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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 39,243 △13.8 1,023 △32.9 1,082 △24.0 573 37.6
21年3月期 45,546 △11.3 1,524 △60.4 1,423 △60.5 417 △82.3

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 6.73 ― 2.9 2.2 2.6
21年3月期 4.89 ― 2.1 2.9 3.3

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  37百万円 21年3月期  △59百万円

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 47,778 20,385 42.2 236.61
21年3月期 49,672 19,737 39.3 229.27

（参考） 自己資本   22年3月期  20,167百万円 21年3月期  19,543百万円

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 3,797 △527 △2,227 11,876
21年3月期 2,651 △815 4,120 10,832

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 ― ― ― 3.00 3.00 256 61.4 1.3
22年3月期 ― ― ― 3.00 3.00 256 44.6 1.3
23年3月期 

（予想）
― ― ― 3.00 3.00 ―

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

16,400 △6.9 △1,170 ― △1,190 ― △1,190 ― △13.96

通期 38,400 △2.1 300 △70.7 130 △88.0 △1,020 ― △11.97
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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、14ページの【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】、【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、19ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 85,382,196株 21年3月期 85,382,196株
② 期末自己株式数 22年3月期  147,099株 21年3月期  142,337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 33,882 △15.5 △122 ― 378 △53.6 226 △8.8
21年3月期 40,109 △14.4 373 △86.7 815 △72.7 247 △87.6

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 2.65 ―
21年3月期 2.90 ―

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 42,272 16,709 39.5 196.03
21年3月期 44,580 16,453 36.9 193.01

（参考） 自己資本 22年3月期  16,709百万円 21年3月期  16,453百万円

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 
本資料に記載されている業績予想につきましては現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって大きく異
なる結果となる可能性があります。 

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

14,300 △5.0 △1,430 ― △1,180 ― △1,150 ― △13.49

通期 33,700 △0.5 △550 ― △290 ― △1,230 ― △14.43
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１．経営成績 

（１）経営成績に関する分析 

当期におけるわが国経済は、国内外における景気対策の効果により昨年９月頃から中国を

始めとしたアジア地域向けを中心に輸出が増加しましたが、円高や、デフレの進行が外需に

依存した国内企業の収益を圧迫し企業の設備投資意欲を減退させる等、国内景気の自律的回

復までには至りませんでした。 

このような状況の下、当社グループは、「既存事業の効率化と高付加価値化の推進による

さらなる収益の改善」、「強固な収益基盤の確立と成長に向けた事業構造の改革」、「人材

の育成と組織力の強化」を基本方針として掲げ、具体的には徹底した効率化による変動費・

固定費の削減、既存事業の競争優位を強化するための研究開発投資、グローバル化推進の一

環としての業務資本提携、企業価値向上を目的とした成長戦略推進委員会の発足と、その活

動を通した事業戦略の策定と人材育成等に取り組んでまいりました。 

以上の結果、当社グループの当連結会計年度における受注高は、防衛・通信機器が前期を

上回りましたが、船舶港湾機器、油空圧機器、流体機器が前期を下回り、グループ全体では

34,234 百万円と前期比 18.5％の減少となりました。売上高も受注高と同様に防衛・通信機

器が前期を上回りましたが、船舶港湾機器、油空圧機器、流体機器が前期を下回り、グルー

プ全体では 39,243 百万円と前期比 13.8％の減少となりました。 

損益面では売上高が減少したことにより、経常利益は 1,082 百万円と前期比 342 百万円の

減益となりましたが、当期純利益は特別損失及び法人税等が減少したことにより 573 百万円

と前期比 157 百万円の増益となりました。 

 

各事業の概況は次のとおりであります。 

〔船舶港湾機器事業〕 

当事業の商船市場では、鉄鉱石等のドライバルクの輸送需要が持ち直してきたものの、未

だ世界的な海上荷動きは活性化しておらず、海運会社の業績は低迷し、新造船向けの需要及

び在来船向けの換装需要が大きく減少した結果、受注、売上とも前期を大幅に下回りました。 

内航船市場では、市況の長期低迷により受注は前期を下回りましたが、レーダーや電子海

図情報表示装置が貢献した結果、売上は前期を上回りました。 

海外市場では、OEM ジャイロコンパスが堅調に推移しましたが、韓国、中国の造船所にお

ける海運会社からの新造船に対する発注取消しや納入延期の要請が増加したことに加え、欧

米における需要が低迷した結果、受注、売上とも前期を大幅に下回りました。 

船舶関連商品の保守用部品の販売は、廃船や係船が増加したこと等により部品販売や機器

の定期整備が減少し、受注、売上とも前期を下回りました。 

このような状況の中、商船市場向けにジャイロコンパスの追加装備・換装用ユニット

AGI-50/80 及び高速 IP 通信が可能なインマルサット FleetBroadband 携帯移動地球局

TRF-250/500 を市場投入しました。 

この結果、当事業全体として売上高は 10,356 百万円と前期比 2,278 百万円（18.0％）の減

少、営業利益は 673 百万円と前期比 513 百万円（43.3％）の減少となりました。 

 

