
平成22年3月期 決算短信（非連結） 
平成22年5月12日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 井上金属工業株式会社 上場取引所 大 

コード番号 6246 URL http://www.inokin.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 高橋 進

問合せ先責任者 （役職名） 取締役管理本部長 （氏名） 高橋史郎 TEL 06-6253-7200
定時株主総会開催予定日 平成22年6月25日 配当支払開始予定日 平成22年6月28日

有価証券報告書提出予定日 平成22年6月28日

1.  22年3月期の業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

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

22年3月期 8,322 △44.1 494 △75.2 510 △74.7 278 △76.4

21年3月期 14,892 △8.1 1,993 △1.0 2,022 △0.6 1,180 1.9

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 26.26 ― 3.5 3.4 5.9
21年3月期 110.01 ― 15.6 12.2 13.4

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

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期 13,096 8,137 62.1 767.71
21年3月期 17,089 7,934 46.4 748.53

（参考） 自己資本   22年3月期  8,137百万円 21年3月期  7,934百万円

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 943 △160 △275 3,386
21年3月期 1,972 △140 △564 2,878

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
純資産配当

率第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 7.00 ― 8.00 15.00 160 13.6 2.1
22年3月期 ― 2.50 ― 5.00 7.50 79 28.6 1.0

23年3月期 
（予想）

― 2.50 ― 2.50 5.00 22.1

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

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
累計期間

3,500 △1.8 85 3.8 95 1.7 60 160.0 5.66

通期 8,500 2.1 320 △35.3 340 △33.4 240 △13.8 22.64
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4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

（注）詳細は、13ページ「会計処理方法の変更」をご覧ください。 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、15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 10,821,720株 21年3月期 10,821,720株

② 期末自己株式数 22年3月期  221,846株 21年3月期  221,757株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記の予測は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものです。実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる結果と
なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、３ページ 「１. 経営成績 （１）経営成績に
関する分析」をご覧ください。 

-2-



(1）経営成績に関する分析 

①経済情勢および業界の状況 

 当事業年度におけるわが国経済は、中国など新興国を中心とした外需、国内のエコポイント制度、エコカー減税

などの経済対策効果により、薄型テレビなどの家電類や自動車の売上が堅調となり、緩やかな景気の持ち直しが見

られ始め、設備投資の減少もようやく下げ止まってきました。また、特に米国や中国では、製造等の景況感の回復

が鮮明になってきました。 

 しかしながら、国内の設備業界では、国内外の景気浮揚策の効果で、金融危機の打撃は薄れつつありますが、先

行きの不透明感から企業は投資に慎重な姿勢を崩しておらず、過剰設備の調整が進められています。従って、当面

は更新投資が中心で、能力増強を目指した投資の回復は限定的となりました。 

 このような状況のもと、当社はタッチパネル用ハードコートフイルムや装飾用フイルムなどの機能性フイルム用

塗工装置および二次電池関連のエネルギー分野用塗工装置を中心に営業展開を計ってまいりました。今後も、更に

二次電池、セパレーターなどのエネルギー関連および回復しつつある光学系フイルムなどの機能性フイルム関連の

塗工装置や製膜装置へ営業展開を計ってまいります。  

  

②売上および損益の状況 

 売上高は、8,322百万円(前年同期比44.1%減)となりました。売上総利益は、1,108百万円(前年同期比60.1%減)と

なり、売上総利益率は、13.3%（前年同期比5.3ポイント減）となりました。販売費及び一般管理費は、613百万円

(前年同期比21.7%減)となり、固定費削減の効果が出ています。営業利益は、494百万円(前年同期比75.2%減)で、

営業利益率は、5.9%（前年同期比7.5ポイント減）となりました。経常利益は、510百万円(前年同期比74.7%減)と

なり、当期純利益は、278百万円(前年同期比76.4%減)となりました。 

 終製品別売上高を見ると薄型表示部品関連機器は、837百万円（前年同期比74.5％減）となりました。これは

液晶テレビ用光学フイルムの生産調整の影響によるものです。 

機能性紙・フイルム関連塗工機器は、6,070百万円（前年同期比11.3％減）となりました。景気低迷の影響を受

けながらも、装飾用機能性フイルム、タッチパネル用ハードコートフイルムなどの高機能フイルムは、ほぼ昨年並

みに推移しました。 

 エネルギー関連機器は、1,054百万円（前年同期比39.7％減）となりました。市場では一時的な設備投資の抑制

が見られましたが、地球環境保全の観点からハイブリッド車や電気自動車用二次電池製造設備、燃料電池関連の製

造設備、太陽光発電パネル用バックシート製造設備など国内外で本格的な量産を進めるための動きが出始め、当社

にとっても今後期待できるものと考えています。 

  

