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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 68,196 △4.5 3,301 △8.9 2,614 13.1 1,149 82.9
21年3月期 71,392 9.0 3,621 13.3 2,311 △15.3 628 △45.9

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 18.34 ― 3.7 3.5 4.8
21年3月期 10.02 ― 2.0 2.9 5.1

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  △774百万円 21年3月期  △1,320百万円

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 69,575 31,872 45.8 508.36
21年3月期 80,779 30,943 38.3 493.52

（参考） 自己資本   22年3月期  31,872百万円 21年3月期  30,943百万円

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 7,861 △1,971 △8,885 3,022
21年3月期 △3,362 △759 4,456 6,014

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00 627 99.8 2.0
22年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00 627 54.6 2.0

23年3月期 
（予想）

― 5.00 ― 5.00 10.00 36.9

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

22,000 △19.7 △600 ― △600 ― △500 ― △7.97

通期 62,000 △9.1 3,300 0.0 3,200 22.4 1,700 47.9 27.11
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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、17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」をご覧下さい。 

(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28ページ「1株当たり情報」をご覧下さい。 

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 62,844,251株 21年3月期 62,844,251株

② 期末自己株式数 22年3月期  148,252株 21年3月期  144,502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 62,732 △3.8 2,867 2.0 3,106 3.6 1,729 8.9
21年3月期 65,231 9.7 2,812 9.8 2,997 11.0 1,588 12.5

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 27.55 ―

21年3月期 25.30 ―

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 64,352 28,228 43.9 449.76
21年3月期 74,489 26,735 35.9 425.93

（参考） 自己資本 22年3月期  28,228百万円 21年3月期  26,735百万円

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 

(将来に関する記述等についてのご注意) 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
業績予想に関する事項は3～4ページ「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」をご覧下さい。 

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

21,000 △20.5 △400 ― △300 ― △300 ― △4.78

通期 56,000 △10.7 3,100 8.1 3,100 △0.2 1,700 △1.7 27.09
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①当期の経営成績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、国内外の在庫調整の進展やアジア諸国への輸出増加な

どから企業収益が好転し、設備投資も下げ止まりの兆しを見せるなど、緩やかな景気回復が続き

ました。しかしながら、引き続き厳しい雇用情勢やデフレスパイラルの懸念など先行きの不透明

感は拭えず、本格的な景気回復には未だ時間を要する状況で推移いたしました。 

 当社グループの関連する事業分野におきましては、信号システム事業は、競争が激化しており

ますものの、主力事業であります鉄道信号システム関連が鉄道事業者の安全投資が継続されたこ

とに加えて、九州新幹線延伸や中国の旺盛な鉄道インフラ整備に支えられて堅調に推移いたしま

した。一方の電気機器事業は、半導体関連や液晶パネル製造装置などの設備投資に一部回復の兆

しが見えはじめましたが、事業全体としては厳しい事業環境のうちに推移いたしました。 

 このような中で当社グループは、収益の確保に向けて全社をあげてコスト低減ならびに生産効

率改善に努めるなど体質強化を進めてまいりました結果、受注高、売上高ならびに各利益ともに

当初の業績予想を上回りました。 

 当連結会計年度の業績につきましては、受注高65,136百万円（対前期比12.6%減）、売上高

68,196百万円（対前期比4.5%減）、営業利益3,301百万円（対前期比8.9%減）となり、経常利益

は当社の持分法適用会社であります日本インター株式会社の持分法による投資損失774百万円を

計上いたしましたものの、2,614百万円（対前期比13.1%増）、当期純利益1,149百万円（対前期

比82.9%増）となりました。 

 なお、日本インター株式会社は、平成22年4月26日付けで事業再生ＡＤＲ手続を申請し受理さ

れましたが、事業再建に伴う構造改革費用の特別損失計上による当社グループへの影響額は、上

記の持分法による投資損失に含まれております。 

  

 事業のセグメント別の業績概況は次のとおりであります。 

  

〔信号システム事業〕 

鉄道信号システムにつきましては、「新ＡＴＣ装置」「新ＡＴＳ装置」や「電子連動装置」な

どの保安設備が引き続き堅調に推移いたしました。 

 ＪＲ関係では、ＪＲ九州・鉄道運輸機構「九州新幹線信号設備」をはじめ、ＪＲ東海および 

ＪＲ東日本「ＡＴＳ－Ｐ地上装置」などの受注ならびに売上があり、受注高は前期に比べて減少

となりましたが、売上高は増加となりました。 

 民鉄関係では、京王電鉄「新ＡＴＣ装置」、近畿日本鉄道「新ＡＴＳ装置」などの受注があ

り、売上につきましても京王電鉄「新ＡＴＣ装置」、京成電鉄「新ＡＴＳ装置」をはじめ、都心

と成田国際空港を結ぶ「成田スカイアクセス向け信号設備」などがありましたが、受注高、売上

高ともに前期に比べて減少となりました。 

 公営関係では、東京メトロ「有楽町線ホームドアおよび可動ステップ」をはじめ、大阪市交通

局「６号線統合指令システム」など、各公営交通の信号設備の受注に努めました結果、受注高は

前期に比べて増加となりました。一方、売上高は横浜市交通局「上永谷駅信号設備」などがあり

ましたが、前期に比べて減少となりました。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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輸出関係では、世界 速の武漢-広州間高速旅客専用線にも全線納入した「電子連動装置用

