可
能期間に基づく定額法によっております。

③長期前払費用
定額法によっております。

④リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係

るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロ

として算定する定額法によっております。
なお、リース取引会計基準の改正適用初年度

開始以前の所有権移転外ファイナンス・リース
取引については、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。

②無形固定資産(リース資産を除く)
同左

③長期前払費用
同左

④リース資産
同左

(3) 重要な引当金の計上基準
①貸倒引当金

金銭債権の貸倒損失に備えるため、一般債権
については貸倒実績率による計算額を、貸倒懸
念債権等の特定の債権については、個別に回収
可能性を勘案し、回収不能見込額を計上してお
ります。

(3) 重要な引当金の計上基準
①貸倒引当金

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)

②賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、支

給見込額基準により計上しております。

②賞与引当金
同左

③ 工事損失引当金
受注工事に係る将来の損失に備えるため、当

連結会計年度末に受注している工事のうち損失
の発生が予想され、且つ、その金額を合理的に
見積もることが出来る工事について当該損失見
込額を計上しております。

③ 工事損失引当金
同左

④ 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。

なお、過去勤務債務及び数理計算上の差異に
ついては、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
法により按分額を費用処理しております。

④ 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、これによる損益に与える影響はありま
せん。

⑤ 役員退職慰労引当金
役員に対する役員退職慰労金の支出に備える

ため、内規に基づく当連結会計年度末要支給額
を計上しております。

⑤ 役員退職慰労引当金
同左

⑥ 環境対策引当金
ポリ塩化ビフェニル（PCB)廃棄物等の撤去、

処理に関する支出に備えるため、その見込額を
計上しております。

⑥ 環境対策引当金
同左

(4) 重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の処理

繰延ヘッジ処理によっております。但し、為
替予約等が付されている外貨建金銭債権債務等
については、振当処理を行っております。

(4) 重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の処理

同左

② ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段 ヘッジ対象

為替予約 外貨建債権

② ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

③ ヘッジ方針
外貨建取引の為替相場の変動リスクを回避す

る目的で為替予約取引を行っております。

③ ヘッジ方針
同左

④ ヘッジの有効性評価の方法
繰延ヘッジ処理を採用している取引は、ヘッ

ジ手段とヘッジ対象の重要な取引条件が同一で
あるため、相場変動を完全に相殺するものと想
定できるものとなっております。

④ ヘッジの有効性評価の方法
同左

(5) 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) 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、部分時価

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

満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であ
り、且つ、価値の変動について僅少なリスクしか負わ
ない短期的な投資からなっております。

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
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(7)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

【会計方針の変更】

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)

(リース取引に関する会計基準)

 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))を適用して
おります。 
 なお、リース取引会計基準の改正適用初年度開始前
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
計処理によっております。 
 これによる損益に与える影響は軽微であります。 

 (連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に
 関する当面の取扱い)
 当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における
在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対
応報告第18号 平成18年５月17日)を適用し、連結上必
要な修正を行っております。 
 これによる損益に与える影響はありません。 

(完成工事高及び完成工事原価の計上基準)

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、「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）を当連
結会計年度より適用し、当連結会計年度に着手した工事
契約から、当連結会計年度末までの進捗部分について成
果の確実性が認められる工事については工事進行基準
（工事の進捗率の見積は原価比例法）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。 
 なお、これに伴う損益に与える影響はありません。

【表示方法の変更】

前連結会計年度
(自 平成20年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)

１ 財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令(平成20
年８月７日内閣府令第50号)が適用となることに伴い、
前連結会計年度において、「たな卸資産」として掲記
されたものは、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119,845千円、11,694,130千円、
6,087,491千円となっております。

２ 前連結会計年度において流動負債の「その他」に含
めて表示しておりました「前受金」(前連結会計年度
348,952千円)は、重要性が増したため、当連結会計年
度においては区分掲記することに変更しました。

(連結キャッシュ・フロー計算書)

１ 前連結会計年度において営業活動によるキャッシ
ュ・フローの「その他」に含めておりました「前受金
の増減額（△は減少）(前連結会計年度△418,103千円)
は、重要性が増したため、当連結会計年度においては
区分掲記することに変更しました。

２ 従来、営業活動によるキャッシュ・フローにおいて
「その他営業外収益」及び「その他営業外費用」とし
て表示しておりましたが、EDINETへのXBRL導入に伴い
当連結会計年度から「その他の営業外損益（△は
益）」として表示しております。

───────────── 

  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

─────────────
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(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日)

当連結会計年度 
(平成22年３月31日)

 

※１ 関連会社に係る注記

関連会社に対するものは次のとおりでありま

す。

投資有価証券(株式) 278,249千円

 
─────────────

 

※１ 関連会社に係る注記

関連会社に対するものは次のとおりでありま

す。

投資有価証券(株式) 275,562千円

※２  損失の発生が見込まれる工事契約に係る仕掛品
と工事損失引当金は、相殺せずに両建てで表示し
ております。

当該工事損失引当金に対応する当該仕掛品の金

額は450,345千円であります。

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

─────────────

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

保証工事費 987,018千円

給料手当 1,149,749

賞与引当金繰入額 119,266

退職給付費用 69,550

役員退職慰労引当金繰入額 69,839

減価償却費 57,800

試験研究費 439,109

※１ 売上原価に含まれている工事損失引当金繰入額

722,348千円

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

保証工事費 590,395千円

給料手当 1,130,203

賞与引当金繰入額 127,554

退職給付費用 78,339

役員退職慰労引当金繰入額 62,910

減価償却費 56,722

試験研究費 325,712

※２ 前期損益修正益          226,279千円

 試験研究費の一部回収額が当連結会計年度に決

定したため、前連結会計年度までに発生した相当

額に対する回収額を計上しております。

─────────────

※３ 固定資産売却益の内訳

その他 2千円

※３ 固定資産売却益の内訳

その他 127千円

※４ 固定資産処分損の内訳

建物及び構築物 42,847千円

機械装置及び運搬具 7,963

その他 3,977

計 54,789

※４ 固定資産処分損の内訳

建物及び構築物 4,485千円

機械装置及び運搬具 2,992

その他 1,002

計 8,480

※５ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる

研究開発費 439,109千円

※５ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる

研究開発費 325,712千円
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(変動事由の概要)  