③受注の状況 

 受注高は、6,129百万円(前年同期比22.7%減）となりました。これは設備投資の抑制が、引き続き見られたこと

によるものです。また、受注高の30％程度をエネルギー関連機器で占めるようになっています。その結果、受注残

高は、1,938百万円(前年同期比53.1%減)と大きく減少しました。しかし、当社滋賀工場での顧客とのテスト回数

は、昨年と比較しても25％増加しており、顧客の新商品開発および生産設備の新規投資に対する準備は着実に進め

られているものと考えられます。 

   

④研究開発活動 

 当事業年度の新規開発商品として、フイルムの機能性向上や生産工程の省力化に貢献する同時二層塗工装置、低

速から高速まで広範囲の速度に対し、安定した塗工精度が得られる高精度塗工装置およびフイルムの光学特性や強

度などの物理特性を高めるための同時二軸延伸装置などのテスト機を当社滋賀工場に常設しました。これらの増設

により従来からの 新技術を用いたクリーンパイロットテストコーターと共に顧客との共同研究に成果を発揮する

ものと期待しています。 

  

⑤次期の見通し 

 各国の景気浮揚を目的とした経済対策により、 終需要が上向き、輸出が持ち直したことが今回の景気の持ち直

しの背景となっていますが、今後は、各国で生産活動の復調が雇用の改善へ影響を及ぼし、本格的な景気の持ち直

しに繋がるかどうかが注視されています。当社顧客の業界におきましては、ごく一部で在庫調整が行きわたり、生

産がリーマンショック前に戻りつつある業界も出てきましたが、全般的にはまだ回復の傾向が定着したとは言えな

い状況です。今後、当社としましては、環境およびエネルギー関連のリチウムイオン電池、燃料電池、太陽光発電

用パネルなどに使用される部材、省エネ型のLED照明用部材および経皮吸収薬などの医療関連用塗工装置など有望

な分野への積極的な営業展開を計ってまいります。 

１．経営成績
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(2）財政状態に関する分析 

①資産・負債及び純資産の状況 

 総資産は、13,096百万円(前期末比23.4%減)となりました。これは主に受取手形が2,397百万円減少し、支払手形

が2,041百万円減少したことによるものです。 

 純資産は、8,137百万円(前期末比2.6％増)となりました。また、自己資本比率は、62.1％(前期末比15.7ポイン

ト増)となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

 当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末に比べ507百万円増加し、

3,386百万円（前期末は2,878百万円）となりました。 

（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、943百万円（前年同期は得られた資金1,972百万円）となりました。これは主

に売上債権の回収によるものです。 

（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、160百万円（前年同期は使用した資金140百万円）となりました。これは主に

有形固定資産の取得によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は、275百万円（前年同期は使用した資金564百万円）となりました。これは主に

長期借入金の返済によるものです。  

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 自己資本比率：自己資本/総資産 

 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額/総資産 

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債/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）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おります。 

 （注２）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

 （注３）有利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としておりま

す。 

(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、経営環境、業績、将来の展望を総合的に勘案し、利益配当と内部留保額を決定しており、利益配当につ

きましては、安定的な継続配当を目標としております。内部留保については、今後高成長が見込める高付加価値製

品の研究開発や既存事業の効率化等に投資をしていく方針です。次期業績予想は、新規設備投資の回復の先行きが

引続き不透明なため、大変厳しい状況にはなっておりますが、安定、継続配当として、平成23年3月期は、中間配

当金２円50銭、期末配当金２円50銭の合計で年間配当金５円を予定しております。 

  