〔油空圧機器事業〕 

当事業のプラスチック加工機械市場、工作機械・産業機械市場、建設機械市場では、昨年

11 月頃より市況は徐々に回復してきているものの、国内市場の設備投資抑制から依然として

需要は低迷し、受注、売上ともに前期を大幅に下回りました。 

海外市場では、韓国、台湾、中国等アジアにおいて昨年 10 月以降の景気回復基調により需

要が増加した結果、受注は前期を大幅に上回りましたが、売上は前期を下回りました。 

油圧応用装置は、船舶関連以外の市場が設備投資抑制の影響を受けて低調に推移したため
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受注は前期を下回りましたが、売上は前期に受注したバルクキャリア船向けハッチカバー開

閉装置が堅調に推移したため前期を上回りました。 

このような状況の中、油圧ショベル用の新型コントローラー及びモニターを市場投入しま

した。 

この結果、当事業全体として売上高は 8,315 百万円と前期比 3,576 百万円（30.1％）の減

少、営業損失は 553 百万円（前期営業利益 369 百万円）となりました。 

 

〔流体機器事業〕 

当事業の官需市場では、上水道市場においては水質の向上を目指した高度処理設備の導入

や震災対策設備の拡充等が期待されていたものの公共投資が低調に推移したことに加え、農

業用水市場における水管理システムの発注延期等による影響もあり、受注、売上ともに前期

を下回りました。 

民需市場では、接岸速度計の老朽化更新が堅調に推移したこと、河川からの取水管理の強

化に伴い電力会社向けの流量計の需要が増加したことにより、受注、売上ともに前期を上回

りました。 

この結果、当事業全体として売上高は 2,159 百万円と前期比 208 百万円（8.8％）の減少、

営業利益は 269 百万円と前期比 59 百万円（18.1％）の減少となりました。 

 

〔防衛・通信機器事業〕 

当事業の防衛市場では、F-15 主力戦闘機用レーダー警戒装置 APR-4A の電子防御装置改修

事業への参画や対潜哨戒ヘリ SH-60K 用逆探装置 HLR-108C、また、捜索用レーダー装置 FPS-4

の構成品等の需要増により、受注は前期を上回りましたが、F-2 支援戦闘機用 ESM 装置の修

理減や MLRS 多連装発射装置用の部品納入が前期で完了したこと等が影響し、売上は前期を

下回りました。 

海上交通機器市場では、海上保安庁向けレーダー及び VTS 関連装置等の需要が増加し、受

注、売上ともに前期を大幅に上回りました。 

通信機器市場では、国内外における次世代通信のインフラ整備が依然として冷え込んでい

るものの、海上保安庁向けの衛星通信用アンテナスタビライザー等が貢献し、受注は前期を

上回りました。売上については、前述のインフラ整備の低迷により前期を下回りました。 

このような状況の中、海上保安庁向けにポータブルタイプの航空機搭載用 AIS（船舶自動

識別装置）トランスポンダーを市場投入しました。また、マイクロ波加熱装置用の高出力発

振器を開発し、市場投入しました。 

この結果、当事業全体として売上高は 14,432 百万円と前期比 206 百万円（1.4％）の増加、

営業利益は 518 百万円（前期営業損失 639 百万円）となりました。 

 

〔その他の事業〕 

検品機器は、印刷市場や素材市場等、関連業界全般における設備投資抑制の影響を受け、

受注、売上ともに前期を下回りました。 

防災機器は、景気低迷による設備投資抑制の影響から受注は前期を下回りましたが、売上

は前期に受注した案件や、部品・修理工事の拡販に努めたことにより前期を上回りました。 

道路関連機器及びトンネル関連機器等は、道路関連の計測器の需要増や海外トンネル工事

向け機器販売が好調に推移し、また、地方自治体向け地震計用加速度センサーの換装需要が

増加したこと等により、受注、売上ともに前期を大幅に上回りました。 

鉄道機器は、探傷車等の大規模定期修繕の集中による検測・点検等の役務工事及び探傷器

等の検測機器の販売が好調に推移しましたが、大型案件である探傷車の引き合いがなく、受

注、売上ともに前期を下回りました。 
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情報システムの開発業務及び受託計算業務は、景気低迷により需要が大きく減少し、受注、

売上ともに前期を大幅に下回りました。 

この結果、当事業全体として売上高は 3,980 百万円と前期比 448 百万円（10.1％）の減少、

営業利益は 116 百万円と前期比 162 百万円（58.2％）の減少となりました。 

 

次期の見通しにつきましては、流体機器事業が堅調に推移し、油空圧機器事業もアジアを

中心に景気が回復基調にあることから売上の増加が見込めますが、船舶港湾機器事業が海運

市況の低迷により売上が減少する見込みであること、また、防衛・通信機器事業の防衛事業

が一時的に売上の谷間を迎えること等から、全体として売上は 2.1％減少し、38,400 百万円

を予想しております。  

利益につきましては、引き続きトータルコストダウンによる変動費及び固定費の削減に努

めますが、2011 年度からの成長に向けた設備投資や新製品の開発投資、効率化推進に向けた

情報インフラ整備等により費用負担が増加するため、経常利益は 88.0％減の 130 百万円を予

想しております。また、資産除去債務の会計基準が適用されることにより大幅な特別損失を

計上する予定であり、当期純損失は 1,020 百万円を見込んでおります。 

 