増加：単元未満株式の買取請求による 

減少：単元未満株式の売渡請求による 

  

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 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 26,863,974 ― ― 26,863,974

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 32,479 2,150 4,740 29,889

３ 新株予約権等に関する事項

４ 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26日 
定時株主総会

普通株式 214,651 8 平成20年３月31日 平成20年６月27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25日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 134,170 5 平成21年３月31日 平成21年６月26日
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(変動事由の概要)  

増加：単元未満株式の買取請求による 

  

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 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 26,863,974 ― ― 26,863,974

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 29,889 1,240 ─ 31,129

３ 新株予約権等に関する事項

４ 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25日 
定時株主総会

普通株式 134,170 5 平成21年３月31日 平成21年６月26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25日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 134,164 5 平成22年３月31日 平成22年６月26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

現金及び預金 6,230,591千円

現金及び現金同等物 6,230,591千円

※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

現金及び預金 4,808,542千円

現金及び現金同等物 4,808,542千円
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前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

 
(注) １ 事業区分は製品の種類によって区分しております。 

   ２ 各事業の主な製品 

    (1) 航空機内装品等製造関連事業 ……… ギャレー・ラバトリー 

    (2) 航空機器等製造関連事業 …………… 熱交換器・ADP 

       (3) 航空機整備等関連事業 ……………… 航空機整備・修理 

３ 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、6,889,267千円であり、その主なものは親会

社での余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。

  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

航空機 
内装品等 

製造関連事業 
(千円)

航空機器等
製造関連事業

(千円)

航空機整備等
関連事業 
(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 27,803,536 5,345,104 8,600,768 41,749,409 ― 41,749,409

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

1,765 127,590 116,236 245,592 (245,592) ―

計 27,805,301 5,472,695 8,717,004 41,995,001 (245,592) 41,749,409

  営業費用 27,417,409 5,366,572 8,448,202 41,232,184 (245,592) 40,986,591

  営業利益 387,892 106,122 268,801 762,817 ― 762,817

Ⅱ 資産、減価償却費 
  及び資本的支出

  資産 37,175,023 7,231,670 7,781,990 52,188,684 6,888,602 59,077,287

  減価償却費 1,264,616 283,645 240,456 1,788,718 ― 1,788,718

  資本的支出 2,758,332 289,189 167,070 3,214,592 ― 3,214,592
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当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

 
(注) １ 事業区分は製品の種類によって区分しております。 

   ２ 各事業の主な製品 

    (1) 航空機内装品等製造関連事業 ……… ギャレー・ラバトリー 

    (2) 航空機器等製造関連事業 …………… 熱交換器・ADP 

       (3) 航空機整備等関連事業 ……………… 航空機整備・修理 

３ 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、5,344,712千円であり、その主なものは親会

社での余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。

  

航空機 
内装品等 

製造関連事業 
(千円)

航空機器等
製造関連事業

(千円)

航空機整備等
関連事業 
(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 26,540,621 5,328,804 8,351,771 40,221,197 ─ 40,221,197

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

8,937 67,581 79,294 155,813 (155,813) ─

計 26,549,559 5,396,386 8,431,066 40,377,011 (155,813) 40,221,197

  営業費用 26,158,616 5,060,440 8,211,499 39,430,556 (155,813) 39,274,742

  営業利益 390,942 335,946 219,566 946,455 ─ 946,455

Ⅱ 資産、減価償却費 
  及び資本的支出

  資産 37,563,750 6,529,744 7,717,683 51,811,177 5,340,575 57,151,752

  減価償却費 835,547 301,668 225,952 1,363,168 ─ 1,363,168

  資本的支出 417,416 204,252 120,784 742,453 ─ 742,453
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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) 

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

  (1) 北米………………………アメリカ 

  (2) ヨーロッパ………………オランダ 

  (3) アジア・オセアニア……シンガポール 

３ 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、6,889,267千円であり、その主なものは親会

社での余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。

  

２ 所在地別セグメント情報

日本
(千円)

北米 
(千円)

ヨーロッパ
(千円)

アジア・
オセアニア
(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

36,614,084 3,592,389 853,253 689,681 41,749,409 ― 41,749,409

 (2) セグメント間の 
   内部売上高 
   又は振替高

3,050,188 2,769,754 785,341 69,089 6,674,373 (6,674,373) ―

計 39,664,273 6,362,144 1,638,594 758,770 48,423,782 (6,674,373) 41,749,409

  営業費用 39,067,134 6,300,804 1,554,151 706,340 47,628,430 (6,641,838) 40,986,591

  営業利益 597,138 61,340 84,443 52,429 795,352 (32,534) 762,817

Ⅱ 資産 45,096,190 7,143,056 329,038 533,390 53,101,676 5,975,610 59,077,287
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当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

  (1) 北米………………………アメリカ 

  (2) ヨーロッパ………………オランダ 

  (3) アジア・オセアニア……シンガポール 

３ 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、5,344,712千円であり、その主なものは親会

社での余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。

  

日本
(千円)

北米 
(千円)

ヨーロッパ
(千円)

