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（１）経営成績に関する分析

１．当期の概況                            
① 業績全般の概況                            
当期におけるわが国経済は、一昨年の米国に端を発した世界的な景気後退に伴う消費低迷に対し、政府に

よるエコ減税など景気の下支えはありますものの、雇用環境や個人消費は以前の水準までには回復しており

ません。海外の景況は、中国では引き続き拡大傾向にありますが、米国や欧州は景気の停滞が続いています。

楽器業界については、国内市場や欧米市場においては前期の需要落ち込みから回復しておらず、中国市場

においても需要は横ばいの状況にあります。

このような経営環境のもと、当社グループは、①経営構造の革新、②持続可能な成長、③恒常的な利益確

保を基本方針とした「第２次中期経営計画」（平成１９年４月～平成２２年３月）の遂行に取り組みました。

同計画の最終年度に当たる当期は、楽器事業においては前期に引き続き最高級グランドピアノ「Shigeru 
Kawai」シリーズをはじめとした高付加価値製品の拡販による市場競争力の向上、教育関連事業においては
収益力の確保、素材加工事業においては受注拡大とコスト削減に取り組みました。

当期の売上高は、楽器事業における販売の減少や素材加工事業における素材単価の下落により 56,057百
万円、前期比 5,536百万円（9.0％）の減少となりました。このうち国内売上高は 41,456百万円、前期比 2,170
百万円（5.0％）の減少となり、海外売上高は円高の影響もあり 14,601百万円、前期比 3,366百万円（18.7％）
の減少となりました。

損益面につきましては、人件費を含むあらゆる経費の削減を強力に推進するとともに、教育関連事業にお

ける教室運営効率の改善などにより、営業利益は 2,100 百万円（前期比 1,426 百万円増益）となり、前期
に比べ為替の動向が想定される範囲内で推移したことにより、経常利益は 1,929 百万円（前期比 2,075 百
万円増益）となり、当期純利益は 1,319百万円（前期比 2,103百万円増益）となりました。
また、総資産は 37,911 百万円（前期比 933 百万円増）、有利子負債は 7,580 百万円（前期比 840 百万

円減）となりました。

 

 

② 事業の種類別セグメントの概況                 
１．楽器事業 

当セグメントのうち、国内販売におきましては、ピアノは高付加価値製品の拡販に取り組みましたが市場

悪化により減少しました。電子ピアノは木製鍵盤を搭載した新モデルや家電量販店における普及価格帯モデ

ルが好調に推移したため増加しました。

海外販売におきましては、ピアノは中国市場での販売はブランド浸透により順調に増加しましたが、欧米

市場における需要が低迷したため全体では減少しました。電子ピアノ、電子オルガンも景気悪化の影響を受

け減少しました。

この結果、当セグメントの売上高は 25,294 百万円（前期比 4,038 百万円 13.8％減）となりましたが、
損益面につきましては、原価低減や経費圧縮により、営業利益は 270百万円（前期比 75百万円増益）とな
りました。

 

２．教育関連事業 

当セグメントのうち、音楽教室事業は幼稚園や保育園への教室新設による教室生徒数の充足率向上に取り

組みましたが、既存教室の生徒数減少をカバーできませんでした。体育事業は介護予防教室を中心に健康増

進事業が拡大しました。当セグメントの売上高は 18,140百万円（前期比 1,119百万円 5.8％減）となりま
したが、損益面につきましては、生徒募集方法の効率化を図るとともに経費圧縮に努めた結果、営業利益は

1,401百万円（前期比 703百万円増益）となりました。
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３．素材加工事業 

当セグメントは、電子電気部品用の金属材料加工、自動車部品用の材料加工、防音室・音響部材の生産販

売等が主な内容です。期の後半には受注量は回復しましたが、金属事業における素材単価の下落により、当

セグメントの売上高は 9,366百万円（前期比 887百万円 8.7％減）となりました。損益面につきましては、
原価低減や経費圧縮により、営業利益は 689百万円（前期比 406百万円増益）となりました。

４．情報関連事業

当セグメントは、ＯＡ機器の販売・保守およびコンピュータソフトウェアの販売等が主な内容です。大型

受注の獲得により、売上高は 3,015百万円（前期比 568百万円 23.2％増）となり、営業損失は 11百万円
（前期比 115百万円改善）となりました。

５．その他の事業

当セグメントは、金融関連事業、保険代理店等の事業で構成されております。金融関連子会社におけるリ

ース取扱量の減少等により、売上高は 240百万円（前期比 60百万円 20.0％減）、営業損失は 2百万円（前
期比 22百万円の改善）となりました。

 

 

③ 所在地別セグメントの概況

１．日本

売上高は、素材加工事業の受注高減少や楽器事業の市場悪化があり 45,877百万円（前期比 3,504百万円
7.1%減）となりましたが、経費圧縮により営業利益は 2,030百万円（前期比 2,066百万円増益）となりま
した。

２．北米

売上高は、米国市場の低迷により 4,170百万円（前期比 1,976百万円 32.2%減）となり、営業利益は 140
百万円（前期比 133百万円減益）となりました。

３．欧州

売上高は、円高ユーロ安により 2,542百万円（前期比 225百万円 8.1%減）となり、営業利益は 91百万
円（前期比 109百万円減益）となりました。

４．その他

売上高は、中国市場でのピアノ販売が大きく寄与し 3,468百万円（前期比 170百万円 5.2%増）となり、
営業利益は 405百万円（前期比 77百万円増益）となりました。
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２．次期の見通し                            
楽器業界におきましては、国内市場は引き続き消費の二極化が進み、高付加価値ピアノの需要は一定のボ

リュームを維持し、家電量販店や楽器量販店における電子ピアノは堅調に推移するものとみられます。一方、

海外市場は北米や欧州では一時期の厳しい状況からは脱するものとみられ、中国や新興国では緩やかに拡大

するものとみられます。

このような状況下、当社グループは新たに策定した「第３次中期経営計画」に則した施策を遂行してまい

ります。

平成２３年３月期の事業セグメント別の見通しは、次のとおりであります。

楽器事業は国内においては、最高級グランドピアノ「Shigeru Kawai」シリーズを中心とした高付加価値
製品の拡販に取り組む一方、海外では、当社ブランドへの評価が高まっている中国市場に力を入れてまいり