品」が好調で、受注高は前期に及ばなかったものの、売上高は韓国の「盤松線信号設備」なども

あって前期に比べて増加となりました。 

 一方、道路交通管制システムにつきましては、管制センター関連システムやＬＥＤ式信号灯器

などが増加し、受注高、売上高ともに前期を上回りました。 

 この結果、信号システム事業といたしましては、受注高55,440百万円（対前期比10.1%減）、

売上高58,829百万円（対前期比1.1%増）となりました。 

  

〔電気機器事業〕 

半導体応用機器につきましては、厳しい事業環境が続くなかで、主力の産業機器用電源装置が

第4四半期に入り「液晶パネル製造装置用電源装置」や「半導体製造装置用電源装置」に一部回

復の兆しが見えはじめたものの、事業の落ち込みをカバーするまでには至らず、受注高、売上高

ともに前期に比べて減少となりました。また、通信設備用電源装置も携帯電話会社や電力・ガス

会社の設備投資が抑制され、競争激化のなかで利益確保に向けた選択受注をより一層進めたこと

で、受注高、売上高ともに前期に比べて減少となりました。 

 この結果、電気機器事業といたしましては、受注高9,696百万円（対前期比24.7%減）、売上高

9,366百万円（対前期比29.1%減）となりました。 

  

②次期の見通し 

当社グループをとりまく環境は、本格的な景気回復が不透明なことや政策の変化による影響を

少なからず受ける懸念もあることから楽観を許さない状況にあります。 

 信号システム事業につきましては、鉄道事業者の「新ＡＴＣ装置」「新ＡＴＳ装置」など安

全・安定輸送に関する設備投資は継続され、旺盛な需要が続く中国向け「電子連動装置」などの

受注は見込めるものの、大型案件の狭間となることから受注高、売上高ともに当期を下回り、次

期売上高につきましては52,000百万円を予定しております。 

 電気機器事業につきましては、産業機器用電源装置は当期第4四半期以降、継続性については

未だ不透明な状況ながら回復傾向が見えはじめております。通信設備用電源装置は引き続き厳し

い事業展開となりますが、事業全体としては受注高、売上高ともに当期を上回り、次期売上高に

つきましては10,000百万円を予定しております。 

 なお、日本インター株式会社に係る当社の持分法による投資損失は、当期決算において投資額

の範囲まで計上しており、次期の損失は発生しない見込みであります。 

  

 以上のことから、次期業績の見通しといたしましては、受注高62,000百万円、売上高62,000百

万円、経常利益3,200百万円、当期純利益1,700百万円を見込んでおります。 
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①資産、負債及び純資産の状況 

（イ）資産 

当連結会計年度末における流動資産は46,977百万円となり、前連結会計年度末に対し

12,549百万円減少しました。これは現金及び預金が3,020百万円、受取手形及び売掛金が

4,253百万円、たな卸資産が5,221百万円減少したことによるものであります。 

 固定資産は22,598百万円と前連結会計年度末に対し1,345百万円増加しました。これは工

場再整備などに伴い有形固定資産が1,973百万円増加したことによるものであります。 

 この結果、資産合計は69,575百万円と前連結会計年度末に比べて11,204百万円の減少とな

りました。 

  

（ロ）負債 

当連結会計年度末の流動負債は25,629百万円となり、前連結会計年度末に対し14,738百万

円減少しました。これは支払手形及び買掛金が4,253百万円、短期借入金が9,180百万円減少

したことによるものであります。 

 固定負債は12,074百万円と2,606百万円増加しました。これは長期借入金が3,316百万円 

増加したことによるものであります。 

 この結果、負債合計は37,703百万円と前連結会計年度末に比べて12,132百万円の減少とな

りました。 

  

（ハ）純資産 

当連結会計年度末の純資産合計は31,872百万円となり、前連結会計年度末に比べて928百

万円増加しました。これは利益剰余金が521百万円、その他有価証券評価差額金が402百万円

増加したことによるものであります。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

（イ）営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動によるキャッシュ・フローは7,861百万円のプラスとなりました。これは税金等