（２）財政状態に関する分析 

資産、負債及び純資産の状況 

流動資産は、前期末に比べて 1,326 百万円減少し 36,270 百万円となりました。これは、現

金及び預金が増加したものの、受取手形及び売掛金、棚卸資産が減少したことによるもので

あります。また、固定資産は前期末に比べて 567 百万円減少し 11,508 百万円となりました。

これは、投資有価証券が増加したものの、有形固定資産が減少したことによるものでありま

す。この結果、当連結会計年度末の資産合計は、前期末の資産合計 49,672 百万円から 1,893

百万円減少し 47,778 百万円となりました。 

流動負債は、前期末に比べて 2,581 百万円減少し 17,995 百万円となりました。これは、主

に短期借入金の減少によるものであります。固定負債は、前期末に比べて 39 百万円増加し

9,398 百万円となりました。これは、長期借入金が減少したものの、退職給付引当金が増加

したことによるものであります。この結果、当連結会計年度末の負債合計は前期末の負債合

計 29,935 百万円から 2,542 百万円減少し 27,393 百万円となりました。 

当連結会計年度末の純資産合計は、その他有価証券評価差額金が 286 百万円増加し 20,385

百万円となりました。この結果、自己資本比率は前期末 39.3％から 2.9 ポイント増加し、当

連結会計年度末 42.2％となりました。 

 

キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は 11,876 百万円と

前年同期比 1,044 百万円（9.6％）増加しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要

因は次のとおりです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は 3,797 百万円（前年同期比 1,146 百万円<43.2％>増加）と

なりました。その主な要因は、税金等調整前当期純利益 970 百万円、減価償却費 1,098 百万

円、売上債権の減少 1,093 百万円及びたな卸資産の減少 853 百万円によるものです。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は 527 百万円（前年同期比 289 百万円<35.4％>減少）となり

ました。これは主に、投資有価証券の取得による支出 168 百万円及び固定資産の取得による

支出 438 百万円によるものです。 
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（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は 2,227 百万円（前年同期は 4,120 百万円の獲得）でした。

その主な要因は、短期借入金の純減少 1,600 百万円、長期借入れによる収入 1,000 百万円、

長期借入金の返済による支出 1,363 百万円及び配当金の支払 256 百万円によるものです。 

なお、連結ベースのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりです。 

 平成19年3月期 平成20年3月期 平成21年3月期 平成22年3月期

自己資本比率（％） 38.7 41.5 39.3 42.2 

時価ベースの自己資本比率（％） 52.9 52.7 17.7 21.6 

ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ対有利子負債比率  4.2  6.3  6.2  3.8 

ｲﾝﾀﾚｽﾄ・ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ・ﾚｼｵ（倍） 15.5  8.3 13.1 22.7 

（注） 自 己 資 本 比 率：自己資本／総資産 

 時価ベースの株主資本比率              ：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 ﾊ ﾞ ﾚ ｯ ｼ ﾞ ･ ﾚ ｼ ｵ              ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

１． 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、連結決算日における株価×期末発行済株式数（自己株式控除）に

より算出しております。 

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

シュ・フローを使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されてい

る負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払い

は連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

 

（３）利益処分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は株主に対する利益配当は、企業体質の強化とのバランスを図りながら安定的な配当

を継続して行うことを基本方針としており、当期の配当は前期に引き続き１株あたり３円を

予定しております。内部留保につきましては、引き続き競争優位を継続的に創出する「成長

サイクル」の構築に向けて、研究開発、生産性向上、グローバル戦略の推進等を目的とした

投資に充当してまいります。 

次期の配当につきましては、当期純損失を見込んでおりますが、収益改善に努め１株当た

り３円を実施する予定であります。 

 

２．企業集団の状況 

近の有価証券報告書（平成 21 年６月 29 日提出）における「事業系統図（事業の内容）」

及び「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ております。 
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３．経営方針 

（１）会社の経営の基本方針 

当社グループは、「計測、認識、制御といった人間の感覚の働きをエレクトロニクスをはじ

めとする先端技術で商品化していく事業を核として社会に貢献すること」を経営理念とし、

「常に 高の技術の追求」、「マーケティング志向の強化」、「高品質商品とサービスの提供」、

「人材の育成」、「社会規範に則り、健全で公正な企業活動の推進」、「限りある資源の保全」、

「総合的な企業価値の向上と企業関係者への期待に応える」を経営の指針としております。 

企業の使命として自らの発展だけでなく、社会に貢献する公器として、全社員がその一員

であることを誇りに思えるとともに、社会と顧客から全面的に信頼される質の高い会社を目

指しております。このため、当社グループはコーポレート・ガバナンスを充実させ、内部統

制体制を適正に整備・運用し正しい決算を行い、財務報告の信頼性を確保してまいります。

また、地球環境に負荷をかけるような廃棄物は出さないという基本的な考えのもとに、環境

保全と環境に優しい商品の提供に努めてまいります。 

 

（２）目標とする経営指標 

当社グループは、企業価値を高めるべく「高収益体質の実現とさらなる財務体質の強化」

を目指し、経営指標として自己資本比率及びＤＥレシオの向上を目標に掲げておりますが、

保有株式の市場価格が上昇したこと等により当期の連結自己資本比率は前期と比較して 2.9

ポイント増の 42.2％、ＤＥレシオは前期の 0.83 倍から 0.71 倍となりました。今後につき

ましては、引き続き財務体質の強化に努めるとともに、中長期的な視野に基づいた研究開発

の推進や生産性向上を図り、企業価値の向上に努めてまいります。 

 