アジア・
オセアニア
(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

35,106,555 3,224,458 813,710 1,076,473 40,221,197 ─ 40,221,197

 (2) セグメント間の 
   内部売上高 
   又は振替高

1,941,327 2,560,945 488,523 81,133 5,071,929 (5,071,929) ─

計 37,047,882 5,785,403 1,302,234 1,157,607 45,293,127 (5,071,929) 40,221,197

  営業費用 36,263,891 5,785,845 1,259,536 1,038,958 44,348,231 (5,073,488) 39,274,742

  営業利益又は 
  営業損失(△)

783,990 △441 42,698 118,649 944,895 1,559 946,455

Ⅱ 資産 45,035,913 6,397,565 369,552 624,898 52,427,930 4,723,822 57,151,752
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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) 

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

  (1) 北米………………………アメリカ 

  (2) アジア・オセアニア……シンガポール・オーストラリア 

  (3) ヨーロッパ………………イギリス・フランス・ドイツ 

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

  

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) 

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

  (1) 北米………………………アメリカ 

  (2) アジア・オセアニア……シンガポール・オーストラリア 

  (3) ヨーロッパ………………イギリス・フランス・ドイツ 

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

  

３ 海外売上高

北米 アジア・オセアニア ヨーロッパ 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 6,350,639 13,659,584 4,737,592 24,747,816

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― 41,749,409

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

15.2 32.7 11.3 59.2

北米 アジア・オセアニア ヨーロッパ 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 6,173,833 13,680,251 4,575,851 24,429,936

Ⅱ 連結売上高(千円) ─ ─ ─ 40,221,197

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

15.3 34.0 11.4 60.7
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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ます。 

  

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) 

  

（追加情報） 

 当連結会計年度から平成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。 

 この結果、開示対象範囲に変更はありません。 

  

１ 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る）等 

 
取引条件ないし取引条件の決定方法等 

１ 製品の販売については、市場価格・総原価を勘案して希望価格を提示し、毎回交渉の上、一般的取引条件と同様

に決定しております。 

  

２ 連結財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等 

 
取引条件ないし取引条件の決定方法等 

１ 製品の販売については、市場価格・総原価を勘案して希望価格を提示し、毎回交渉の上、一般的取引条件と同様

に決定しております。 

  

３ 連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会

社等 

 
取引条件ないし取引条件の決定方法 

１ 製品の販売については、市場価格・総原価を勘案して希望価格を提示し、毎回交渉の上、一般的取引条件と同様

に決定しております。 

  

(リース取引関係)

(関連当事者情報)

種類
会社等の 
名称又は 
氏名

所在地
資本金 

又は出資金 
(千円)

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 
(千円)

科目
期末残高
(千円)

その他
の関係
会社

伊藤忠商 
事㈱

東京都 
港区

202,241,312 総合商社
(被所有)
直接 33.27

子会社を介して当社製品の

販売及び輸入機の導入支援

  

役員の兼務等

子会社を介
してギャレ
ー等の販売
及び輸入機
の整備等

― ― ―

全日本空 
輸㈱

東京都 
港区

160,001,284
航空運送 
事業

(被所有)
直接 20.08

当社製品の販売及び 

機体等の整備 

  

役員の兼務等

ギャレー等
の販売及び
車輪・装備
品整備の受
託

1,965,433 売掛金 115,748

種類
会社等の 
名称又は 

氏名
所在地

資本金 
又は出資金

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 
(千円)

科目
期末残高
(千円)

関連 
会社

SINGAPORE 
JAMCO PTE  
LTD

LOYANG 
LANE 
SINGAPORE 

千SGD
4,400

航空機内
装品部品
の製造及
び修理

(所有)
直接 30.0

当社製品の販売・組立
  

役員の兼務等

カートの販
売等

281,283 売掛金 4,389

種類
会社等の 
名称又は 
氏名

所在地
資本金 

又は出資金 
(千円)

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 
(千円)

科目
期末残高
(千円)

その他
の関係
会社の
子会社

伊藤忠 
アビエー
ション㈱

東京都
港区

650,000
輸送用機
械器具卸
売業

― 当社製品の販売

ギャレーの
販売等

7,765,328 売掛金 2,733,545

航空機部品
の購入

269,439 買掛金 18,998
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当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

  

１ 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る）等 

 
取引条件ないし取引条件の決定方法等 

１ 製品の販売については、市場価格・総原価を勘案して希望価格を提示し、毎回交渉の上、一般的取引条件と同様

に決定しております。 

  

２ 連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会

社等 

 
取引条件ないし取引条件の決定方法 

１ 製品の販売については、市場価格・総原価を勘案して希望価格を提示し、毎回交渉の上、一般的取引条件と同様

に決定しております。 

  

種類
会社等の 
名称又は 
氏名

所在地
資本金 

又は出資金 
(千円)

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 
(千円)

科目
期末残高
(千円)

その他
の関係
会社

伊藤忠商 
事㈱

東京都 
港区

202,241,312 総合商社
(被所有)
直接 33.27

当社製品の販売 

  

役員の兼務等

ギャレーの
販売等

6,716,065 売掛金 3,367,139

全日本空 
輸㈱

東京都 
港区

231,381,784
航空運送 
事業

(被所有)
直接 20.08

当社製品の販売及び 

機体等の整備 

  

役員の兼務等

ギャレー等
の販売及び
車輪・装備
品等の整備
の受託

3,067,222 売掛金 694,988

種類
会社等の 
名称又は 
氏名

所在地
資本金 

又は出資金 
(千円)

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 
(千円)

科目
期末残高
(千円)

その他
の関係
会社の
子会社

ITOCHU 
Singapore 
Pte,Ltd.