調整前当期純利益の2,491百万円に加え、売上債権が4,253百万円、たな卸資産が5,226百万

円、仕入債務が4,255百万円減少したことが主な要因であります。 

  

（ロ）投資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・フローは1,971百万円のマイナスとなりました。これは工場

再整備などに伴う有形固定資産の取得により1,789百万円支出したことが主な要因でありま

す。 

  

（ハ）財務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・フローは8,885百万円のマイナスとなりました。これは長期

借入金が969百万円増加したものの、短期借入金が9,180百万円減少したことが主な要因であ

ります。 

(2) 財政状態に関する分析
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 
  

 
（注1）各指標はいずれも連結ベースの財務数値により算出。 

（注2）自己資本比率： 自己資本／総資産 

（注3）時価ベースの自己資本比率： 株式時価総額／総資産 

※株式時価総額： 期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後） 

（注4）インタレスト・カバレッジ・レシオ： 営業キャッシュフロー／利払い 

※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・フローの数値 

※利払い：連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額 

※営業キャッシュ・フローがマイナスである場合記載しておりません。 

  

当社グループは、「鉄道や道路交通の信号システム事業」に代表される社会性・公共性の高い業

種であることから、株主の皆様のご支援にお応えするために業績連動も考慮すべきものと認識しつ

つ、堅実な経営基盤の長期的・継続的な確立と株主資本の充実をはかるために、安定的な配当の継

続を基本方針としております。 

 配当につきましては、上記方針に基づき、年間10円の継続を予定しております。なお、配当金支

払いに関する基準日ならびに回数の変更は予定しておりません。 

 内部留保金につきましては、将来に向けた先進高度技術・新製品の開発に加え、品質向上とコス

ト低減・生産効率改善のための設備投資など事業基盤の強化に備えてまいります。 

  

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 41.9 41.8 40.8 38.3 45.8

時価ベースの自己資本比率 34.8 24.1 24.1 23.8 42.4

インタレスト・カバレッジ・
 レシオ

17.7 1.2 17.6 ― 36.0

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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 近の有価証券報告書(平成21年6月26日提出)の「事業の内容」における「事業系統図(事業の内

容)」および「関係会社の状況」から重要な変更がないため開示を省略いたします。 

  

平成19年3月期決算短信（平成19年5月15日）により開示を行なった内容から重要な変更がないため開

示を省略いたします。  

  

平成21年3月期決算短信（平成21年5月13日）により開示を行なった内容から重要な変更がないため開

示を省略いたします。  

  

平成19年3月期決算短信（平成19年5月15日）により開示を行なった内容から重要な変更がないため開

示を省略いたします。  

  

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)  

http://www.kyosan.co.jp  

(東京証券取引所(上場会社情報検索ページ))  

http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html  

  

当社は、平成19年度を初年度とし平成23年度を 終年度とする５ヵ年の中期経営計画を策定・推

進しております。基本的なビジョン・考え方に変更はありませんが、一昨年来の世界的な金融不安

と実体経済急落の影響を勘案して見直しを行っております。当社グループは引き続きカスタマーオ

リエンテッドに徹し、当社グループの事業成長、企業価値向上に努め、すべてのステークホルダー

の期待にお応えすることで、信頼度ナンバーワン企業の実現を目指してまいります。 

 この中期経営計画では、本社工場再構築と生産・調達体制整備強化に取り組んでおります。これ

らは、老朽化した生産拠点の更新と統合を実現させ、今後の市場見通しおよび事業計画に連動した

生産設備、生産物流、ライフライン設備等の改善により、事業効率および品質の向上を目指すもの

であり、本社工場内に総額55億円を投入して新工場を建設中であります。なお、操業開始は平成22

年8月を予定しております。 

 内部統制につきましては、金融商品取引法で求められる財務報告に係る信頼性確保はもとより、

業務の有効性・効率性向上を目指した全般的な体制整備を深度化させ、実効性のある透明性の高い

経営を心がけてまいります。 

  

2. 企業集団の状況

3. 経営方針

(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

(4) 会社の対処すべき課題
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4.【連結財務諸表】 
 (1)【連結貸借対照表】 

（単位：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 6,115 3,094

受取手形及び売掛金 31,687 27,434

製品 3,283 2,923

半製品 1,916 1,734

仕掛品 14,929 10,265

原材料及び貯蔵品 202 187

繰延税金資産 1,298 1,284

その他 120 76

貸倒引当金 △29 △24

流動資産合計 59,526 46,977

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,943 2,672

機械装置及び運搬具（純額） 906 804

工具、器具及び備品（純額） 891 774

土地 2,980 3,048

リース資産（純額） 142 178

建設仮勘定 209 2,570

有形固定資産合計 8,074 10,048

無形固定資産 863 830

投資その他の資産   

投資有価証券 8,449 8,382

繰延税金資産 2,452 1,866

その他 1,448 1,503

貸倒引当金 △35 △34

投資その他の資産合計 12,314 11,719

固定資産合計 21,252 22,598

資産合計 80,779 69,575
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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 17,401 13,147