該当事項はありません。 

  平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期

自己資本比率（％）  26.5  34.9  44.6  46.4  62.1

時価ベースの自己資本比率
（％）  133.3  70.9  38.3  26.7  38.8

キャッシュ・フロー対有利
子負債比率（年）  2.02  1.29 －  0.53  0.94

インタレスト・カバレッ
ジ・レシオ（倍）  25.3  43.3 －  95.1  58.3

２．企業集団の状況
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(1）会社の経営の基本方針、(2）目標とする経営指標、(3）中長期的な会社の経営戦略につきましては、平成20年３月

 期決算短信（平成20年５月15日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略しておりま 

 す。 

  当該決算短信は、次のURLからご覧いただくことができます。 

  （当社ホームページ→当社の実績→決算情報） 

   http://www.inokin.co.jp/invest/results.html 

  （大阪証券取引所ホームページ→上場会社検索「6246」） 

   http://www.ose.or.jp/listed/lc_jkdt.shtml?cp_code=6246 

（4）対処すべき課題  

 景気が若干回復している環境の中、依然として新規の生産設備投資が見送られる現状ですが、研究開発について

は、投資を継続される傾向が強く感じられます。当社としましては研究用のテスト機として、当社の従来機より更

に小型の高精度塗工機「スマートラボ」を低価格で提供することにより、受注間口を広げていくことが今後の営業

活動に必要であると考えております。また一方では、大型の生産機においてもより低価格な装置の要求が強くなる

と思われます。社内的にはこれらに対応すべく生産部門でのコストダウンはもとより、全社的には、経常的な固定

費を圧縮し、経済の低成長時にも利益を出せる企業体質への転換を図ってまいりたいと考えております。 

３．経営方針
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４．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 2,978,896 3,486,520

受取手形 3,580,984 1,183,921

売掛金 3,588,111 3,307,993

商品及び製品 13,187 －

仕掛品 1,728,438 43,689

原材料及び貯蔵品 30,311 31,696

前払費用 10,822 1,750

未収消費税等 36,866 －

繰延税金資産 143,797 82,092

その他 19,864 22,390

流動資産合計 12,131,280 8,160,055

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,844,010 1,861,121

減価償却累計額 △777,966 △827,023

建物（純額） 1,066,043 1,034,098

構築物 246,561 247,538

減価償却累計額 △114,808 △138,324

構築物（純額） 131,752 109,213

機械及び装置 1,051,888 1,245,200

減価償却累計額 △685,154 △799,516

機械及び装置（純額） 366,734 445,683

車両運搬具 46,785 51,931

減価償却累計額 △36,437 △40,916

車両運搬具（純額） 10,347 11,014

工具、器具及び備品 123,527 123,971

減価償却累計額 △88,645 △101,434

工具、器具及び備品（純額） 34,882 22,536

土地 1,836,929 1,836,867

建設仮勘定 26,180 20,609

有形固定資産合計 3,472,869 3,480,023

無形固定資産   

ソフトウエア 63,172 46,285

その他 8,980 8,217

無形固定資産合計 72,152 54,502

投資その他の資産   

投資有価証券 881,484 885,080

出資金 42,382 31,382

長期前払費用 493 465

繰延税金資産 387,464 288,552

その他 108,624 203,277

貸倒引当金 △6,900 △6,900

投資その他の資産合計 1,413,548 1,401,857

固定資産合計 4,958,571 4,936,383

資産合計 17,089,851 13,096,438

井上金属工業㈱ （6246） 平成22年３月期 決算短信（非連結）

-6-



（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 4,120,322 2,078,499

買掛金 834,491 369,653

短期借入金 250,000 250,000

1年内返済予定の長期借入金 373,144 377,764

未払金 95,533 11,790

未払費用 80,159 67,749

未払法人税等 434,074 128,592

未払消費税等 － 91,402

前受金 1,169,517 21,787

賞与引当金 138,212 79,430

その他 81,780 45,198

流動負債合計 7,577,235 3,521,866

固定負債   

長期借入金 426,748 257,497

再評価に係る繰延税金負債 627,650 627,650

長期未払金 30,700 30,100

退職給付引当金 493,104 521,665

固定負債合計 1,578,202 1,436,912

負債合計 9,155,438 4,958,779

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,003,125 1,003,125

資本剰余金   

資本準備金 515,858 515,858

資本剰余金合計 515,858 515,858

利益剰余金   

利益準備金 109,922 109,922

その他利益剰余金   

別途積立金 4,160,000 4,660,000

繰越利益剰余金 1,290,775 957,813

利益剰余金合計 5,560,698 5,727,736

自己株式 △107,428 △107,470

株主資本合計 6,972,252 7,139,249

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 17,558 53,807

土地再評価差額金 944,602 944,602

評価・換算差額等合計 962,160 998,410

純資産合計 7,934,413 8,137,659

負債純資産合計 17,089,851 13,096,438
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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 14,892,108 8,322,202