REPUBLIC 
PLAZA 
SINGAPORE

千USD
総合商社 ― 当社製品の販売

ギャレーの
販売等

1,216,101 売掛金 912,855
21,383 
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(税効果会計関係)

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 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

(繰延税金資産)

① 流動資産

賞与引当金損金算入限度超過額 423,678千円

連結上の未実現利益調整 28,036

未払事業税否認 8,810

棚卸資産評価損否認 338,666

開発費否認 378,485

工事損失引当金繰入額否認 134,678

繰越欠損金 175,144

その他 154,058

計 1,641,557

② 固定資産

退職給付引当金 
損金算入限度超過額

2,071,947

役員退職慰労引当金 
損金算入限度超過額

141,232

開発費否認 96,781

土地の減損損失 101,565

繰越欠損金 335,806

その他 324,208

計 3,071,541

繰延税金資産小計 4,713,098

評価性引当金 △115,136

繰延税金資産合計 4,597,965
 

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

(繰延税金資産)

① 流動資産

賞与引当金損金算入限度超過額 460,327千円

連結上の未実現利益調整 28,045

未払事業税否認 33,780

棚卸資産評価損否認 389,322

開発費否認 480,473

工事損失引当金繰入額否認 300,487

繰越欠損金 40,782

その他 77,356

計 1,810,575

② 固定資産

退職給付引当金
損金算入限度超過額

2,119,425

役員退職慰労引当金
損金算入限度超過額

130,522

開発費否認 99,921

土地の減損損失 101,565

その他 419,468

計 2,870,903

繰延税金資産小計 4,681,479

評価性引当金 △257,808

繰延税金資産合計 4,423,670

 

 (繰延税金負債)

① 流動負債

   その他              11,801

② 固定負債

子会社の留保利益に対する 
追加税金見込額

45,763

その他有価証券評価差額金 56,027

その他 40,587

計 142,378

繰延税金負債合計 154,179

繰延税金資産の純額 4,443,785
 

 

 (繰延税金負債)

   固定負債

子会社の留保利益に対する 
追加税金見込額

61,949

その他有価証券評価差額金 73,977

その他 1,138

計 137,065

繰延税金負債合計 137,065

繰延税金資産の純額 4,286,604

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率の差異の内訳

法定実効税率 40.5％

(調整)

住民税均等割額 2.9％

交際費等永久に損金に算入されない 
項目

3.0％

試験研究費等税額控除 △4.5％

子会社の留保利益等 △1.1％

親会社との税率差 △5.0％

受取配当等の益金不算入額 △0.2％

繰延税金負債取崩(子会社留保金) △56.4％

その他 1.1％

△19.7％
  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率の差異の内訳

法定実効税率 40.5％

(調整)

住民税均等割額 4.6％

交際費等永久に損金に算入されない 
項目

5.7％

試験研究費等税額控除 △3.6％

子会社の留保利益等 2.3％

親会社との税率差 △10.6％

受取配当等の益金不算入額 △0.7％

評価性引当金 26.4％

その他 0.3％

64.8％
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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ます。 

  

前連結会計年度 

(1)その他有価証券で時価のあるもの(平成21年３月31日現在) 

 ①連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの 

 
  

 ②連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの 

 
(注) 当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について 3,717千円減損処理を行っております。 

   なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ、30％以上下落した場合には全て減損処理

を行っております。 

  

(2)当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日 ) 

 
  

(3)時価のない有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額(平成21年３月31日現在) 

 ①その他 

 
  

(金融商品関係)

(有価証券関係)

区分
取得原価
(千円)

連結貸借対照表計上額
(千円)

差額 
(千円)

① 株式 228,738 383,015 154,277

合計 228,738 383,015 154,277

区分
取得原価
(千円)

連結貸借対照表計上額
(千円)

差額 
(千円)

① 株式 85,260 69,323 △15,937

合計 85,260 69,323 △15,937

売却額 
(千円)

売却益の合計額
(千円)

売却損の合計額 
(千円)

130 43 ―

区分
連結貸借対照表計上額

(千円)

① 関連会社株式(非上場株式) 278,249

合計 278,249
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当連結会計年度 

(1)その他有価証券で時価のあるもの(平成22年３月31日現在) 

 ①連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの 

 
  

 ②連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの 

 
(注) 当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について 226千円減損処理を行っております。 

   なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ、30％以上下落した場合には全て減損処理

を行っております。 

    

(2)当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日 ) 

 
  

  

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ます。 

区分
取得原価
(千円)

連結貸借対照表計上額
(千円)

差額 
(千円)

① 株式 249,511 432,172 182,661

合計 249,511 432,172 182,661

区分
取得原価
(千円)

連結貸借対照表計上額
(千円)

差額 
(千円)

① 株式 0 0 ─

合計 0 0 ─

売却額 
(千円)

売却益の合計額
(千円)

売却損の合計額 
(千円)

526 ─ 65,736

(デリバティブ取引関係)
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前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

(1) 採用している退職給付制度の概要 

当社は、適格退職年金制度及び退職一時金制度を、国内連結子会社は中小企業退職金共済及び退職

一時金制度を設けております。又、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があります。 

 なお、一部の在外子会社でも確定拠出型の制度を設けております。この結果、当連結会計年度末現

在、当社及び連結子会社全体で退職一時金制度については７社が有しております。 

  

(2) 退職給付債務に関する事項（平成21年３月31日） 

 
  (注)一部の子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。 

  

(3) 退職給付費用に関する事項（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

 
  (注)簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「イ 勤務費用」に計上しております。 

  

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 

 
  

(退職給付関係)