短期借入金 12,075 2,895

1年内返済予定の長期借入金 4,531 2,184

未払法人税等 1,208 959

役員賞与引当金 116 116

受注損失引当金 146 159

その他 4,888 6,167

流動負債合計 40,367 25,629

固定負債   

長期借入金 3,284 6,600

長期未払金 1,677 1,163

退職給付引当金 4,107 3,957

その他 399 353

固定負債合計 9,468 12,074

負債合計 49,835 37,703

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,270 6,270

資本剰余金 4,625 4,625

利益剰余金 19,311 19,833

自己株式 △49 △50

株主資本合計 30,158 30,678

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 910 1,313

為替換算調整勘定 △125 △120

評価・換算差額等合計 785 1,193

純資産合計 30,943 31,872

負債純資産合計 80,779 69,575
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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 71,392 68,196

売上原価 58,896 56,030

売上総利益 12,496 12,165

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 2,295 2,244

賞与 800 782

役員賞与引当金繰入額 116 116

退職給付費用 283 251

減価償却費 125 123

荷造及び発送費 956 930

貸倒引当金繰入額 7 －

その他 4,288 4,413

販売費及び一般管理費合計 8,874 8,863

営業利益 3,621 3,301

営業外収益   

受取配当金 127 111

受取保険金及び配当金 43 162

その他 147 124

営業外収益合計 317 398

営業外費用   

支払利息 246 214

持分法による投資損失 1,320 774

手形売却損 8 1

資金調達費用 34 62

その他 18 33

営業外費用合計 1,628 1,085

経常利益 2,311 2,614

特別利益   

貸倒引当金戻入額 8 5

退職給付制度改定益 402 －

抱合せ株式消滅差益 － 71

固定資産売却益 － 0

特別利益合計 411 77

特別損失   

固定資産除売却損 30 112

投資有価証券評価損 342 0

ゴルフ会員権評価損 － 8

環境対策費 59 78

その他 3 －

特別損失合計 436 199

税金等調整前当期純利益 2,286 2,491

法人税、住民税及び事業税 1,233 1,019

法人税等調整額 424 322

法人税等合計 1,657 1,342

当期純利益 628 1,149
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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 6,270 6,270

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,270 6,270

資本剰余金   

前期末残高 4,625 4,625

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,625 4,625

利益剰余金   

前期末残高 19,310 19,311

当期変動額   

剰余金の配当 △627 △627

当期純利益 628 1,149

当期変動額合計 0 521

当期末残高 19,311 19,833

自己株式   

前期末残高 △47 △49

当期変動額   

自己株式の取得 △1 △1

当期変動額合計 △1 △1

当期末残高 △49 △50

株主資本合計   

前期末残高 30,159 30,158

当期変動額   

剰余金の配当 △627 △627

当期純利益 628 1,149

自己株式の取得 △1 △1

当期変動額合計 △1 520

当期末残高 30,158 30,678
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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 2,153 910

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,242 402

当期変動額合計 △1,242 402

当期末残高 910 1,313

為替換算調整勘定   

前期末残高 △91 △125

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △33 5

当期変動額合計 △33 5

当期末残高 △125 △120

評価・換算差額等合計   

前期末残高 2,061 785

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,275 408

当期変動額合計 △1,275 408

当期末残高 785 1,193

純資産合計   

前期末残高 32,220 30,943

当期変動額   

剰余金の配当 △627 △627

当期純利益 628 1,149

自己株式の取得 △1 △1

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,275 408

当期変動額合計 △1,276 928

当期末残高 30,943 31,872
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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 2,286 2,491

減価償却費 1,246 1,282

貸倒引当金の増減額（△は減少） △42 △6

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,975 △149

固定資産除売却損益（△は益） 30 109

投資有価証券評価損益（△は益） 342 1

持分法による投資損益（△は益） 1,320 774

受取利息及び受取配当金 △138 △112

支払利息 246 214

売上債権の増減額（△は増加） △3,127 4,253

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,982 5,226

仕入債務の増減額（△は減少） △508 △4,255

その他 647 △603

小計 △2,655 9,226

利息及び配当金の受取額 150 112

利息の支払額 △245 △218

法人税等の支払額 △612 △1,259

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,362 7,861

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △167 △81

定期預金の払戻による収入 929 111

投資有価証券の取得による支出 △17 △37

有形固定資産の取得による支出 △1,281 △1,789

有形固定資産の売却による収入 2 2

無形固定資産の取得による支出 △257 △186

その他 32 9

投資活動によるキャッシュ・フロー △759 △1,971

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） 4,670 △9,180

長期借入れによる収入 1,350 5,500

長期借入金の返済による支出 △918 △4,531

配当金の支払額 △627 △627

その他 △17 △46

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,456 △8,885

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 335 △2,992

現金及び現金同等物の期首残高 5,679 6,014

現金及び現金同等物の期末残高 6,014 3,022
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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
  連結子会社数は8社であります。 