（３）会社の対処すべき課題 

今後のわが国経済は、中国をはじめとするアジア諸国への輸出増加等、海外経済の回復を

背景に、景気の持ち直しが期待される一方、先進国を中心とした雇用情勢の一層の悪化や為

替変動、金融不安の影響、国内におけるデフレの進行等、景気を下押しするリスクを含んで

おり、先行きが不透明な状況が続くものと考えられます。 

このような認識の下、当社グループが対処すべき課題は、早期の需要回復が望めない中で

引き続き業務の効率化により変動費・固定費を削減し損益分岐点を下げ、収益の極大化を図

ることで企業基盤を強固なものとすることであります。また、競争優位を継続的に創出して

「成長サイクル」の確立を目指すとともに、外部環境の変化に対しても柔軟に対応できる企

業体質に変革していくことであります。 

これらの課題を達成するため、引き続き徹底したコストダウンを図り、業務の見直し等に

よって経費を抑制して収益力強化に努めてまいります。競争優位の継続的な創出につきまし

ては、成長戦略推進委員会から答申された基本戦略を実行計画に落とし込み、船舶港湾機器

事業、油空圧機器事業、流体機器事業及び防衛・通信機器事業等で「成長サイクル」の構築

を加速させてまいります。また、外部環境の変化に柔軟に対応する企業体質への変革につき

ましては、今期に業務資本提携を締結した流量計製造大手企業との連携により、アジアを中

心とした海外の水市場へ積極的な展開を図ります。さらに国際競争力の強化に向けた営業、

生産、サービスの拠点整備に注力してまいります。一方、周辺領域への事業拡大に向けては、

事業譲受、事業・業務提携、Ｍ＆Ａ等も検討してまいります。 

加えて、ステ－クホルダーから一層の信頼を得るため、コーポレート・ガバナンスを強化

し、財務報告の信頼性確保を含め、企業としての内部統制の充実に努めてまいります。 

なお、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、一切の関係遮断を

目的として毅然とした態度で対応してまいります。 
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

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 10,717 11,881 

受取手形及び売掛金 14,156 13,064 

商品及び製品 1,328 1,124 

仕掛品 5,133 4,584 

原材料及び貯蔵品 4,766 4,666 

繰延税金資産 643 540 

未収入金 469 131 

その他 442 321 

貸倒引当金 △58 △40 

流動資産合計 37,596 36,270 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 12,857 12,860 

減価償却累計額 △10,468 △10,647 

建物及び構築物（純額） 2,389 2,214 

機械装置及び運搬具 14,406 14,440 

減価償却累計額 △12,892 △13,217 

機械装置及び運搬具（純額） 1,515 1,223 

工具、器具及び備品 10,333 10,218 

減価償却累計額 △9,270 △9,480 

工具、器具及び備品（純額） 1,063 737 

土地 1,926 1,926 

建設仮勘定 97 30 

有形固定資産合計 6,990 6,130 

無形固定資産   

のれん 102 53 

ソフトウエア 13 6 

その他 14 29 

無形固定資産合計 129 88 

投資その他の資産   

投資有価証券 1,504 1,999 

長期貸付金 170 163 

繰延税金資産 2,120 2,005 

差入保証金 1,031 1,029 

その他 351 156 

貸倒引当金 △219 △61 

投資その他の資産合計 4,956 5,290 

固定資産合計 12,075 11,508 

資産合計 49,672 47,778 
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（単位：百万円）

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 5,415 5,157 

短期借入金 12,237 10,365 

未払金 340 258 

未払法人税等 167 131 

賞与引当金 874 692 

その他 1,543 1,392 

流動負債合計 20,576 17,995 

固定負債   

長期借入金 4,079 3,988 

繰延税金負債 1 － 

退職給付引当金 5,015 5,115 

役員退職慰労引当金 250 263 

その他 15 32 

固定負債合計 9,359 9,398 

負債合計 29,935 27,393 

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,218 7,218 

資本剰余金 14 14 

利益剰余金 12,368 12,685 

自己株式 △26 △27 

株主資本合計 19,572 19,889 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 93 380 

為替換算調整勘定 △122 △102 

評価・換算差額等合計 △29 278 

少数株主持分 194 218 

純資産合計 19,737 20,385 

負債純資産合計 49,672 47,778 
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（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

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 45,546 39,243 

売上原価 34,427 29,393 

売上総利益 11,119 9,849 

販売費及び一般管理費 9,596 8,827 

営業利益 1,524 1,023 

営業外収益   

受取利息 33 19 

受取配当金 57 36 

生命保険配当金 38 38 

設備賃貸料 10 8 

持分法による投資利益 － 37 

助成金収入 － 46 

その他 102 90 

営業外収益合計 241 274 

営業外費用   

支払利息 178 168 

持分法による投資損失 59 － 

社名変更費用 51 － 

その他 54 48 

営業外費用合計 342 215 

経常利益 1,423 1,082 

特別利益   

固定資産売却益 3 － 

貸倒引当金戻入額 － 11 

保険解約返戻金 24 － 

特別利益合計 26 11 

特別損失   

固定資産除売却損 29 14 

投資有価証券売却損 － 19 

投資有価証券評価損 148 91 

特別損失合計 178 123 

税金等調整前当期純利益 1,272 970 

法人税、住民税及び事業税 558 281 

法人税等調整額 252 88 

法人税等合計 810 368 

少数株主利益 45 28 

当期純利益 417 573 
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

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 7,218 7,218 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 7,218 7,218 