イ 退職給付債務 △8,022,794千円

ロ 年金資産 2,317,434千円

ハ 未積立退職給付債務（イ＋ロ） △5,705,359千円

ニ 未認識数理計算上の差異 1,386,235千円

ホ 未認識過去勤務債務 △801,765千円

ヘ 連結貸借対照表計上額純額（ハ＋ニ＋ホ） △5,120,889千円

ト 前払年金費用 ―

チ 退職給付引当金（ヘ－ト） △5,120,889千円

イ 勤務費用 432,300千円

ロ 利息費用 182,238千円

ハ 期待運用収益 △65,720千円

ニ 数理計算上の差異の費用処理額 94,790千円

ホ 過去勤務債務の費用処理額 △105,197千円

ヘ 退職給付費用（イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ） 538,412千円

イ 退職給付見込額の期間配分方法  期間定額基準

ロ 割引率  2.5％

ハ 期待運用収益率  2.5％

ニ 過去勤務債務の額の処理年数 10年（定額法）

ホ 数理計算上の差異の処理年数 10年（定額法）
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当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

(1) 採用している退職給付制度の概要 

当社は、適格退職年金制度及び退職一時金制度を、国内連結子会社は中小企業退職金共済及び退職

一時金制度を設けております。又、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があります。 

 なお、一部の在外子会社でも確定拠出型の制度を設けております。この結果、当連結会計年度末現

在、当社及び連結子会社全体で退職一時金制度については７社が有しております。 

  

(2) 退職給付債務に関する事項（平成22年３月31日） 

 
  (注)一部の子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。 

  

(3) 退職給付費用に関する事項（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

 
  (注)簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「イ 勤務費用」に計上しております。 

  

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 

 

 
  

イ 退職給付債務 △8,236,793千円

ロ 年金資産 2,562,844千円

ハ 未積立退職給付債務（イ＋ロ） △5,673,949千円

ニ 未認識数理計算上の差異 1,133,985千円

ホ 未認識過去勤務債務 △696,568千円

ヘ 連結貸借対照表計上額純額（ハ＋ニ＋ホ） △5,236,532千円

ト 前払年金費用 ─

チ 退職給付引当金（ヘ－ト） △5,236,532千円

イ 勤務費用 444,971千円

ロ 利息費用 187,579千円

ハ 期待運用収益 △57,935千円

ニ 数理計算上の差異の費用処理額 141,712千円

ホ 過去勤務債務の費用処理額 △105,197千円

ヘ 退職給付費用（イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ） 611,129千円

イ 退職給付見込額の期間配分方法  期間定額基準

ロ 割引率  2.5％

ハ 期待運用収益率  2.5％

ニ 過去勤務債務の額の処理年数 10年（定額法）

ホ 数理計算上の差異の処理年数 10年（定額法）
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

 

該当事項はありません。 

  

(ストック・オプション等関係)

(企業結合等関係)

(賃貸等不動産関係)

(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 570.64円 １株当たり純資産額 569.50円

１株当たり当期純利益 35.10円 １株当たり当期純利益 4.75円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

算定上の基礎

１ １株当たり純資産額

    連結貸借対照表の純資産の部の合計額 

                  15,827,326千円 

  普通株式に係る純資産額     15,312,708千円 

  差額の主な内訳 

  少数株主持分            514,617千円 

  普通株式の発行済株式数       26,863千株 

  普通株式の自己株式数          29千株 

  1株当たり純資産額の算定に用いられた

  普通株式の数            26,834千株

算定上の基礎

１ １株当たり純資産額

    連結貸借対照表の純資産の部の合計額 

                                  15,943,120千円 

  普通株式に係る純資産額     15,281,312千円 

  差額の主な内訳 

  少数株主持分            661,807千円 

  普通株式の発行済株式数       26,863千株 

  普通株式の自己株式数          31千株 

  1株当たり純資産額の算定に用いられた

  普通株式の数            26,832千株

２ １株当たり当期純利益

連結損益計算書上の当期純利益 941,823千円

普通株式に係る当期純利益 941,823千円

普通株主に帰属しない金額 ―千円

普通株式の期中平均株式数 26,832千株

２ １株当たり当期純利益

連結損益計算書上の当期純利益 127,400千円

普通株式に係る当期純利益 127,400千円

普通株主に帰属しない金額 ─千円

普通株式の期中平均株式数 26,833千株

(重要な後発事象)
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5.【個別財務諸表】 
(1)【貸借対照表】 

(単位：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 5,616,056 3,568,921

受取手形 49,085 28,055

売掛金 11,488,546 12,931,799

商品及び製品 148,675 488,464

仕掛品 11,603,313 12,295,754

原材料及び貯蔵品 6,539,363 5,688,521

前払費用 203,765 182,956

未収収益 74 44

未収入金 1,197,521 1,140,955

未収消費税等 338,132 130,142

繰延税金資産 1,245,688 1,437,103

その他 172,414 268,990

貸倒引当金 △300 △300

流動資産合計 38,602,337 38,161,410

固定資産   

有形固定資産   

建物 7,369,148 7,379,395

減価償却累計額 △4,356,214 △4,598,027

建物（純額） 3,012,934 2,781,365

構築物 499,937 499,458

減価償却累計額 △386,985 △405,127

構築物（純額） 112,951 94,330

機械及び装置 5,612,766 5,729,511

減価償却累計額 △4,145,776 △4,511,843

機械及び装置（純額） 1,466,990 1,217,668

車両運搬具 129,237 124,919

減価償却累計額 △111,208 △114,248

車両運搬具（純額） 18,028 10,670

工具、器具及び備品 3,496,497 3,636,941

減価償却累計額 △3,147,853 △3,372,287

工具、器具及び備品（純額） 348,644 264,653

土地 2,021,415 2,021,415

リース資産 23,078 35,553

減価償却累計額 △1,346 △7,450

リース資産（純額） 21,732 28,103

建設仮勘定 83,616 118,257

有形固定資産合計 7,086,314 6,536,465

無形固定資産   

ソフトウエア 110,525 114,583

リース資産 83,278 307,408

電話加入権 11,994 11,994

その他 188 147

無形固定資産合計 205,987 434,133
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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) 