主要な連結子会社は、京三電設工業株式会社であり
ます。
子会社のうち大阪整流器株式会社と信号工業株式会
社は、総資産・売上高・当期純損益及び利益剰余金
等からみても小規模であり、全体として連結財務諸
表に重要な影響を及ぼしておりませんので、連結の
範囲に含めておりません。

1. 連結の範囲に関する事項
  連結子会社数は8社であります。 

主要な連結子会社は、京三電設工業株式会社であり
ます。
子会社のうち大阪整流器株式会社は、総資産・売上
高・当期純損益及び利益剰余金等からみても小規模
であり、全体として連結財務諸表に重要な影響を及
ぼしておりませんので、連結の範囲に含めておりま
せん。

2. 持分法の適用に関する事項
  非連結子会社2社及び関連会社1社のうち、関連会社

日本インター株式会社に対する投資について持分法
を適用しております。

  非連結子会社大阪整流器株式会社と信号工業株式会
社については、当期純損益及び利益剰余金等に及ぼ
す影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性が
ありませんので、これらの会社に対する投資につい
ては、持分法を適用せず原価法により評価しており
ます。

2. 持分法の適用に関する事項
    非連結子会社1社及び関連会社1社のうち、関連会社

日本インター株式会社に対する投資について持分法
を適用しております。

  非連結子会社大阪整流器株式会社については、当期
純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であ
り、かつ、全体としても重要性がありませんので、
この会社の投資については、持分法を適用せず原価
法により評価しております。

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項
  連結子会社は親会社と同じ決算日であります。

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

(ィ)有価証券
   その他有価証券          
     時価のあるもの……決算末日の市場価格等に

基づく時価法 
              (評価差額は、全部純資

産直入法により処理し、
売却原価は、移動平均法
により算定)

     時価のないもの……移動平均法による原価法

4. 会計処理基準に関する事項
 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

(ィ)有価証券
同左

     
       
    
              
              
              
              
              

  (ロ)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

り下げの方法)によっております。
    製品、仕掛品……個別法

    半製品、原材料……総平均法

  (ロ)たな卸資産
同左

     
     

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

主として当社及び国内連結子会社は定率法、在
外子会社は定額法によっております。

 建物(建物付属設備は除く)
 a 平成10年3月31日以前に取得したもの……定率

法によっております。
 b 平成10年4月1日以降に取得したもの……定額法

によっております。

 建物以外……定率法によっております。
  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 
 その他     2～20年

(ロ)無形固定資産(リース資産を除く) 
定額法 
なお、ソフトウェア(自社利用分)については、
社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
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
(ィ)有形固定資産(リース資産を除く)

同左

 
  

  
 
 

(ロ)無形固定資産(リース資産を除く) 
        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)

(ハ)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
る定額法を採用しております。  
なお、リース取引開始日が企業会計基準第13号
「リース取引に関する会計基準」の適用初年度
前のリース取引については、通常の賃貸借取引
に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用し
ております。

(ハ)リース資産
同左

 (3) 重要な引当金の計上基準

(ィ)貸倒引当金

    売掛金等の債権貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の債権については個別に回収

可能性を検討し、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

(ィ)貸倒引当金

同左

 

(ロ)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。

過去勤務債務は、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（5年）

による定額法により按分した額を費用処理して

おります。

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生

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（5年）による定額法により按分した

額をそれぞれ発生の翌連結会計年度より費用処

理しております。

 

(ロ)退職給付引当金

同左

 

       

(ハ)役員賞与引当金

役員及び執行役員の賞与支給に備えるため、当
連結会計年度における支給見込額に基づき、計
上しております。

(ニ)受注損失引当金

受注契約に係る損失に備えるため、当連結会計
年度末において将来の損失発生が見込まれ、
かつ当該損失額を合理的に見積もることが可能
なものについて損失見込額を引当計上しており
ます。

(ハ)役員賞与引当金

同左

(ニ)受注損失引当金

同左

 

 (4)          ――  (4) 重要な収益及び費用の計上基準

完成工事高及び完成工事原価の計上基準

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

当連結会計年度
(自 平成21年4月1日
至 平成22年3月31日)