ます。当セグメントの売上高は増加する見込みでありますが、円高を想定しており営業利益は減少する見通

しです。教育関連事業においては、音楽教室の新設投資や健康増進事業の拡大を図ってまいりますが、既存

教室の生徒数減少により、売上高、営業利益とも減少する見通しです。素材加工事業は受注が堅調に推移す

ることが想定されるため、売上高は増加しますが、設備増強に伴う償却費負担もあり営業利益は減少する見

通しです。情報関連事業およびその他の事業はほぼ横ばいとなる見通しです。

以上により平成２３年３月期の連結決算は、売上高 59,000 百万円、営業利益 1,700 百万円、経常利益
1,500百万円、当期純利益は 800百万円を見通しております。

 

※ 上記業績予想は、当社グループが現時点で合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際

の業績は予想と大きく異なることがあります。その要因のうち、主なものは以下の通りです。 

 

・主要市場（日本・欧米・中国）の政治及び経済状況の著しい変化 

・主要市場における製品需要の急激な変動 

・為替相場の大幅な変動 

 

（２）財政状態に関する分析

①資産、負債、純資産の状況 

当期末の資産合計は、売掛金の増加や現金及び預金の増加などにより 37,911百万円（前期末比 933百万
円増加）となりました。負債合計は、短期借入金の減少などがあり 25,355百万円（前期末比 607百万円減
少）となりました。

純資産合計は、12,555百万円（前期末比 1,539百万円増加）となりました。

②当期の連結キャッシュ・フローの状況

１．営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の減少 1,177百万円等があり、得られた資金は
4,771百万円（前期比 3,806百万円増加）となりました。

２．投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出 2,306百万円等があり、使
用した資金は 1,702百万円（前期比 1,319百万円減少）となりました。

３．財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入 2,200百万円等がありましたが、長・
短期借入金の返済による支出 2,832百万円等があり、使用した資金は 1,574百万円（前期比 916百
万円減少）となりました。

 

以上の結果、現金及び現金同等物の期首からの増加額は、換算差額 46百万円を含め 1,541百万円とな
り、現金及び現金同等物の期末残高は 6,103百万円となりました。 
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キャッシュ・フロー関連指標の推移 

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 32.3% 34.3% 29.8% 33.1% 

時価ベースの

自己資本比率
58.2% 31.5% 16.9% 46.7% 

キャッシュ・フロー

対有利子負債比率
1.8 年 3.1 年 8.7 年 1.6 年 

インタレスト・

カバレッジ・レシオ
17.2 9.2 4.0 20.3 

（注）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います。

・自己資本比率 ：自己資本／総資産

・時価ベースの自己資本比率 ：株式時価総額／総資産

・キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ：有利子負債／キャッシュ・フロー

・インタレスト・カバレッジ・レシオ ：キャッシュ・フロー／利払い

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。

（注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。

（注４）有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての

    負債を対象としています。

（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、今後の経営環境ならびに事業展開を考慮し、経営基盤の安定化に向けた内部留保を確保しつつ、

株主各位への安定的な配当を行うことを基本方針としております。

 剰余金の配当については、中間配当制度を設けておりますが、経営基盤の安定化を考慮し、現在は期末

配当のみの年１回を基本方針としております。剰余金の配当の決定機関については、株主総会の決議とと

もに取締役会の決議によっても行なうことができる旨を定款で定めておりますが、期末配当金については

定時株主総会の決議により決定することを原則としています。

当期につきましては、1株当たりの期末配当金 2円 50銭を実施いたします。
次期の配当金につきましても、1株当たりの期末配当金 2円 50銭を予定しています。

（４）事業等のリスク

 最近の有価証券報告書（平成２１年６月２９日提出）における「第２【事業の状況】の４【事業等のリ

スク】」から重要な変更がないため、記載を省略しております。

 最近の有価証券報告書（平成２１年６月２９日提出）における「第１【企業の概況】の３【事業の内容】

および４【関係会社の状況】」から重要な変更がないため、記載を省略しております。
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（１）会社の経営の基本方針

当社グループは、「快適で豊かな生活環境の創造」・「お客様の満足を第一とした商品・サービスの提供」・

「新しい時代に向けた企業活動の推進」・「社員を大切にし、明るい企業をめざす」を経営の理念としてお

ります。この経営の理念のもと、当社グループは、ピアノをはじめとする楽器あるいは音楽教育等を通じ

感動を皆様に広げ、快適な生活環境の創造に貢献することを使命としています。

そのため、「世界一のピアノづくりをめざして」という目標のもと、重点事業への経営資源の集中を図り、

高品質で特長ある新製品の開発とともに原価の低減、経費の削減、資産の圧縮等経営効率化諸施策の徹底

により経営基盤の整備・強化を進めて業績の向上に努め、株主各位のご期待にお応えする事を経営の基本

方針としております。

（２）目標とする経営指標 

当社グループは、平成２２年４月から平成２５年３月までの３年間を期間とし、「成長市場へ向けたチャ

レンジ」・「基盤事業の構造改革による収益性向上」を基本方針とする「第３次中期経営計画」における経

営指標の達成をめざしてまいります。最終年度である平成２５年３月期の連結業績数値として、売上高 640
億円、営業利益 25億円を目標としています。

（３）中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題

《第 3次中期経営計画（平成２３年３月期～平成２５年３月期）の概要》
第 3次中期経営計画では、長期的に会社のめざす方向性を明確にし、将来を見据えた事業基盤づくり