売上原価   

当期製品製造原価 12,114,808 7,214,143

売上総利益 2,777,300 1,108,059

販売費及び一般管理費 783,872 613,644

営業利益 1,993,427 494,414

営業外収益   

受取利息 8,537 6,351

受取配当金 24,146 17,430

助成金収入 6,300 －

その他 16,556 16,473

営業外収益合計 55,540 40,256

営業外費用   

支払利息 20,237 15,739

支払手数料 － 6,424

その他 6,303 1,783

営業外費用合計 26,541 23,947

経常利益 2,022,426 510,722

特別利益   

貸倒引当金戻入額 990 －

投資有価証券売却益 615 1,042

受取和解金 － 177,199

受取保険金 － 4,427

厚生年金基金特別掛金返戻額 36,130 －

特別利益合計 37,735 182,670

特別損失   

固定資産除却損 16,270 556

投資有価証券評価損 142,673 54,141

出資金評価損 － 11,000

特別損失合計 158,944 65,697

税引前当期純利益 1,901,217 627,695

法人税、住民税及び事業税 720,561 104,547

過年度法人税等 － 108,970

法人税等調整額 352 135,840

法人税等合計 720,913 349,358

当期純利益 1,180,304 278,337
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,003,125 1,003,125

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,003,125 1,003,125

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 515,858 515,858

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 515,858 515,858

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 109,922 109,922

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 109,922 109,922

その他利益剰余金   

退職給与積立金   

前期末残高 6,000 －

当期変動額   

退職給与積立金の取崩 △6,000 －

当期変動額合計 △6,000 －

当期末残高 － －

別途積立金   

前期末残高 3,160,000 4,160,000

当期変動額   

別途積立金の積立 1,000,000 500,000

当期変動額合計 1,000,000 500,000

当期末残高 4,160,000 4,660,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,298,901 1,290,775

当期変動額   

退職給与積立金の取崩 6,000 －

別途積立金の積立 △1,000,000 △500,000

剰余金の配当 △194,430 △111,299

当期純利益 1,180,304 278,337

当期変動額合計 △8,126 △332,962

当期末残高 1,290,775 957,813

利益剰余金合計   

前期末残高 4,574,824 5,560,698

当期変動額   

剰余金の配当 △194,430 △111,299

当期純利益 1,180,304 278,337

当期変動額合計 985,873 167,037

当期末残高 5,560,698 5,727,736
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

自己株式   

前期末残高 △14,888 △107,428

当期変動額   

自己株式の取得 △92,540 △41

当期変動額合計 △92,540 △41

当期末残高 △107,428 △107,470

株主資本合計   

前期末残高 6,078,919 6,972,252

当期変動額   

剰余金の配当 △194,430 △111,299

当期純利益 1,180,304 278,337

自己株式の取得 △92,540 △41

当期変動額合計 893,333 166,996

当期末残高 6,972,252 7,139,249

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 137,735 17,558

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △120,177 36,249

当期変動額合計 △120,177 36,249

当期末残高 17,558 53,807

土地再評価差額金   

前期末残高 944,602 944,602

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － －

当期変動額合計 － －

当期末残高 944,602 944,602

評価・換算差額等合計   

前期末残高 1,082,338 962,160

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △120,177 36,249

当期変動額合計 △120,177 36,249

当期末残高 962,160 998,410

純資産合計   

前期末残高 7,161,257 7,934,413

当期変動額   

剰余金の配当 △194,430 △111,299

当期純利益 1,180,304 278,337

自己株式の取得 △92,540 △41

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △120,177 36,249

当期変動額合計 773,155 203,245

当期末残高 7,934,413 8,137,659
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（４）キャッシュ・フロー計算書 