資本剰余金   

前期末残高 14 14 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 14 14 

利益剰余金   

前期末残高 12,377 12,368 

当期変動額   

剰余金の配当 △426 △256 

当期純利益 417 573 

当期変動額合計 △9 318 

当期末残高 12,368 12,685 

自己株式   

前期末残高 △23 △26 

当期変動額   

自己株式の取得 △3 △1 

当期変動額合計 △3 △1 

当期末残高 △26 △27 

株主資本合計   

前期末残高 19,585 19,572 

当期変動額   

剰余金の配当 △426 △256 

当期純利益 417 573 

自己株式の取得 △3 △1 

当期変動額合計 △13 317 

当期末残高 19,572 19,889 
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（単位：百万円）

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 665 93 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △572 286 

当期変動額合計 △572 286 

当期末残高 93 380 

為替換算調整勘定   

前期末残高 39 △122 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △161 21 

当期変動額合計 △161 21 

当期末残高 △122 △102 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 704 △29 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △733 307 

当期変動額合計 △733 307 

当期末残高 △29 278 

少数株主持分   

前期末残高 151 194 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 42 24 

当期変動額合計 42 24 

当期末残高 194 218 

純資産合計   

前期末残高 20,440 19,737 

当期変動額   

剰余金の配当 △426 △256 

当期純利益 417 573 

自己株式の取得 △3 △1 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △691 332 

当期変動額合計 △703 649 

当期末残高 19,737 20,385 
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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 1,272 970 

減価償却費 1,149 1,098 

のれん償却額 45 49 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 166 △176 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △113 100 

賞与引当金の増減額（△は減少） △257 △182 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △45 13 

受取利息及び受取配当金 △91 △55 

支払利息 178 168 

持分法による投資損益（△は益） 59 △37 

投資有価証券売却損益（△は益） － 19 

投資有価証券評価損益（△は益） 148 91 

固定資産除売却損益（△は益） 27 14 

売上債権の増減額（△は増加） 3,740 1,093 

たな卸資産の増減額（△は増加） 52 853 

仕入債務の増減額（△は減少） △1,942 △259 

その他の資産の増減額（△は増加） △37 305 

その他の負債の増減額（△は減少） △490 △19 

その他 25 21 

小計 3,887 4,066 

利息及び配当金の受取額 88 56 

利息の支払額 △203 △167 

法人税等の支払額 △1,121 △158 

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,651 3,797 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △9 △168 

投資有価証券の売却による収入 － 35 

固定資産の取得による支出 △774 △438 

固定資産の売却による収入 6 0 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出 △85 － 

貸付けによる支出 △2 △12 

貸付金の回収による収入 63 21 

その他 △14 35 

投資活動によるキャッシュ・フロー △815 △527 

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） 5,181 △1,600 

長期借入れによる収入 3,350 1,000 

長期借入金の返済による支出 △3,979 △1,363 

リース債務の返済による支出 － △5 

自己株式の取得による支出 △3 △1 

配当金の支払額 △426 △256 

少数株主への配当金の支払額 △3 △3 

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,120 △2,227 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △12 1 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 5,943 1,044 

現金及び現金同等物の期首残高 4,889 10,832 

現金及び現金同等物の期末残高 10,832 11,876 
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(5)継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません 

 

(6)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

１．連結の範囲に関する事項 

連結子会社数………９社（全子会社を連結の範囲に含めております） 

主要な会社名：東京計器アビエーション（株）、東京計器パワーシステム（株）、東京計器カスタマーサービス（株） 

なお、前連結会計年度まで連結子会社であった（株）オズウェブテクノロジーは、平成 21 年７月 31 日付で清

算結了したため、子会社ではなくなりました。 

 

２．持分法の適用に関する事項 

持分法適用の関連会社数………２社 

会社名：TOKIMEC KOREA POWER CONTROL CO.,LTD.、TOKIMEC KOREA HYDRAULICS(Wuxi) CO.,LTD. 

なお、前連結会計年度まで関連会社であった盛岡特機（株）は当社が所有する株式をすべて売却したため、関

連会社ではなくなりました。 

 

３．重要な収益及び費用の計上基準 

（工事契約に係る収益及び費用の計上基準） 

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契約については工事進行基準を

適用し、その他の工事契約については、工事完成基準を適用しております。 

 

（会計方針の変更） 

工事契約に係る収益の計上基準については「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。 

これによる損益に与える影響はありません。 

 

なお、上記以外は最近の有価証券報告書（平成 21 年６月 29 日提出）における記載から重要な変更がないた

め開示を省略します。 

 

(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） 

 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。 

これによる損益に与える影響はありません。 

 

（表示方法の変更） 

<損益計算書関係> 

「助成金収入」は、前連結会計年度まで営業外収益の「その他」に含めて表示しておりましたが、営業外

収益の総額の 100 分の 10 を超えたため区分掲記しました。 

なお、前連結会計年度における「助成金収入」の金額は 18 百万円であります。 

 

(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） （当連結会計年度）  

 １． 有形固定資産の減価償却累計額  32,630 百万円 33,343 百万円  

 ２． 関連会社に対するもの       

    投資有価証券（株式）  198 百万円 202 百万円  
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 （連結損益計算書関係）

　研究開発費の総額

    販売費及び一般管理費及び売上原価に 2,477 百万円 2,381 百万円

    含まれる研究開発費

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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