を行うとともに、持続的成長のための構造改革に取り組んでまいります。

１．長期ビジョン

・限りある資源を有効活用し、地球にやさしいものづくりをめざす

・幼児から高齢者まで、心の豊かさと体の健康づくりを支援

・グローバルブランドの確立をめざす

２．基本方針

（1） 成長市場へ向けたチャレンジ
・成長する中国市場に対し、当社総合力を発揮

・高齢化社会に向けた健康増進事業の拡大

・自動車ＣＶＴ向け金属加工など環境対策関連部品加工の拡大

（2） 基盤事業の構造改革による収益性向上
・楽器国内販売の構造改革

・楽器生産体制の全体最適化

・教育ソフトの充実と、教育・サービス事業の効率化

３．７つの重点戦略

当計画を遂行するため、下記 7項目について重点的に取り組んでまいります。
（1） グローバルブランドの確立
 ピアノ高付加価値モデルの世界市場での拡販と、ブランド力向上のための基盤整備。

  ①最高級グランドピアノ「Shigeru Kawai」シリーズの拡販
  ②ピアノづくりの将来を見据えた生産・開発体制の整備
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（2） 中国市場で総合力を発揮
 成長が続く中国市場における、楽器需要創造から生産、販売、サービス体制までの強化。

  ①ブランド力を背景にした、学校向け楽器販売の強化

  ②普及価格帯モデルの増強による、幅広い層への拡販

  ③都市部を中心とした音楽教室展開の加速

  ④アフターサービス体制の充実

（3） 国内市場の効率的販売体制構築
 都市部へ経営資源を集中させ、市場縮小に対応した国内販売体制を構築。

  ①店舗を核とした販売活動の展開

  ②音楽教室との相乗効果を生かした販売の効率化

  ③IT（CRM・インターネット等）の効果的活用
（4） ピアノ世界販売の拡大
 市場別販売・製品戦略の策定による、ピアノ世界市場での拡販。

  ①成熟市場での販売量回復

  ②成長市場での量的拡大

  ③新興市場の開拓強化

（5） さらに魅力ある音楽教室をめざす
 都市部の人口集中エリアへの音楽教室の新設加速による、生徒数の増加。

  ①都市部を中心とした教室の新設

  ②魅力ある音楽教育システムの構築

（6） 全年齢の健康づくり支援事業拡大
 全年齢層に向けた健康増進事業の、全国市町村を対象とした推進。

  ①介護予防事業の拡大

  ②特定保健指導事業の推進

  ③カワイ体育教室のコース新設・拡充

（7） 金属事業の生産体制強化
 市場拡大が見込まれる環境関連部品金属加工の生産体制のさらなる強化。

  ①浜松新工場の設備投資効果の発揮

  ②QCDの向上による、技術競争力の確保
  ③半導体・自動車に次ぐ第３の柱の構築
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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 5,265 6,354

受取手形及び売掛金 3,634 4,877

有価証券 50 160

商品及び製品 4,031 3,289

仕掛品 1,349 1,262

原材料及び貯蔵品 1,577 1,341

繰延税金資産 19 37

その他 1,107 1,154

貸倒引当金 △270 △281

流動資産合計 16,764 18,195

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 13,746 14,566

減価償却累計額 △8,577 △8,979

建物及び構築物（純額） 5,168 5,586

機械装置及び運搬具 9,494 9,660

減価償却累計額 △7,330 △7,739

機械装置及び運搬具（純額） 2,163 1,921

土地 6,029 6,034

建設仮勘定 564 623

その他 5,587 5,566

減価償却累計額 △4,476 △4,639

その他（純額） 1,111 926

有形固定資産合計 15,037 15,093

無形固定資産   

ソフトウエア 1,105 818

その他 313 393

無形固定資産合計 1,419 1,211

投資その他の資産   

投資有価証券 1,149 985

繰延税金資産 543 597

その他 2,192 1,949

貸倒引当金 △128 △121

投資その他の資産合計 3,756 3,410

固定資産合計 20,213 19,715

資産合計 36,978 37,911
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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 2,464 3,672

短期借入金 4,474 3,660

1年内償還予定の社債 225 225

未払金 2,245 1,590

未払法人税等 225 381

賞与引当金 876 866

製品保証引当金 50 51

拠点統合引当金 110 53

その他 3,102 2,245

流動負債合計 13,775 12,748

固定負債   

社債 337 112

長期借入金 3,383 3,582

繰延税金負債 29 29

退職給付引当金 7,209 7,967

環境対策引当金 － 44

その他 1,227 870

固定負債合計 12,187 12,607

負債合計 25,962 25,355

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,609 6,609

資本剰余金 744 744

利益剰余金 5,016 6,207

自己株式 △13 △13

株主資本合計 12,358 13,548

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 155 150

為替換算調整勘定 △1,497 △1,143

評価・換算差額等合計 △1,341 △992

純資産合計 11,016 12,555

負債純資産合計 36,978 37,911
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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 61,593 56,057

売上原価 46,044 41,864

割賦販売未実現利益戻入額 0 0

売上総利益 15,549 14,193

販売費及び一般管理費   

運送費及び保管費 1,457 1,147

貸倒引当金繰入額 35 47

給料手当及び賞与 6,125 4,925

賞与引当金繰入額 389 409

退職給付引当金繰入額 518 486

その他 6,349 5,076

販売費及び一般管理費合計 14,875 12,093

営業利益 674 2,100

営業外収益   

受取利息 35 23

固定資産賃貸料 70 59

持分法による投資利益 36 20

為替差益 － 41

その他 199 160

営業外収益合計 341 307

営業外費用   

支払利息 239 235

売上割引 56 59

たな卸資産廃棄損 71 52

為替差損 614 －

その他 179 130

営業外費用合計 1,161 478

経常利益又は経常損失（△） △146 1,929
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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) 

特別利益   

土地売却益 1,197 －

補助金収入 － 100

貸倒引当金戻入額 48 24

その他 3 2

特別利益合計 1,249 126

特別損失   

固定資産除却損 61 13

固定資産売却損 0 －

過年度付加価値税等 － 318

環境対策引当金繰入額 － 44

減損損失 － 25

拠点統合費用 110 －

その他 3 －

特別損失合計 175 401

税金等調整前当期純利益 928 1,654

法人税、住民税及び事業税 251 401

法人税等調整額 1,461 △65

法人税等合計 1,713 335

当期純利益又は当期純損失（△） △784 1,319
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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 6,609 6,609