投資その他の資産   

投資有価証券 297,939 325,372

関係会社株式 975,271 1,450,417

関係会社長期貸付金 500,000 404,000

長期前払費用 35,171 20,715

差入保証金 197,801 163,428

繰延税金資産 2,381,855 1,910,542

その他 7,846 3,654

投資その他の資産合計 4,395,885 4,278,132

固定資産合計 11,688,187 11,248,730

資産合計 50,290,525 49,410,141

負債の部   

流動負債   

支払手形 235,560 141,280

買掛金 4,933,429 4,857,408

短期借入金 13,800,000 12,500,000

1年内返済予定の長期借入金 1,000,000 2,096,000

リース債務 24,739 86,894

未払金 691,912 354,485

未払費用 282,450 363,701

未払法人税等 34,586 63,392

前受金 4,733,133 4,767,227

預り金 48,062 54,110

従業員預り金 363 438

賞与引当金 791,000 789,500

工事損失引当金 316,042 714,886

設備関係支払手形 3,576 70,973

流動負債合計 26,894,858 26,860,299

固定負債   

長期借入金 5,200,000 4,204,000

リース債務 86,793 287,018

退職給付引当金 4,601,263 4,646,210

役員退職慰労引当金 335,978 313,074

環境対策引当金 7,203 7,203

固定負債合計 10,231,238 9,457,507

負債合計 37,126,096 36,317,806
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,359,893 5,359,893

資本剰余金   

資本準備金 4,367,993 4,367,993

資本剰余金合計 4,367,993 4,367,993

利益剰余金   

利益準備金 318,000 318,000

その他利益剰余金   

別途積立金 1,920,000 1,920,000

繰越利益剰余金 1,141,540 1,043,695

利益剰余金合計 3,379,540 3,281,695

自己株式 △25,311 △25,931

株主資本合計 13,082,115 12,983,650

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 82,312 108,683

評価・換算差額等合計 82,312 108,683

純資産合計 13,164,428 13,092,334

負債純資産合計 50,290,525 49,410,141
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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 37,877,508 35,754,557

売上原価 33,547,173 31,712,127

売上総利益 4,330,335 4,042,429

販売費及び一般管理費 3,885,725 3,330,575

営業利益 444,610 711,853

営業外収益   

受取利息 15,241 13,791

受取配当金 57,019 47,444

為替差益 97,054 －

保険事務手数料 8,199 8,073

雑収入 15,423 15,493

営業外収益合計 192,938 84,802

営業外費用   

支払利息 248,643 259,115

為替差損 － 100,363

雑支出 10,062 42,989

営業外費用合計 258,706 402,468

経常利益 378,842 394,188

特別利益   

前期損益修正益 226,279 －

投資有価証券売却益 43 －

特別利益合計 226,323 －

特別損失   

固定資産処分損 54,254 8,471

投資有価証券売却損 － 65,736

投資有価証券評価損 3,717 226

事務所移転費用 7,426 －

特別損失合計 65,397 74,435

税引前当期純利益 539,767 319,753

法人税、住民税及び事業税 21,880 21,480

法人税等調整額 226,633 261,947

法人税等合計 248,513 283,427

当期純利益 291,254 36,325
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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 5,359,893 5,359,893

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,359,893 5,359,893

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 4,367,993 4,367,993

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,367,993 4,367,993

その他資本剰余金   

前期末残高 1,005 －

当期変動額   

自己株式の処分 △1,005 －

当期変動額合計 △1,005 －

当期末残高 － －

資本剰余金合計   

前期末残高 4,368,998 4,367,993

当期変動額   

自己株式の処分 △1,005 －

当期変動額合計 △1,005 －

当期末残高 4,367,993 4,367,993

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 318,000 318,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 318,000 318,000

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 1,920,000 1,920,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,920,000 1,920,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,065,487 1,141,540

当期変動額   

剰余金の配当 △214,651 △134,170

当期純利益 291,254 36,325

自己株式の処分 △549 －

当期変動額合計 76,052 △97,844

当期末残高 1,141,540 1,043,695
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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) 

利益剰余金合計   

前期末残高 3,303,487 3,379,540

当期変動額   

剰余金の配当 △214,651 △134,170

当期純利益 291,254 36,325

自己株式の処分 △549 －

当期変動額合計 76,052 △97,844

当期末残高 3,379,540 3,281,695

自己株式   

前期末残高 △27,785 △25,311

当期変動額   

自己株式の取得 △1,565 △620

自己株式の処分 4,038 －

当期変動額合計 2,473 △620

当期末残高 △25,311 △25,931

株主資本合計   

前期末残高 13,004,594 13,082,115

当期変動額   

剰余金の配当 △214,651 △134,170

当期純利益 291,254 36,325

自己株式の取得 △1,565 △620

自己株式の処分 2,484 －

当期変動額合計 77,521 △98,464

当期末残高 13,082,115 12,983,650

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 109,399 82,312

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △27,087 26,371

当期変動額合計 △27,087 26,371

当期末残高 82,312 108,683

評価・換算差額等合計   

前期末残高 109,399 82,312

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △27,087 26,371

当期変動額合計 △27,087 26,371

当期末残高 82,312 108,683
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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) 

純資産合計   

前期末残高 13,113,993 13,164,428

当期変動額   

剰余金の配当 △214,651 △134,170

当期純利益 291,254 36,325

自己株式の取得 △1,565 △620

自己株式の処分 2,484 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △27,087 26,371