 (5) 重要なヘッジ会計の処理

  (ィ)ヘッジ会計の方法

     金利スワップについては、特例処理の要件を

充たしているため、特例処理によっておりま

す。

  (ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象

     ヘッジ手段……金利スワップ取引

     ヘッジ対象……借入金に係る変動金利

  (ハ)ヘッジ方針

     借入金に係る金利変動リスクを回避する目的

で金利スワップ取引を利用しております。

  (ニ)ヘッジ有効性評価の方法

     特例処理による金利スワップであるため、有

効性の評価は省略しております。 

 

 (5) 重要なヘッジ会計の処理

  (ィ)ヘッジ会計の方法

 同左

  (ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象

                       同左

  (ハ)ヘッジ方針
同左

                  

  (ニ)ヘッジ有効性評価の方法

            同左

                       

 (6) その他連結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。

 (6) その他連結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

           

5. 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

  連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時価

評価法によっております。

5. 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

同左

6. のれん及び負ののれんの償却に関する事項      

のれんは、5年間の定額法により償却しておりま

す。

6. のれん及び負ののれんの償却に関する事項     

同左

7. 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、かつ、価値の変動については僅少なリスクし

か負わない短期的な投資からなっております。

7. 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】

【会計処理の変更】

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)

(完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更)
当連結会計年度より「工事契約に関する会計基準」(企業会計基準第15号 平成19年12月27

日)及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第18号 平成19年12

月27日)を適用し、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。

この変更による営業利益、経常利益および税金等調整前当期純利益ならびに事業セグメント

にあたえる影響は軽微であります。

 (退職給付に係る計上基準の変更)

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。 

 数理計算上の差異を翌期から償却するため、この変更による営業利益、経常利益および税金

等調整前当期純利益にあたえる影響はありません。 

 また、本会計基準の適用に伴い発生する退職給付債務の差額の未処理残高はありません。
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 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 

  

(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
(平成21年3月31日)

当連結会計年度 
(平成22年3月31日)

 

1．投資有価証券のうち 

  非連結子会社及び関連会社の株式

792百万円

2．有形固定資産から控除した減価償却累計額

13,624百万円

 

1.投資有価証券のうち 

 非連結子会社及び関連会社の株式

10百万円

2．有形固定資産から控除した減価償却累計額

13,987百万円

 

 

3．担保資産及び担保資産に対応する債務

担保資産

百万円

建物及び構築物 41

土地 278

小計 320

投資有価証券 2,441

計 2,761

担保資産に対応する債務

百万円

短期借入金 1,144
 1年内返済予定の
長期借入金

1,556

計 2,701

 

 

3．担保資産及び担保資産に対応する債務

担保資産

百万円

建物及び構築物 39

土地 278

小計 318

投資有価証券 2,659

計 2,977

担保資産に対応する債務

百万円

短期借入金 1,149
1年内返済予定の
長期借入金

1,922

計 3,072

 

 
4．受取手形割引高 804百万円

 

 
4．受取手形割引高 ― 百万円

 

5．貸出コミットメント契約

   当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

金融機関5行と貸出コミットメント契約を締結し

ております。

   この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行

残高等は次のとおりであります。

貸出コミットメント総額 5,000百万円

借入実行残高 5,000

差引額 ―
 

5．貸出コミットメント契約

   当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

金融機関5行と貸出コミットメント契約を締結し

ております。

   この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行

残高等は次のとおりであります。

貸出コミットメント総額 6,000百万円

借入実行残高 ―

差引額 6,000
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(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成20年4月1日
  至 平成21年3月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年4月1日
至 平成22年3月31日)

1．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

1,349百万円

1．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

1,517百万円

2.          ―― 2．抱合せ株式消滅差益は、平成21年4月に連結子会社京

三電設工業(株)が非連結子会社信号工業(株)を吸収

合併したことに伴い計上したものであります。

 

3．固定資産除売却損の内訳

   百万円

      建物及び構築物 5 

      機械装置及び運搬具 7

      工具、器具及び備品 11

    ソフトウエア 6

       その他 0

         計 30

 

3．固定資産除売却損の内訳

   百万円

   建物及び構築物 88

   機械装置及び運搬具 6

     工具、器具及び備品 17

  ソフトウエア -

      その他 -

      計 112

4. 環境対策費は本社及び鶴見工場の土壌汚染の浄化等

にかかる費用であります。

4.          同左
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（変動事由の概要） 

 増加数5,018株は、単元未満株の買取によるものであります。 
  

 
  

 
  

(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) 62,844,251 ― ― 62,844,251

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) 139,484 5,018 ― 144,502

３ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

1株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成20年6月27日 
定時株主総会

普通株式 313 5.0 平成20年3月31日 平成20年6月30日

平成20年11月11日 
取締役会

普通株式 313 5.0 平成20年9月30日 平成20年12月5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
(百万円)

1株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年6月26日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 313 5.0 平成21年3月31日 平成21年6月29日
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（変動事由の概要） 