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,609 6,609

資本剰余金   

前期末残高 744 744

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 744 744

利益剰余金   

前期末残高 6,250 5,016

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △21 －

当期変動額   

剰余金の配当 △427 △128

当期純利益又は当期純損失（△） △784 1,319

当期変動額合計 △1,212 1,190

当期末残高 5,016 6,207

自己株式   

前期末残高 △12 △13

当期変動額   

自己株式の取得 △1 △0

当期変動額合計 △1 △0

当期末残高 △13 △13

株主資本合計   

前期末残高 13,593 12,358

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △21 －

当期変動額   

剰余金の配当 △427 △128

当期純利益又は当期純損失（△） △784 1,319

自己株式の取得 △1 △0

当期変動額合計 △1,213 1,190

当期末残高 12,358 13,548
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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 273 155

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △117 △5

当期変動額合計 △117 △5

当期末残高 155 150

為替換算調整勘定   

前期末残高 185 △1,497

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,682 354

当期変動額合計 △1,682 354

当期末残高 △1,497 △1,143

評価・換算差額等合計   

前期末残高 458 △1,341

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,800 349

当期変動額合計 △1,800 349

当期末残高 △1,341 △992

純資産合計   

前期末残高 14,051 11,016

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △21 －

当期変動額   

剰余金の配当 △427 △128

当期純利益又は当期純損失（△） △784 1,319

自己株式の取得 △1 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,800 349

当期変動額合計 △3,013 1,539

当期末残高 11,016 12,555
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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 928 1,654

減価償却費 1,778 1,808

減損損失 － 25

長期前払費用償却額 22 23

貸倒引当金の増減額（△は減少） △320 △2

退職給付引当金の増減額（△は減少） △115 758

拠点統合引当金の増減額（△は減少） 110 △56

環境対策引当金の増減額（△は減少） － 44

受取利息及び受取配当金 △45 △32

支払利息 240 235

持分法による投資損益（△は益） △36 △20

土地売却損益（△は益） △1,197 －

固定資産除却損 61 13

投資有価証券売却損益（△は益） △0 －

投資有価証券評価損益（△は益） 3 －

過年度付加価値税等 － 318

売上債権の増減額（△は増加） 1,740 △1,241

たな卸資産の増減額（△は増加） △332 1,177

仕入債務の増減額（△は減少） △1,910 1,241

未払退職金の増減額(△は減少) 1,034 △1,032

その他 △508 110

小計 1,451 5,024

法人税等の支払額 △486 △252

営業活動によるキャッシュ・フロー 965 4,771

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） △440 474

有価証券の売却による収入 － 50

有形固定資産の取得による支出 △1,501 △2,306

有形固定資産の売却による収入 1,501 19

投資有価証券の取得による支出 △3 △12

投資有価証券の売却による収入 0 0

利息及び配当金の受取額 53 32

長期前払費用の取得による支出 △33 △6

その他 39 47

投資活動によるキャッシュ・フロー △383 △1,702
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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) 

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） 765 △1,312

リース債務の返済による支出 △106 △81

長期借入れによる収入 1,700 2,200

長期借入金の返済による支出 △1,871 △1,520

社債の償還による支出 △225 △225

配当金の支払額 △431 △127

自己株式の取得による支出 △1 △0

利息の支払額 △238 △235

設備関係割賦債務の返済による支出 △250 △271

財務活動によるキャッシュ・フロー △658 △1,574

現金及び現金同等物に係る換算差額 △174 46

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △252 1,541

現金及び現金同等物の期首残高 4,814 4,562

現金及び現金同等物の期末残高 4,562 6,103
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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 17 社 

 カワイアメリカコーポレーション，カワイ精密金属株式会社， 

 株式会社カワイビジネスソフトウエア，株式会社カワイハイパーウッド 他 13社

新規････なし  除外････なし 

非連結子会社  4 社 

 カワイ UK Ltd. 他 3 社 

 非連結子会社はいずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持

分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結財務諸

表に重要な影響を及ぼしておりません｡ 

新規････なし  除外････なし 

 

2. 持分法の適用に関する事項 

非連結子会社 4 社に対する投資については、すべて持分法を適用しております。 

 

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社のうち、カワイアメリカコーポレーション他、在外連結子会社 8 社の決算日は 12 月 31 日であり

ます。連結財務諸表の作成にあたっては、同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な

取引については連結上必要な調整を行っております。 

 

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 満期保有目的の債券 

償却原価法(定額法) 

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、売却原価は総平均法により算定) 

時価のないもの 

総平均法に基づく原価法 

②デリバティブ 原則として時価法 

③たな卸資産 主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法） 

なお、在外連結子会社は低価法 

 

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） 

主として定率法 

在外連結子会社は定額法 

平成10年 4月 1日以降に取得した国内の建物(建物附属設備を除く)については

定額法 

取得価額が 10 万円以上 20万円未満の国内の資産については 3年均等償却 

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   3～50年 

 機械装置及び運搬具 2～15 年 
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②無形固定資産 定額法 

なお、自社利用のソフトウェアについては、見込利用可能期間（主として５年）

に基づく定額法 

③リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法 

 

3) 重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 債権の貸倒れに備えて、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して

おります｡ 

②賞与引当金 従業員に対する賞与の支給に備えて、支給見積額のうち当期負担すべき額を計

上しております｡ 

③製品保証引当金 将来的な製品保証対応に備えて、ピアノ及び電子楽器の保証費用見積額を計上

しております。 

④拠点統合引当金 国内の事務所・教場等の統廃合の実施に伴い発生することが見込まれる損失に

備えるため、当期末において合理的に見積もられる額を計上しております。 

⑤退職給付引当金 

 