当期変動額合計 50,434 △72,093

当期末残高 13,164,428 13,092,334
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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事項】

(5)【重要な会計方針】

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)

１ 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差

額は全部純資産直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定)

１ 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式

同左

その他有価証券

時価のあるもの

同左

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

２ たな卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準は原価法(収益性の低下による 

簿価切下げの方法)によっております。

材料・貯蔵品

移動平均法

製品・仕掛品

個別法

 (会計方針の変更)
     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。 
   これによる損益に与える影響はありません。

２ たな卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準は原価法(収益性の低下による 

簿価切下げの方法)によっております。

材料・貯蔵品

移動平均法

製品・仕掛品

個別法

─────────────

３ デリバティブの評価基準及び評価方法

時価法

３ デリバティブの評価基準及び評価方法

同左

４ 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法によっております。但し、平成10年４月

１日以降取得した建物(建物附属設備は除く)につ

いては定額法によっております。

なお、耐用年数については、法人税法に規定す

る方法と同一の基準によっております。

(追加情報)

機械装置の耐用年数について、法人税等の改正

を契機に見直しを行った結果、主に製品ライフサ

イクルの短縮化により、設備更新が従来にも増し

て短期間に行われることが見込まれることとなっ

たため、当事業年度より、耐用年数の短縮を行っ

ております。

４ 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法によっております。但し、平成10年４月

１日以降取得した建物(建物附属設備は除く)につ

いては定額法によっております。

なお、耐用年数については、法人税法に規定す

る方法と同一の基準によっております。

─────────────

この変更により、営業利益、経常利益及び税引

前当期純利益は、それぞれ25,511千円減少してお

ります。
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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)

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法によっております。但し、ソフトウェア

(自社利用)については、社内における利用可能期

間に基づく定額法によっております。

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

同左

(3) 長期前払費用

定額法によっております。

(4) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る

リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロと

して算定する定額法によっております。

なお、リース取引会計基準の改正適用初年度開

始以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

については、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) 長期前払費用

同左

(4) リース資産

同左

５ 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

金銭債権の貸倒損失に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率による計算額を、貸倒懸念債

権等の特定の債権については、個別に回収可能性

を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

５ 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給

見込額基準により計上しております。

(2) 賞与引当金

同左

(3) 工事損失引当金

受注工事に係る将来の損失に備えるため、当事

業年度末に受注している工事のうち損失の発生が

予想され、且つ、その金額を合理的に見積もるこ

とが出来る工事について当該損失見込額を計上し

ております。

(3) 工事損失引当金

同左

(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末

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。

なお、過去勤務債務及び数理計算上の差異につ

いては、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

り按分額を費用処理しております。

(4) 退職給付引当金

同左

(会計方針の変更)

当事業年度より、「退職給付に係る会計基準」

の一部改正(その３)(企業会計基準第19号 平成20

年７月31日)を適用しております。 

 なお、これによる損益に与える影響はありませ

ん。

(5) 役員退職慰労引当金

役員に対する役員退職慰労金の支出に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額を計上しておりま

す。

(5) 役員退職慰労引当金

同左

(6) 環境対策引当金

ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物等の撤去、処

理に関する支出に備えるため、その見込額を計上

しております。

(6) 環境対策引当金

同左
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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)

６ ヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。但し、為替
予約等が付されている外貨建金銭債権債務等につ
いては、振当処理を行っております。

６ ヘッジ会計の方法
(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 ヘッジ対象

為替予約 外貨建債権

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(3) ヘッジ方針
外貨建取引の為替相場の変動リスクを回避する

目的で為替予約取引を行っております。

(3) ヘッジ方針
同左

(4) ヘッジの有効性評価の方法
繰延ヘッジ処理を採用している取引は、ヘッジ

手段とヘッジ対象の重要な取引条件が同一である
ため、相場変動を完全に相殺すると想定できるも
のとなっております。

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
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。

(4) ヘッジの有効性評価の方法
同左

  
  
 

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
同左
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(6)【重要な会計方針の変更】

【会計方針の変更】

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)

(リース取引に関する会計基準)

 当事業年度より、「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))を適用してお
ります。 
 なお、リース取引会計基準の改正適用初年度開始前
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
計処理によっております。 
 これによる損益に与える影響は軽微であります。

(完成工事高及び完成工事原価の計上基準)

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、「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）を当事
業年度より適用し、当事業年度に着手した工事契約か
ら、当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性
が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗
率の見積は原価比例法）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。 
 なお、これに伴う損益に与える影響はありません。

【表示方法の変更】

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)

(貸借対照表)

１ 財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令(平成20
年８月７日内閣府令第50号)が適用となることに伴い、
前事業年度において、「製品」「材料」「仕掛品」
「貯蔵品」として掲記されたものは、当事業年度から
「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。

─────────────
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(7)【個別財務諸表に関する注記事項】

(貸借対照表関係)

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)

※１ 関係会社に係る注記

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれてい

る関係会社に対する主なものは、次のとおりであ

ります。

売掛金 906,818千円

買掛金 440,532千円

短期貸付金 150,000千円

※１ 関係会社に係る注記

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれてい

る関係会社に対する主なものは、次のとおりであ

ります。

売掛金 4,523,798千円

買掛金 628,270千円

短期貸付金 246,000千円

 
─────────────

※２  損失の発生が見込まれる工事契約に係る仕掛品
と工事損失引当金は、相殺せずに両建てで表示し
ております。

当該工事損失引当金に対応する当該仕掛品の金

額は431,779千円であります。

(損益計算書関係)

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)