現金及び預金勘定 10,717 百万円 11,881 百万円

譲渡性預金 120   〃 －   〃

預入期間が３か月を超える定期預金 △  5      〃 △  5       〃

現金及び現金同等物 10,832 百万円 11,876 百万円

(前連結会計年度) (当連結会計年度)

(前連結会計年度) (当連結会計年度)

２.配当に関する事項

(1)配当金支払額

平成21年6月29日256 3
平成21年６月26日

定時株主総会
普通株式

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日決議
配当金の総額
（百万円）

平成21年3月31日

株式の種類

(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

   次のとおり、決議を予定しております。

決議 株式の種類

平成22年６月29日
定時株主総会

普通株式

配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日配当の原資

256 3 平成22年3月31日 平成22年6月30日利益剰余金

（連結株主資本等変動計算書関係）

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 （単位：千株）

（注）普通株式の自己株式の株式数増加5千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

－ 147

自己株式

合　　計 142 5

147

普通株式

合　　計

－ 85,382

発行済株式

当連結会計年度末
株式数

前連結会計年度末
株式数

当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

－

85,382 －

85,382

普通株式　（注） 142 5

－ 85,382

－
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（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） 

（単位  百万円） 

 船舶港湾 油 空 圧    流 体    防衛・通信 その他の 消 去    

 機器事業 機器事業 機器事業 機器事業     事 業    
計 

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 12,634 11,890 2,367 14,227 4,428 45,546 - 45,546
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高  98  92 1 50 1,852 2,093 (2,093) - 

計 12,732 11,983 2,368 14,276 6,279 47,639 (2,093) 45,546

営業費用 11,546 11,613 2,040 14,915 6,001 46,115 (2,093) 44,023
営業利益又は営業損失（△） 1,187   369 328  △639   278 1,524 (  -  ) 1,524

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支出 
 

 

資産 6,107  9,611 1,757 15,682 7,673  40,830 8,841 49,672

  
減価償却費 102  320 15 621 136 1,194 - 1,194

  
資本的支出 148 248  9 267 127 798 - 798

（注） １．事業区分は、製品等の種類の類似性に基づき区分しております。 

 ２．各事業の主な製品等 

 (1)船舶港湾機器事業…… 船舶港湾機器 

 (2)油空圧機器事業……… 産業機械用油圧機器・装置、建機・車両用油圧機器、建機用電子機器、油圧応用装置 

 (3)流体機器事業………… 流体機器 

 (4)防衛・通信機器事業… アビオニックス機器、航空用電子機器、艦艇機器、車両機器、海上交通機器、通信機器 

 (5)その他の事業………… 検品機器、道路関連機器、トンネル関連機器、鉄道用測定機器、防災機器、情報処理業務、

総合リース業、ファクタリング業、荷造・梱包業、保険代理業、不動産の管理ほか 

 ３．当連結会計年度における営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。 

 ４. 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（12,443 百万円）の主なものは、連結財務諸表提出会社での余資運用

資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）等であります。 

 

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） 

（単位  百万円） 

 船舶港湾 油 空 圧    流 体    防衛・通信 その他の 消 去    

 機器事業 機器事業 機器事業 機器事業     事 業    
計 

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 10,356 8,315 2,159 14,432 3,980 39,243 - 39,243
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高  123  57 - 156 1,235 1,571 (1,571) - 

計 10,479 8,372 2,159 14,588 5,215 40,814 (1,571) 39,243

営業費用 9,806 8,926 1,891 14,071 5,098 39,791 (1,571) 38,220
営業利益又は営業損失（△） 673   △553 269  518   116 1,023 (  -  ) 1,023

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支出 
 

 

資産 5,552  8,609 1,550 14,623 7,641  37,975 9,803 47,778

  
減価償却費 99  339 12 580 118 1,147 - 1,147

  
資本的支出 31 63  11 93 64 262 - 262

（注） １．事業区分は、製品等の種類の類似性に基づき区分しております。 

 ２．各事業の主な製品等 

 (1)船舶港湾機器事業…… 船舶港湾機器 

 (2)油空圧機器事業……… 産業機械用油圧機器・装置、建機・車両用油圧機器、建機用電子機器、油圧応用装置 

 (3)流体機器事業………… 流体機器 

 (4)防衛・通信機器事業… アビオニックス機器、航空用電子機器、艦艇機器、車両機器、海上交通機器、通信機器 

 (5)その他の事業………… 検品機器、道路関連機器、トンネル関連機器、鉄道用測定機器、防災機器、情報処理業務、

総合リース業、ファクタリング業、荷造・梱包業、保険代理業、不動産の管理ほか 

 ３．当連結会計年度における営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。 

 ４. 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（12,855 百万円）の主なものは、連結財務諸表提出会社での余資運用

資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）等であります。 
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２．所在地別セグメント情報 

当連結会計年度及び前連結会計年度につきましては、全セグメントに占める本国の割合がいずれも９０％を超え

ているため、記載を省略いたしました。 

 

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） 

（単位  百万円） 

 
アジア 欧州 米州 その他 合計 

  

Ⅰ 海外売上高 5,636   827 1,301  82  7,847 

  

Ⅱ 連結売上高 45,546 

Ⅲ 連結売上高に占める  

海外売上高の割合（％） 12.4 1.8 2.9 0.2  17.2 

（注）   １．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

   ２．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

   ３．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

   (1) アジア ………………… 韓国、中国、シンガポール 

   (2) 欧州 …………………… ノルウェー、トルコ、オランダ 

   (3) 米州 …………………… アメリカ、カナダ 

   (4) その他の地域 ………… ニュージーランド、南アフリカ 

 