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の

見込額に基づき計上しております。 

過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10

年）による定額法により按分した額を発生した決算期から費用処理することと

しております。 

数理計算上の差異は、各期の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の

年数(８～10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌期から費用

処理することとしております。 

なお、カワイアメリカコーポレーションは確定拠出型退職年金制度であります。

⑥環境対策引当金 環境対策を目的とした支出に備えるため、当期末において合理的に見積もられ

る額を計上しております。 

（追加情報） 

PCB廃棄物の処理に係る費用の見積りが可能となったことに伴い、当期より環境

対策引当金を計上することといたしました。この結果、当期の税金等調整前当

期純利益が44百万円減少しております。 

 

4) 重要な外貨建の資産又は負債等の本邦通貨への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し

ております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、当該会社の決算日の直物為替相場により円貨に換

算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整

勘定に含めております。 

 

5) 重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

原則として繰延ヘッジ処理によることとしております。なお、外貨建金銭債権のうち、為替予約に

ついては振当処理の要件を満たしているので振当処理を行っており、金利スワップ取引については

特例処理の要件を満たしているので特例処理によっております。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段    為替予約、金利スワップ 

ヘッジ対象    外貨建金銭債権、借入金 

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を行い、また、借入金の金利変動リ

スクを回避する目的で金利スワップを行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行っておりま

す。 
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④ ヘッジ有効性評価の方法 

為替予約については、当該ヘッジ対象におけるキャッシュ・フローの固定化をするものであり、金

利スワップについては、ヘッジ手段の想定元本とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、か

つヘッジ開始時及びその後も継続して、金利変動を相殺するものと想定することができるため、ヘ

ッジの有効性の判定は省略しております。 

 

6) 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 

① 消費税等の会計処理は税抜方式によっております。 

② 連結納税制度を適用しております。 

 

5. 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

全面時価評価法によっております。 

 

6. 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以

内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 

 

 

（７）連結財務諸表に関する注記事項 

 

 

（連結貸借対照表関係） 

 前期 

（平成 21年３月 31 日） 

当期 

（平成 22年３月 31日） 

担保提供資産    

有価証券 50 百万円 160 百万円 

有形固定資産 5,419 百万円 5,822 百万円 

投資有価証券 259 百万円 109 百万円 

   5,729 百万円 6,092 百万円 

担保付債務    

短期借入金 1,078 百万円 1,082 百万円 

長期借入金 1,673 百万円 858 百万円 

一年内償還予定の社債 225 百万円 225 百万円 

社債 337 百万円 112 百万円 

    

保証債務 252 百万円 78 百万円 
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 （連結損益計算書関係） 

 （減損損失） 

 前期（自 平成 20年４月１ 日 至 平成 21年３月 31 日） 

    該当事項はありません。 

 

   当期（自 平成 21年４月１ 日 至 平成 22年３月 31 日） 

   当期において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。 

場所 用途 種類 減損損失 

静岡県浜松市他 遊休資産 無形固定資産（電話加入権） 25 百万円 

   当社グループは、事業用資産については、継続的に損益を把握している事業部門を区分の基礎としてグル

ーピングを行っております。また、遊休資産等については個別にグルーピングを行っております。 

   当社グループは、営業拠点の統廃合および社内通信体制の改善を進めておりますが、その過程で遊休状態

となった電話加入権が発生しました。事実上電話加入権の売買が困難となっているため、当該資産の帳簿価

額を備忘価額（電話加入権 1件当たり 1円）まで減額しております。 

 

 

（連結株主資本等変動計算書関係） 

 

前期（自 平成 20年４月１ 日 至 平成 21年３月 31日） 

 1.発行済株式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 

 前期末株式数 

（千株）

当期増加株式数

 (千株）

当期減少株式数 

 （千株） 

当期末株式数 

 （千株）

発行済株式     

  普通株式       85,610 － － 85,610 

自己株式     

  普通株式    (注)1 72 8 － 81 

（注）1.普通株式の自己株式の株式数の増加 8千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

 

 2.配当に関する事項 

 (1)配当金支払額 

配当金の総額 1株当たり 
決議 株式の種類

(百万円)  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 427 5 平成20年３月31日 平成20年６月30日 

  

(2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類

(百万円) 
配当の原資

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 128 利益剰余金 1.5 平成21年３月31日 平成21年６月29日
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当期（自 平成 21年４月１ 日 至 平成 22年３月 31日） 

 1.発行済株式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 

 前期末株式数 

（千株）

当期増加株式数

 (千株）

当期減少株式数 

 （千株） 

当期末株式数 

 （千株）

発行済株式     

  普通株式       85,610 － － 85,610 

自己株式     

  普通株式    (注)1 81 3 － 84 

（注）1.普通株式の自己株式の株式数の増加 3千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

 

 2.配当に関する事項 

 (1)配当金支払額 

配当金の総額 1株当たり 
決議 株式の種類

(百万円)  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 128 1.5 平成21年３月31日 平成21年６月30日 

  

(2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類

(百万円) 
配当の原資

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 213 利益剰余金 2.5 平成22年３月31日 平成22年６月30日

 

 

 

（連結キャッシュ・フロー計算書の注記） 

 

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 

 前期 

（自 平成 20年４月１ 日 

至 平成 21年３月 31 日）

当期 

（自 平成 21年４月１日 

至 平成22年３月31日）

 

現金及び預金勘定 5,265 百万円 6,354 百万円  

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △702百万円 △250 百万円  

現金及び現金同等物の期末残高 4,562 百万円 6,103 百万円  
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（１）事業の種類別セグメント情報

前期（自 平成 20 年４月１日 至 平成 21年３月 31日）                                  (単位  百万円) 

  
楽器事業 

教育関連

事業 

素材加工

事業 

情報関連

事業 

その他の

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 29,332 19,259 10,253 2,447 300 61,593 － 61,593
(2) セグメント間の内部売上高 
又は振替高 18 － － 189 410 617 (617) －