（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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 1,901,217 627,695

減価償却費 183,698 178,441

固定資産除却損 16,270 556

投資有価証券売却損益（△は益） △615 △1,042

投資有価証券評価損益（△は益） 142,673 54,141

出資金評価損 － 11,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） △11,600 －

受取利息及び受取配当金 △32,683 △23,782

支払利息 20,237 15,739

為替差損益（△は益） △477 231

訴訟和解金 － △177,199

売上債権の増減額（△は増加） 370,256 2,677,181

たな卸資産の増減額（△は増加） △474,789 1,696,551

前渡金の増減額（△は増加） 28,300 －

未収消費税等の増減額（△は増加） △48,810 －

その他の資産の増減額（△は増加） 20,859 29,680

仕入債務の増減額（△は減少） 666,317 △2,466,566

未払金の増減額（△は減少） 17,843 △83,743

前受金の増減額（△は減少） △268,112 △1,147,730

未払消費税等の増減額（△は減少） － 128,268

賞与引当金の増減額（△は減少） △22,127 △58,781

退職給付引当金の増減額（△は減少） △41,558 28,561

長期未払金の増減額（△は減少） △54,564 △600

その他の負債の増減額（△は減少） △34,669 △28,999

その他 17,092 5,038

小計 2,394,759 1,464,639

利息及び配当金の受取額 32,683 23,782

利息の支払額 △20,237 △15,739

法人税等の支払額 △434,469 △529,340

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,972,736 943,342

投資活動によるキャッシュ・フロー   

未収入金の増減額（△は増加） － 49,091

有形固定資産の取得による支出 △102,849 △225,560

投資有価証券の取得による支出 △5,127 －

投資有価証券の売却による収入 771 4,331

無形固定資産の取得による支出 △30,979 △650

その他 △2,760 12,679

投資活動によるキャッシュ・フロー △140,944 △160,107
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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) 

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） △250,000 －

長期借入れによる収入 550,000 300,000

長期借入金の返済による支出 △358,892 △464,631

社債の償還による支出 △220,000 －

自己株式の取得による支出 △92,540 △41

配当金の支払額 △193,382 △110,707

財務活動によるキャッシュ・フロー △564,814 △275,380

現金及び現金同等物に係る換算差額 477 △231

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,267,454 507,624

現金及び現金同等物の期首残高 1,611,442 2,878,896

現金及び現金同等物の期末残高 2,878,896 3,386,520
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  該当事項はありません。 

  

   下記の「(7)重要な会計方針の変更 会計処理方法」の変更を除き、 近の有価証券報告書（平成21年６月26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。 

  

  

(5)継続企業の前提に関する注記

(6)重要な会計方針

(7)重要な会計方針の変更

 会計処理方法の変更

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） 

────── （売上高及び売上原価の計上基準） 

「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会計基準及び適用指

針に該当する工事契約については、工事進行基準

（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を適用して

おります。 

これにより、売上高は、644,976千円増加し、営業利

益、経常利益及び税引前当期純利益は、それぞれ

43,228千円増加しております。 

────── （退職給付に係る会計基準） 

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。 

これによる、営業利益、経常利益及び税引前当期純

利益に与える影響はありません。  

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、

従来、主として個別法による原価法によっておりま

したが、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）が適用されたことに伴い、主として個別法によ

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）により算定しておりま

す。 

これにより、営業利益、経常利益及び税引前当期純

利益はそれぞれ26,481千円減少しております。 

────── 
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 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．「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規

則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７

日 内閣府令第50号）が適用となることに伴い、前事

業年度において、「半製品」として掲記されていた

ものは、当事業年度から「商品及び製品」に掲記し

ています。なお、当事業年度に含まれる「半製品」

は、 千円です。 13,187

────── 

２．前事業年度まで流動資産の「その他」に含めて表示 

しておりました「前払費用」は、金額的重要性が増

したため区分掲記しました。 

   なお、前事業年度の「前払費用」の金額は、 千円で

す。 

1

────── 

３．前事業年度まで区分掲記していました無形固定資産

の「電話加入権」、「水道施設利用権」は、金額的

重要性が低いため、「その他」に含めて表示してい

ます。 

  なお、当事業年度の「電話加入権」、「水道施設利

用権」の金額は、それぞれ 千円、 千円で

す。 

  