 増加数3,750株は、単元未満株の買取によるものであります。 
  

 
  

 

  

 
  

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)

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) 62,844,251 ― ― 62,844,251

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) 144,502 3,750 ― 148,252

３ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

1株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成21年6月26日 
定時株主総会

普通株式 313 5.0 平成21年3月31日 平成21年6月29日

平成21年11月11日 
取締役会

普通株式 313 5.0 平成21年9月30日 平成21年12月4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
(百万円)

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 313 5.0 平成22年3月31日 平成22年6月28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

現金及び預金勘定 6,115百万円

預入期間が3ヶ月を超える 
定期預金

△100

現金及び現金同等物 6,014
 

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 3,094百万円

預入期間が3ヶ月を超える 
定期預金

△72

現金及び現金同等物 3,022

㈱京三製作所(6742)　平成22年3月期決算短信

－21－



  

 
  

 
(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な製品 

(1) 信号システム事業……列車運行管理システム、列車保安制御システム、交通管制システム 

(2) 電気機器事業…………半導体応用機器 

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連結会計年度2,670百万円、当連

結会計年度2,733百万円であり、親会社の管理部門等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連結会計年度12,702百万円、当連結会計年度

9,305百万円であり、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

科目

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)

信号システム 
事業 

(百万円)
電気機器事業
(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

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

58,173 13,219 71,392 ― 71,392

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

2 2,487 2,489 (2,489) ―

計 58,175 15,706 73,881 (2,489) 71,392

  営業費用 52,555 15,034 67,589 181 67,770

  営業利益 5,620 671 6,292 (2,670) 3,621

Ⅱ 資産、減価償却費及び 
資本的支出

  資産 59,467 8,609 68,076 12,702 80,779

  減価償却費 918 221 1,140 105 1,246

  資本的支出 1,437 298 1,735 56 1,792

科目

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)

信号システム 
事業 

(百万円)
電気機器事業
(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

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

58,829 9,366 68,196 ― 68,196

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

5 2,277 2,283 (2,283) ―

計 58,835 11,644 70,479 （2,283) 68,196

  営業費用 53,412 11,031 64,443 450 64,894

  営業利益 5,422 612 6,035 (2,733) 3,301

Ⅱ 資産、減価償却費及び 
資本的支出

  資産 53,402 6,866 60,269 9,305 69,575

  減価償却費 974 200 1,175 107 1,282

  資本的支出 3,194 64 3,259 31 3,291
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前連結会計年度及び当連結会計年度については、全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合

が、いずれも90％を超えるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

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） 

 
（注）1.地域は、地理的近接度により区分しております。各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

（１）アジア・・・・・・・・・・中国、韓国、台湾等 

（２）その他・・・・・・・・・・ベネズエラ等 

   2.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。 

  

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.地域は、地理的近接度により区分しております。各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

（１）アジア・・・・・・・・・・中国、韓国、台湾等 

（２）その他・・・・・・・・・・アメリカ等 

   2.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 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高

アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 5,691 203 5,894

Ⅱ 連結売上高（百万円） 71,392

Ⅲ 連結売上高に占める 

   海外売上高の割合
8.0％ 0.3％ 8.3％

アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 6,104 248 6,352

Ⅱ 連結売上高（百万円） 68,196

Ⅲ 連結売上高に占める 

   海外売上高の割合
9.0％ 0.4％ 9.3％
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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)

  未払賞与 711百万円

  未払事業税 111

  退職給付引当金 1,617

  減損損失 554

  長期未払金 795

  その他 769

繰延税金資産小計 4,558

評価性引当額 △181

繰延税金資産合計 4,376

(繰延税金負債)

その他有価証券評価差額金 △625百万円

繰延税金負債合計 △625

繰延税金資産(負債)の純額 3,751

  (注) 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。

    流動資産―繰延税金資産 1,298百万円

    固定資産―繰延税金資産 2,452

         計 3,751

 

 

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)

  未払賞与 724百万円

  未払事業税 86

  退職給付引当金 1,564

  減損損失 552

  長期未払金 567

  その他 725

繰延税金資産小計 4,221

評価性引当額 △168

繰延税金資産合計 4,052

(繰延税金負債)

その他有価証券評価差額金 △901百万円

繰延税金負債合計 △901

繰延税金資産(負債)の純額 3,151

  (注) 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。

    流動資産―繰延税金資産 1,284百万円

    固定資産―繰延税金資産 1,866

         計 3,151

 

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.6％

(調整)

 交際費等永久に損金に算入されない項目 3.4

 受取配当金等永久に益金に算入されない

 項目
△2.1

 住民税均等割 1.4

 試験研究費税額控除 △2.2

 持分法投資損失 23.2

 役員賞与引当金 2.0

 評価性引当額 8.0

 その他 △1.8

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 72.5％
 

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.6％

(調整)