計 29,350 19,259 10,253 2,636 711 62,210 (617) 61,593

営業費用 29,155 18,560 9,969 2,763 735 61,184 (265) 60,919

営業利益（△営業損失） 195 698 283 △ 126 △ 24 1,026 (352) 674

Ⅱ．資産、減価償却費及び 

資本的支出 

  

資産 20,232 4,094 5,402 845 551 31,125 5,852 36,978

減価償却費 627 380 306 5 113 1,432 395 1,828

資本的支出 2,001 285 568 3 240 3,099 46 3,146

 

当期（自 平成 21 年４月１日 至 平成 22 年３月 31 日） (単位  百万円) 

  
楽器事業 

教育関連

事業 

素材加工

事業 

情報関連

事業 

その他の

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 25,294 18,140 9,366 3,015 240 56,057 － 56,057
(2) セグメント間の内部売上高 
又は振替高 4 0 － 393 330 728 (728) －

計 25,299 18,140 9,366 3,409 571 56,786 (728) 56,057

営業費用 25,028 16,738 8,676 3,420 573 54,438 (481) 53,957

営業利益（△営業損失） 270 1,401 689 △11 △2 2,347 (247) 2,100

Ⅱ．資産、減価償却費及び 

資本的支出 

  

資産 19,765 4,430 7,314 1,227 397 33,135 4,776 37,911

減価償却費 700 388 316 5 102 1,512 318 1,831

資本的支出 163 317 1,049 2 2 1,535 147 1,683

(注) 1.事業区分の方法 

事業区分は製品の種類、製造方法、販売市場の類似性を考慮して区分しております｡ 

2.各事業区分の主要製品等 

事業区分 主要製品等 

楽器事業 ピアノ、電子楽器、管弦打楽器、楽器付属品、楽器玩具、楽器調律・修理 

教育関連事業 音楽・体育教室、教材販売、楽譜、音楽教育用ソフト 

素材加工事業 電子電気部品用金属材料加工、自動車部品用材料加工、防音室・音響部材 

情報関連事業 ＯＡ機器販売・保守及びコンピュータソフトウェアの販売 

その他の事業 金融関連事業、保険代理店事業、その他 

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の金額は、前期 395 百万円、当期 320 百

万円であり、その主なものは提出会社の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前期 6,321 百万円、当期 6,481 百万円であ

り、その主なものは提出会社での余資運用資金(現金及び有価証券)、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。 

5.減価償却費及び資本的支出には長期前払費用とその償却額が含まれております。 
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 （２）所在地別セグメント情報 

前期（自 平成 20年４月１日 至 平成 21年３月 31日） (単位  百万円) 

  
日本 北米 欧州 その他 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 49,381 6,146 2,767 3,298 61,593 － 61,593

(2) セグメント間の内部売上高 
又は振替高 5,611 4 30 3,569 9,216 (9,216) －

計 54,993 6,150 2,797 6,867 70,810 (9,216) 61,593

営業費用 55,029 5,876 2,597 6,539 70,043 (9,124) 60,919

営業利益（△営業損失） △36 273 200 328 766 (92) 674

Ⅱ. 資産 26,184 2,827 1,689 3,135 33,836 3,141 36,978

 

当期（自 平成 21年４月１日 至 平成 22年３月 31日） (単位  百万円) 

  
日本 北米 欧州 その他 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 45,877 4,170 2,542 3,468 56,057 － 56,057

(2) セグメント間の内部売上高 
又は振替高 4,663 2 32 3,369 8,067 (8,067) －

計 50,540 4,172 2,574 6,837 64,125 (8,067) 56,057

営業費用 48,510 4,032 2,482 6,432 61,457 (7,500) 53,957

営業利益 2,030 140 91 405 2,667 (566) 2,100

Ⅱ. 資産 26,495 2,725 1,946 3,717 34,885 3,026 37,911

（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. 日本以外の区分に属する主な国又は地域 

 (1) 北 米･････アメリカ、カナダ 

 (2) 欧 州･････ドイツ 

 (3) その他･････オーストラリア、ニュージーランド、インドネシア、中国 

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の金額は、前期 395 百万円、当

期 320 百万円であり、その主なものは、提出会社の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前期 6,321 百万円、当期 6,481 百万

円であり、その主なものは提出会社での余資運用資金(現金及び有価証券)、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。 

 

（３）海外売上高 

前期（自 平成 20年４月１日 至 平成 21 年３月 31日） (単位  百万円) 

 北米 その他 計 

Ⅰ. 海外売上高 7,973 9,993 17,967 
Ⅱ. 連結売上高   61,593 
Ⅲ. 連結売上高に占める 

海外売上高の割合(％) 
12.9 16.2 29.2 

 

当期（自 平成 21年４月１日 至 平成 22 年３月 31日） (単位  百万円) 

 北米 その他 計 

Ⅰ. 海外売上高 5,288 9,313 14,601 

Ⅱ. 連結売上高   56,057 
Ⅲ. 連結売上高に占める 

海外売上高の割合(％) 
9.4 16.6 26.0 

(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.各区分に属する国又は地域 

(1) 北 米･････アメリカ、カナダ 

(2) その他･････欧州、中国、オーストラリア、東アジア、東南アジア、その他 

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あります。 
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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 

 前期 

（平成 21年３月 31 日） 

当期 

（平成 22 年３月 31日） 

 繰延税金資産    

 税務上の繰越欠損金 2,993 百万円 1,632 百万円 

 退職給付引当金 2,839 百万円 3,135 百万円 

 固定資産未実現利益 195 百万円 195 百万円 

 賞与引当金 372 百万円 387 百万円 

 減損損失 32 百万円 40 百万円 

 その他 533 百万円 475 百万円 

  繰延税金資産小計  6,966 百万円   5,867 百万円  

 評価性引当額  △6,139 百万円   △4,853 百万円  

 繰延税金資産合計  827 百万円   1,013 百万円  

 繰延税金負債    

 その他有価証券評価差額金 △102 百万円 △99 百万円 

 その他 △192 百万円 △309 百万円 

  繰延税金負債合計  △295 百万円   △408 百万円  

  繰延税金資産（負債）の純額  532 百万円   605 百万円  

    