1,677 7,303

────── 

（損益計算書） 

────── 

（損益計算書） 

   前事業年度まで区分掲記していました「助成金収

入」は、営業外収益の総額の100分の10以下となった

ため、「その他収益」に含めて表示しています。 

  なお、当事業年度の「助成金収入」の金額は、

千円です。 

2,447

    前事業年度まで区分掲記していました「売上割引」

は、営業外費用の総額の100分の10以下となったた

め、「その他費用」に含めて表示しています。 

  なお、当事業年度の「売上割引」の金額は、 千円

です。 

506

────── 

    

（キャッシュ・フロー計算書） 

  前事業年度まで区分掲記していました「設備手形の

増減額」、「設備関係未払金の増減額」は、金額的

重要性が低いため、「その他」に含めて表示してい

ます。 

  なお、当事業年度の「設備手形の増減額」、「設備

関係未払金の増減額」の金額は、それぞれ 千円の

減少、 千円の減少です。 

70

11,094

────── 
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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） 

該当事項はありません。 

  

当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

 （注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

    ２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項等、リース取引、金

融商品、有価証券、デリィバティブ取引、関連当事者情報、税効果会計、退職給付、ストック・オプション等、企業

結合等、資産除去債務、賃貸等不動産に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと

考えられるため開示を省略します。  

  

(8)財務諸表に関する注記事項

（持分法投資損益関係）

（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      748円53銭

１株当たり当期純利益金額       110円01銭

１株当たり純資産額 円 銭767 71

１株当たり当期純利益金額 円 銭26 26

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため、記載していませ

ん。 

同左 

  
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) 

純資産の部の合計額（千円）  7,934,413  8,137,659

純資産の部の合計額から控除する金額

（千円） 
 －  －

普通株式に係る期末の純資産額（千円）  7,934,413  8,137,659

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） 
 10,599  10,599

  
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株当たり当期純利益金額     

当期純利益（千円）  1,180,304  278,337

普通株式に係る当期純利益（千円）  1,180,304  278,337

期中平均株式数（千株）  10,728  10,599

（重要な後発事象）

（開示の省略）
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(1）役員の異動 

①代表取締役の異動 

 該当事項はありません。 

  

②その他の役員の異動 

  補欠監査役候補 

  水野 武夫  （現 弁護士） 

 （注）補欠監査役候補の水野 武夫氏は、社外監査役の要件を満たしています。 

  退任予定取締役 

  取締役営業副本部長兼東京支店長 松木 九郎 

  

(2）訴訟 

イノキンエンジニアリング株式会社に対する神戸地方裁判所平成21年(フ)第269号 破産手続開始決定申立事件に

ついては、平成22年1月21日に和解が成立いたしました。 

  

５．その他
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(3）売上高、受注高、受注残高 

 （単位：千円、％）

品目 

前事業年度 当事業年度 

自平成20年4月１日 自平成21年4月１日 

至平成21年3月31日 至平成22年3月31日 

金額 構成比 金額 構成比 
対前期比 

増減率 

売 

上 

高 

            

塗工機械  12,589,833  84.5  7,996,027  96.1  △36.5

化工機械  2,095,050  14.1  168,750  2.0  △91.9

その他  207,225  1.4  157,424  1.9  △24.0

計  14,892,108  100.0  8,322,202  100.0  △44.1

内輸出高  4,591,678  30.8  624,822  7.5  △86.4

受 

注 

高 

塗工機械  7,505,713  94.7  5,808,729  94.8  △22.6

化工機械  222,430  2.8  163,280  2.7  △26.6

その他  198,491  2.5  157,940  2.5  △20.4

計  7,926,634  100.0  6,129,950  100.0  △22.7

内輸出高  2,020,728  25.5  1,097,397  17.9  △45.7

受 

注 

残 

高 

塗工機械  4,012,200  97.1  1,824,901  94.1  △54.5

化工機械  108,830  2.6  103,360  5.3  △5.0

その他  10,118  0.3  10,633  0.6  5.1

計  4,131,148  100.0  1,938,895  100.0  △53.1

内輸出高  529,760  12.8  1,002,335  51.7  89.2
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