 

 

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） 

（単位  百万円） 

 
アジア 欧州 米州 その他 合計 

  

Ⅰ 海外売上高 4,530   433 990 567  6,520 

  

Ⅱ 連結売上高 39,243 

Ⅲ 連結売上高に占める  

海外売上高の割合（％） 11.5 1.1 2.5 1.4  16.6 

（注）   １．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

   ２．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

   ３．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

   (1) アジア ………………… 中国、韓国、台湾 

   (2) 欧州 …………………… トルコ、ギリシャ、オランダ 

   (3) 米州 …………………… アメリカ、カナダ 

   (4) その他の地域 ………… ニュージーランド、南アフリカ 
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（退職給付関係） 
（単位  百万円） 

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 
１．退職給付制度の概要 

連結財務諸表提出会社は適格退職年金制度を、国内

連結子会社は主に退職一時金制度を設けておりま

す。また、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、海外連結子会社は確定

拠出型年金制度を設けております。 

 

２．退職給付債務に関する事項 

退 職 給 付 債 務                  △12,359 

年 金 資 産 残 高                       4,677 

会計基準変更時差異の未処理額          754 

未 認 識 数 理 計 算 上 の 差 異                     1,914 

退職給付引当金                 △5,015 

 

３．退職給付費用に関する事項 

勤 務 費 用                        575 

利 息 費 用                        277 

期 待 運 用 収 益                      △46 

会計基準変更時差異処理額                        754 

数理計算上の差異の費用処理額          237 

退職給付費用合計     1,797 

 

４．退職給付債務等の基礎率等に関する事項 

期間配分方法 期間定額基準 

割 引 率         2.3% 

期待運用収益率  1.0% 

数理計算上の差異は、発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定年数（10 年）による定率法により、

翌連結会計年度から費用処理しております。 

会計基準変更時差異の処理年数は10年としておりま

す。 

１．退職給付制度の概要 

 

同左 

 

 

 

 

２．退職給付債務に関する事項 

退 職 給 付 債 務                  △12,183 

年 金 資 産 残 高                       6,219 

会計基準変更時差異の未処理額           － 

未 認 識 数 理 計 算 上 の 差 異                       849 

退職給付引当金                 △5,115 

 

３．退職給付費用に関する事項 

勤 務 費 用                        576 

利 息 費 用                        276 

期 待 運 用 収 益                        － 

会計基準変更時差異処理額                        754 

数理計算上の差異の費用処理額          394 

退職給付費用合計     1,999 

 

４．退職給付債務等の基礎率等に関する事項 

期間配分方法 期間定額基準 

割 引 率         2.3% 

期待運用収益率  0.0% 

数理計算上の差異は、発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定年数（10 年）による定率法により、

翌連結会計年度から費用処理しております。 

会計基準変更時差異の処理年数は10年としておりま

す。 
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（１株当たり情報） 

 

項目 

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 229.27 円 236.61 円

 １株当たり当期純利益 4.89 円  6.73 円

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 
潜在株式がないため記載してお

りません。 
同左 

    

（注）１ １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎  

項目 

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（百万円） 417   573

 普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ―

 普通株式に係る当期純利益（百万円） 417   573

 普通株式の期中平均株式数（千株） 85,247 85,237

    

（注）２ １株当たり純資産額の算定上の基礎  

項目 

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 

 純資産の部の合計額（百万円） 19,737 20,385

 
純資産の部の合計額から控除する金額 

（百万円） 
194 218

 （うち少数株主持分） (194) (218)

 
普通株式に係る期末の純資産額 

（百万円） 
19,543 20,167

 
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（千株） 
85,240 85,235

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 

 

（開示の省略） 

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

ます。 

東京計器㈱　(7721) 平成22年３月期　決算短信

- 19 -



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

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 8,219 8,640 

受取手形 3,482 2,990 

売掛金 9,628 9,012 

商品及び製品 1,127 894 

仕掛品 4,771 4,361 

原材料及び貯蔵品 4,460 4,402 

前渡金 140 23 

前払費用 97 230 

繰延税金資産 393 348 

関係会社短期貸付金 146 30 

未収入金 567 153 

その他 142 146 

貸倒引当金 △10 △8 

流動資産合計 33,162 31,222 

固定資産   

有形固定資産   

建物 11,852 11,855 

減価償却累計額 △9,597 △9,756 

建物（純額） 2,255 2,099 

構築物 804 804 

減価償却累計額 △721 △733 

構築物（純額） 83 71 

機械及び装置 13,281 13,317 

減価償却累計額 △11,994 △12,270 

機械及び装置（純額） 1,287 1,047 

車両運搬具 50 50 

減価償却累計額 △46 △48 

車両運搬具（純額） 3 2 

工具、器具及び備品 8,180 8,141 

減価償却累計額 △7,627 △7,758 

工具、器具及び備品（純額） 553 382 

土地 1,871 1,871 

リース資産 34 34 

減価償却累計額 △2 △9 

リース資産（純額） 31 24 

建設仮勘定 97 30 

有形固定資産合計 6,181 5,527 

無形固定資産   

のれん 33 － 

その他 9 7 

無形固定資産合計 41 7 

投資その他の資産   

投資有価証券 1,281 1,777 

関係会社株式 669 659 

関係会社長期貸付金 182 150 

破産更生債権等 5 6 

長期前払費用 49 42 

差入保証金 1,023 1,017 
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（単位：百万円）

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) 