（注）1. 前期及び当期における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。 

 前期 

（平成 21年３月 31 日） 

当期 

（平成 22年３月 31日） 

流動資産－繰延税金資産 19 百万円 37 百万円 

 固定資産－繰延税金資産 543 百万円 597 百万円 

流動負債－繰延税金負債 △1 百万円 － 百万円 

 固定負債－繰延税金負債 △29 百万円 △29 百万円 
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１．採用している退職給付制度の概要 

確定給付型の制度として当社及び国内連結会社は、退職一時金制度を設けております。なお、国内連結子会社

１社については、従来加入していた適格退職年金制度を、平成 21年８月１日をもって、中小企業退職金共済制度

に全額移行しております。 

また、従業員の退職等に際して、退職給付会計に準拠した数理計算に基づく退職給付債務の対象とされない割

増退職金及び選択定年制度による特別慰労金を支払う場合があります。 

一部の在外連結子会社は、確定拠出型退職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 

 前期 

（平成 21年３月 31 日） 

当期 

（平成 22 年３月 31日） 

イ．退職給付債務 △9,126 百万円 △9,592 百万円

ロ．年金資産 162 百万円 －百万円

ハ．中小企業退職金共済制度資産 －百万円 127 百万円

ニ．未積立退職給付債務(イ＋ロ＋ハ) △8,963 百万円 △9,465 百万円

ホ．未認識数理計算上の差異 233 百万円 166 百万円

ヘ. 未認識過去勤務債務 1,521 百万円 1,331 百万円

ト．連結貸借対照表計上額純額(ニ＋ホ＋ヘ) △7,209 百万円 △7,967 百万円

チ．退職給付引当金(ト) △7,209 百万円 △7,967 百万円

 

３．退職給付費用に関する事項 

 前期 

（自 平成 20年４月１日 

至 平成 21年３月 31 日）

当期 

（自 平成 21年４月１日 

至 平成 22 年３月 31日）

イ．勤務費用 542 百万円 546 百万円

ロ．利息費用 189 百万円 177 百万円

ハ．期待運用収益 △3百万円 －百万円

ニ．数理計算上の差異の費用処理額 95 百万円 81 百万円

ホ. 過去勤務債務の費用処理額 190 百万円 190 百万円

へ．退職給付費用(イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ) 1,013 百万円 996 百万円

 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 前期 

（自 平成 20年４月１日 

至 平成 21年３月 31 日）

当期 

（自 平成 21年４月１日 

至 平成 22 年３月 31日）

イ．退職給付見込額の期間配分法 期間定額基準 同左 

ロ．割引率 2.0% 同左 

ハ．期待運用収益率 2.0% 同左 

ニ．過去勤務債務の額の処理年数 10 年（発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定

の年数による定額法により

費用処理しております。） 

同左 

ホ．数理計算上の差異の処理年数 8～10 年（発生時の従業員の

平均残存勤務期間以内の一

定年数による定額法により、

翌期から費用処理すること

としております。） 

同左 
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前期 

（自 平成 20年４月 １日 

至 平成 21年３月 31 日） 

当期 

（自 平成 21年４月 １日 

至 平成 22年３月 31 日） 

１株当たり純資産額 128円80銭 １株当たり純資産額 146円81銭

１株当たり当期純損失金額(△) △9円18銭 １株当たり当期純利益金額 15円43銭

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。

（注）1.１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。 

  
前期 

（自 平成 20年４月１日 
   至 平成21年３月31日） 

当期 

（自 平成 21 年４月１日
   至 平成22年３月31日）

(１)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 

   

当期純利益又は当期純損失（△） (百万円) △784 1,319 

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又は 
当期純損失（△） (百万円) △784 1,319 

普通株式の期中平均株式数 (千株) 85,532 85,528 

 
2.１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。 

  前期 
 （平成21年３月31日） 

当期 
 （平成22年３月31日）

純資産の部の合計額 (百万円) 11,016 12,555 

純資産の部の合計額から控除する金額 (百万円) － － 

普通株式に係る期末の純資産額 (百万円) 11,016 12,555 

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) 85,529 85,526 

該当事項はありません。 

リース取引、関連当事者との取引、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、開示を省略しております。 
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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 4,028 4,392

受取手形 186 196

売掛金 2,442 3,344

商品及び製品 1,900 1,573

仕掛品 840 753

原材料及び貯蔵品 881 652

前渡金 11 6

前払費用 322 322

短期貸付金 1,015 736

未収入金 1,094 1,699

その他 53 69

貸倒引当金 △75 △59

流動資産合計 12,700 13,688

固定資産   

有形固定資産   

建物 9,017 9,075

減価償却累計額 △5,543 △5,751

建物（純額） 3,473 3,323

構築物 1,015 1,013

減価償却累計額 △823 △842

構築物（純額） 191 171

機械及び装置 5,712 5,713

減価償却累計額 △4,565 △4,815

機械及び装置（純額） 1,146 897

車両運搬具 60 56

減価償却累計額 △56 △53

車両運搬具（純額） 4 2

工具、器具及び備品 3,671 3,916

減価償却累計額 △3,098 △3,360

工具、器具及び備品（純額） 572 555

土地 5,567 5,567

リース資産 1,075 786

減価償却累計額 △654 △551

リース資産（純額） 420 234

建設仮勘定 80 15

有形固定資産合計 11,458 10,768

無形固定資産   

借地権 27 27

ソフトウエア 1,082 801

その他 101 196

無形固定資産合計 1,210 1,024

投資その他の資産   

投資有価証券 556 521

関係会社株式 3,582 3,547

出資金 2 2
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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) 