※１ 関係会社に対する売上高5,125,360千円を含んで

おります。

※１ 関係会社に対する売上高11,805,415千円を含んで

おります。

───────────── ※２ 売上原価に含まれている工事損失引当金繰入額

701,246千円

 

 

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

販売手数料 319,991千円

保証工事費 984,183

役員報酬 197,552

従業員給与賞与手当 883,375

賞与引当金繰入額 107,591

役員退職慰労引当金繰入額 66,162

減価償却費 24,774

社外委託費 241,267

試験研究費 248,783

おおよその割合

販売費 53.87％

一般管理費 46.13

※３ 関係会社からの受取配当金54,936千円を含んでお

ります。

 

 

※３ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

販売手数料 259,336千円

保証工事費 588,242

役員報酬 196,045

従業員給与賞与手当 854,295

賞与引当金繰入額 114,897

役員退職慰労引当金繰入額 56,766

減価償却費 27,130

社外委託費 209,568

試験研究費 259,766

おおよその割合

販売費 47.04％

一般管理費 52.96

※４ 関係会社からの受取配当金45,932千円を含んでお

ります。

※４ 前期損益修正益         226,279千円

 試験研究費の一部回収額が当事業年度に決定し

たため、前事業年度までに発生した相当額に対す

る回収額を計上しております。

─────────────

 

※５ 固定資産処分損の内訳

建物 42,670千円

構築物 176

機械装置 7,498

車両運搬具 55

工具器具備品 3,852

計 54,254千円

※５ 固定資産処分損の内訳

建物 4,381千円

構築物 103

機械装置 2,801

車両運搬具 190

工具器具備品 993

計 8,471千円

※６ 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

248,783千円

※６ 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

259,766千円
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(変動事由の概要)  

増加：単元未満株式の買取請求による 

減少：単元未満株式の売渡請求による 

  

 
(変動事由の概要)  

増加：単元未満株式の買取請求による 

  

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ます。 

  

前事業年度末(平成21年３月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

当事業年度末(平成22年３月31日) 

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。 

  

子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額 子会社株式1,254,695千円、関連会社株式

88,921千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載し

ておりません。 

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

 自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 32,479 2,150 4,740 29,889

当事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)

 自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 29,889 1,240 ─ 31,129

(リース取引関係)

(有価証券関係)

（追加情報）
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(税効果会計関係)

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)

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

別内訳

（繰延税金資産）

賞与引当金損金算入
限度超過額

320,355千円

   退職給付引当金損金算入
   限度超過額

1,863,511

   役員退職慰労引当金 
   損金算入限度超過額

136,071

未払事業税否認 9,681

棚卸資産評価損否認 174,585

開発費否認 475,267

工事損失引当金繰入額否認 127,997

法定福利費否認 34,627

土地の減損損失 101,565

繰越欠損金 510,950

その他 56,249

繰延税金資産小計 3,810,858

評価性引当金 △127,286

繰延税金資産合計 3,683,572

（繰延税金負債）

その他有価証券 
評価差額金

56,027

繰延税金負債合計 56,027

繰延税金資産の純額 3,627,544
 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

別内訳

（繰延税金資産）

賞与引当金損金算入
限度超過額

319,747千円

  退職給付引当金損金算入
   限度超過額

1,881,715

  役員退職慰労引当金
   損金算入限度超過額

126,795

未払事業税否認 27,354

棚卸資産評価損否認 220,929

開発費否認 580,395

工事損失引当金繰入額否認 289,528

法定福利費否認 37,786

土地の減損損失 101,565

繰越欠損金 40,782

その他 49,110

繰延税金資産小計 3,675,706

評価性引当金 △254,082

繰延税金資産合計 3,421,624

（繰延税金負債）

その他有価証券
評価差額金

73,977

繰延税金負債合計 73,977

繰延税金資産の純額 3,347,646

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率の差異の内訳 

 

法定実効税率 40.5％

(調整)

住民税均等割額 4.0％

交際費等永久に損金に算入されない 
項目

2.4％

受取配当等の益金不算入額 △0.2％

その他 △0.7％

46.0％

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率の差異の内訳

法定実効税率 40.5％

(調整)

住民税均等割額 6.7％

交際費等永久に損金に算入されない 
項目

3.9％

海外子会社配当金 △2.8％

評価性引当金 39.7％

その他 0.6％

88.6％
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該当事項はありません。 

  

(１株当たり情報)

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)

１株当たり純資産額 490.59円 １株当たり純資産額 487.92円

１株当たり当期純利益 10.85円 １株当たり当期純利益 1.35円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

    貸借対照表の純資産の部の合計額

                  13,164,428千円

  普通株式に係る純資産額     13,164,428千円 

  普通株式の発行済株式数       26,863千株 

  普通株式の自己株式数          29千株 

  1株当たり純資産額の算定に用いられた 

  普通株式の数            26,834千株

算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

    貸借対照表の純資産の部の合計額

                  13,092,334千円

  普通株式に係る純資産額     13,092,334千円 

  普通株式の発行済株式数       26,863千株 

  普通株式の自己株式数          31千株 

  1株当たり純資産額の算定に用いられた 

  普通株式の数            26,832千株

２ １株当たり当期純利益

損益計算書上の当期純利益 291,254千円

普通株式に係る当期純利益 291,254千円

普通株主に帰属しない金額 ―千円

普通株式の期中平均株式数 26,832千株

２ １株当たり当期純利益

損益計算書上の当期純利益 36,325千円

普通株式に係る当期純利益 36,325千円

普通株主に帰属しない金額 ─千円

普通株式の期中平均株式数 26,833千株

(重要な後発事象)
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記載が可能になり次第開示します。 

  

  

6. その他

(1) 役員の異動
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