繰延税金資産 1,985 1,864 

その他 46 46 

貸倒引当金 △45 △45 

投資その他の資産合計 5,196 5,516 

固定資産合計 11,418 11,050 

資産合計 44,580 42,272 

負債の部   

流動負債   

支払手形 904 674 

買掛金 5,510 5,329 

短期借入金 11,431 9,559 

リース債務 8 7 

未払金 272 262 

未払費用 1,300 1,183 

未払法人税等 17 33 

前受金 97 102 

預り金 192 190 

賞与引当金 749 590 

その他 16 8 

流動負債合計 20,496 17,937 

固定負債   

長期借入金 2,779 2,688 

リース債務 29 20 

退職給付引当金 4,668 4,757 

役員退職慰労引当金 157 160 

固定負債合計 7,632 7,625 

負債合計 28,128 25,563 

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,218 7,218 

利益剰余金   

利益準備金 145 171 

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 9,027 8,972 

利益剰余金合計 9,172 9,142 

自己株式 △26 △27 

株主資本合計 16,364 16,333 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 89 376 

評価・換算差額等合計 89 376 

純資産合計 16,453 16,709 

負債純資産合計 44,580 42,272 
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（２）損益計算書 

（単位：百万円）

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   

製品売上高 37,742 32,561 

商品売上高 2,367 1,321 

売上高合計 40,109 33,882 

売上原価   

製品期首たな卸高 595 538 

商品期首たな卸高 112 28 

当期製品製造原価 29,637 25,512 

当期商品仕入高 1,882 1,126 

合計 32,225 27,205 

製品期末たな卸高 538 404 

商品期末たな卸高 28 60 

合計 566 464 

売上原価合計 31,659 26,741 

売上総利益 8,449 7,141 

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 579 429 

販売手数料 386 362 

特許権使用料 156 97 

役員報酬 150 116 

退職給付費用 518 571 

賞与引当金繰入額 366 238 

役員退職慰労引当金繰入額 57 36 

給料及び賃金 1,306 1,244 

福利厚生費 77 90 

旅費及び交通費 283 240 

賃借料 370 360 

事務委託費 697 330 

減価償却費 46 46 

研究開発費 2,050 2,192 

その他 1,035 912 

販売費及び一般管理費合計 8,076 7,263 

営業利益又は営業損失（△） 373 △122 

営業外収益   

受取利息 38 22 

受取配当金 196 199 

設備賃貸料 486 470 

その他 210 219 

営業外収益合計 930 911 
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（単位：百万円）

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) 

営業外費用   

支払利息 172 158 

設備賃貸費用 246 227 

その他 70 25 

営業外費用合計 488 411 

経常利益 815 378 

特別利益   

固定資産売却益 2 － 

投資有価証券売却益 － 25 

貸倒引当金戻入額 17 2 

特別利益合計 19 27 

特別損失   

固定資産除売却損 22 8 

投資有価証券評価損 147 91 

関係会社株式評価損 54 － 

特別損失合計 223 99 

税引前当期純利益 611 307 

法人税、住民税及び事業税 130 47 

法人税等調整額 234 34 

法人税等合計 364 81 

当期純利益 247 226 
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

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 7,218 7,218 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 7,218 7,218 

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 102 145 

当期変動額   

利益準備金の積立 43 26 

当期変動額合計 43 26 

当期末残高 145 171 

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 9,249 9,027 

当期変動額   

利益準備金の積立 △43 △26 

剰余金の配当 △426 △256 

当期純利益 247 226 

当期変動額合計 △221 △56 

当期末残高 9,027 8,972 

利益剰余金合計   

前期末残高 9,351 9,172 

当期変動額   

利益準備金の積立 － － 

剰余金の配当 △426 △256 

当期純利益 247 226 

当期変動額合計 △179 △30 

当期末残高 9,172 9,142 

自己株式   

前期末残高 △23 △26 

当期変動額   

自己株式の取得 △3 △1 

当期変動額合計 △3 △1 

当期末残高 △26 △27 

株主資本合計   

前期末残高 16,546 16,364 

当期変動額   

剰余金の配当 △426 △256 

当期純利益 247 226 

自己株式の取得 △3 △1 

当期変動額合計 △182 △31 

当期末残高 16,364 16,333 
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（単位：百万円）

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) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 653 89 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △564 287 

当期変動額合計 △564 287 

当期末残高 89 376 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 653 89 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △564 287 

当期変動額合計 △564 287 

当期末残高 89 376 

純資産合計   

前期末残高 17,199 16,453 

当期変動額   

剰余金の配当 △426 △256 

当期純利益 247 226 

自己株式の取得 △3 △1 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △564 287 

当期変動額合計 △746 256 

当期末残高 16,453 16,709 
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(4)継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません 

 

 

役  員  の  異  動  等（平成２２年６月２９日付予定） 

 

 

１．新任取締役候補 

   取締役（非常勤）             水谷 久和 

                        （三菱重工業（株） 執行役員） 

 

２．退任取締役 

   取締役（非常勤）             川井 昭陽 

         

 

（注）新任取締役候補 水谷 久和氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役の候補者であり、株式会社東

京証券取引所が一般株主保護のため確保することを義務づけている独立役員の候補者であります。 

 

以 上 
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