関係会社出資金 1,176 1,176

長期貸付金 0 －

関係会社長期貸付金 498 243

破産更生債権等 33 27

長期前払費用 107 73

繰延税金資産 362 600

敷金 1,541 1,425

その他 203 177

貸倒引当金 △40 △35

投資損失引当金 △54 △54

投資その他の資産合計 7,971 7,706

固定資産合計 20,641 19,499

資産合計 33,341 33,187

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,207 1,281

買掛金 1,170 2,270

短期借入金 3,762 2,947

1年内返済予定の長期借入金 1,355 1,633

1年内償還予定の社債 225 225

リース債務 188 137

未払金 2,110 1,136

未払費用 499 487

未払法人税等 209 231

前受金 118 61

預り金 214 193

前受収益 53 53

賞与引当金 745 717

拠点統合引当金 110 53

設備関係支払手形 777 2

設備関係未払金 359 384

その他 164 254

流動負債合計 13,271 12,071

固定負債   

社債 337 112

長期借入金 2,795 2,716

リース債務 237 100

退職給付引当金 6,684 7,378

環境対策引当金 － 36

長期未払金 690 480

その他 281 262

固定負債合計 11,028 11,086

負債合計 24,300 23,157

㈱河合楽器製作所(7952)　平成22年３月期決算短信

－　28　－



(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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,609 6,609

資本剰余金   

資本準備金 744 744

資本剰余金合計 744 744

利益剰余金   

利益準備金 85 98

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 1,456 2,453

利益剰余金合計 1,542 2,552

自己株式 △13 △13

株主資本合計 8,883 9,892

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 157 137

評価・換算差額等合計 157 137

純資産合計 9,041 10,030

負債純資産合計 33,341 33,187

㈱河合楽器製作所(7952)　平成22年３月期決算短信

－　29　－



(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   

商品及び製品売上高 32,106 27,958

その他の事業収益 20,266 19,282

売上高合計 52,372 47,241

売上原価   

商品及び製品売上原価   

商品及び製品期首たな卸高 1,951 1,900

当期商品仕入高 16,338 14,130

当期製品製造原価 7,920 6,351

計 26,211 22,382

他勘定振替高 149 188

商品及び製品期末たな卸高 1,900 1,573

合計 24,161 20,621

その他の事業原価 17,534 16,278

売上原価合計 41,695 36,899

割賦販売未実現利益戻入額 0 0

売上総利益 10,677 10,342

販売費及び一般管理費   

運送費及び保管費 1,022 845

給料手当及び賞与 4,740 3,682

賞与引当金繰入額 338 316

退職給付引当金繰入額 490 447

貸倒引当金繰入額 26 －

法定福利費 723 567

地代家賃 691 647

減価償却費 540 505

支払手数料 － 504

その他 2,938 1,928

販売費及び一般管理費合計 11,513 9,446

営業利益又は営業損失（△） △835 895

営業外収益   

受取利息 36 35

受取配当金 207 137

固定資産賃貸料 198 195

その他 86 96

営業外収益合計 529 464

営業外費用   

支払利息 215 208

たな卸資産廃棄損 64 51

固定資産賃貸費用 107 121

為替差損 220 12

その他 134 104

営業外費用合計 742 498

経常利益又は経常損失（△） △1,048 861
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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) 

特別利益   

土地売却益 1,093 －

貸倒引当金戻入額 － 18

補助金収入 － 32

その他 0 0

特別利益合計 1,094 51

特別損失   

固定資産除却損 54 3

減損損失 － 23

環境対策引当金繰入額 － 36

投資損失引当金繰入額 36 －

子会社整理損 － 35

関係会社株式評価損 111 －

拠点統合費用 110 －

その他 3 －

特別損失合計 315 99

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △269 813

法人税、住民税及び事業税 82 △99

法人税等調整額 1,281 △224

法人税等合計 1,364 △324

当期純利益又は当期純損失（△） △1,633 1,138
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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 6,609 6,609

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,609 6,609

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 744 744

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 744 744

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 42 85

当期変動額   

利益準備金の積立 42 12

当期変動額合計 42 12

当期末残高 85 98

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 3,561 1,456

当期変動額   

剰余金の配当 △427 △128

利益準備金の積立 △42 △12

当期純利益又は当期純損失（△） △1,633 1,138

当期変動額合計 △2,104 996

当期末残高 1,456 2,453

利益剰余金合計   

前期末残高 3,603 1,542

当期変動額   

剰余金の配当 △427 △128

利益準備金の積立 － －

当期純利益又は当期純損失（△） △1,633 1,138

当期変動額合計 △2,061 1,009

当期末残高 1,542 2,552

自己株式   

前期末残高 △12 △13

当期変動額   

自己株式の取得 △1 △0

当期変動額合計 △1 △0

当期末残高 △13 △13
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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) 

株主資本合計   

前期末残高 10,946 8,883

当期変動額   

剰余金の配当 △427 △128

利益準備金の積立 － －

当期純利益又は当期純損失（△） △1,633 1,138

自己株式の取得 △1 △0

当期変動額合計 △2,062 1,009

当期末残高 8,883 9,892

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 258 157

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △100 △20

当期変動額合計 △100 △20

当期末残高 157 137

純資産合計   

前期末残高 11,204 9,041

当期変動額   

剰余金の配当 △427 △128

利益準備金の積立 － －

当期純利益又は当期純損失（△） △1,633 1,138

自己株式の取得 △1 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △100 △20

当期変動額合計 △2,163 988

当期末残高 9,041 10,030
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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（平成２２年６月２９日予定） 

 

１．代表者の異動 

       該当事項はありません。 

 

２．取締役・監査役の異動 

(1) 新任監査役候補 

現 公認会計士   田畑
た ば た

 隆
たか

久
ひさ

（監査役（非常勤）就任予定） 

(2) 退任予定監査役 

現 監査役（非常勤）  田畑
た ば た

 知久
ともひさ

 

 

３．執行役員の異動 

  昇格 

 現 取締役常務執行役員  河崎
かわさき

 哲男
て つ お

（取締役専務執行役員就任予定） 

 

※田畑知久氏は、「会社法第２条第 16 号」に規定する社外監査役です。 

※田畑隆久氏は、「会社法第２条第 16 号」に規定する社外監査役の候補者です。 
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