 交際費等永久に損金に算入されない項目 3.2

 受取配当金等永久に益金に算入されない

 項目
△2.3

 住民税均等割 1.3

 試験研究費税額控除 △3.0

 持分法投資損失 12.4

 役員賞与引当金 1.9

 評価性引当額 △0.6

 その他 0.4

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 53.9％
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 前連結会計年度（平成21年3月31日） 

  

その他有価証券 

 
(注)  1 時価のあるその他有価証券の減損処理にあたっては、連結会計年度末における時価の簿価に対する下落率が

50％以上の銘柄については一律に減損処理するとともに、下落率30％以上50％未満の銘柄については、回復
可能性を判定し、回復可能性がないと判断された銘柄を減損処理することとしております。 

2 その他有価証券で時価のある株式について、当連結会計年度において342百万円の減損処理を行っておりま
す。 
  

その他有価証券 

 

  

 当連結会計年度（平成22年3月31日） 
  

 
(注)    時価のあるその他有価証券の減損処理にあたっては、連結会計年度末における時価の簿価に対する下落率が

50％以上の銘柄については一律に減損処理するとともに、下落率30％以上50％未満の銘柄については、回復
可能性を判定し、回復可能性がないと判断された銘柄を減損処理することとしております。 
  

  

(有価証券関係)

(1) 時価のある有価証券

区分
取得原価 
(百万円)

連結決算日における連結貸
借対照表計上額(百万円)

差額 
(百万円)

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
株式

  
1,861

  
3,935

  
2,074

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
株式

  
3,413

  
2,913

  
△499

計 5,274 6,848 1,574

(2) 時価評価されていない有価証券

内容 連結貸借対照表計上額(百万円)

非上場株式            808

その他有価証券

区分
取得原価 
(百万円)

連結決算日における連結貸
借対照表計上額(百万円)

差額 
(百万円)

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
株式

  
2,840

  
5,395

  
2,554

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
株式

  
2,467

  
2,162

  
△304

計 5,307 7,557 2,249
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(注) 連結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。 

  

 
(注)  1 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。 

2 「ト その他」は、確定拠出年金への掛金支払額であります。 

(退職給付関係)

１ 採用している退職給付制度の概要

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)

当社は確定給付企業年金制度、確定拠出年金制度並びに

退職一時金制度を設けております。また、国内連結子会

社4社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度

及び退職一時金制度を設けており、在外連結子会社にお

いても、確定給付型制度を設けております。

当社は確定給付企業年金制度、確定拠出年金制度並びに

退職一時金制度を設けております。 

また、国内連結子会社4社の内1社は確定給付企業年金制

度、3社は確定給付型の制度として、適格退職年金制度

及び退職一時金制度を設けており、在外連結子会社にお

いても、確定給付型制度を設けております。

 

２ 退職給付債務に関する事項

項目
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)

イ 退職給付債務(百万円) △6,952 △6,427

ロ 年金資産(百万円) 2,247 2,105

ハ 未積立退職給付債務(イ＋ロ)(百万円) △4,705 △4,321

ニ 未認識数理計算上の差異(百万円) 441 258

ホ 未認識過去勤務債務（債務の減額）(百万円) 156 105

ヘ 退職給付引当金(ハ＋ニ＋ホ)(百万円) △4,107 △3,957

 

３ 退職給付費用に関する事項

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)

イ 勤務費用(百万円) 536 421

ロ 利息費用(百万円) 165 118

ハ 期待運用収益(百万円) △23 △24

ニ 数理計算上の差異の費用処理額(百万円) 130 124

ホ 過去勤務債務の費用処理額(百万円) 38 50

ヘ 退職給付費用 
  (イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ)(百万円)

847 690

ト その他(百万円) 21 128

計 869 819
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(注)  1 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（5年）による定額法により按分した額を費用

処理しております。 

2 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（5年）による定額法により按分した額をそれ

ぞれ発生の翌連結会計年度より費用処理しております。 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

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)

イ 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同左

ロ 割引率  2.0％  2.0％

ハ 期待運用収益率 1.5％    2.0％

ニ 過去勤務債務の額の処理年数 (注)1 5年 5年

ホ 数理計算上の差異の処理年数 (注)2 5年 5年
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(注) 算定上の基礎 

  1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後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。 

 
  

 持分法適用関連会社の日本インター株式会社は、平成22年4月26日に事業再生ADR手続の申請を行い、

同日付で受理されました。 

  

 リース取引、関連当事者との取引、金融商品、デリバティブ取引、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。 

  

(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 493円 52銭 1株当たり純資産額 508円  36銭

1株当たり当期純利益金額 10円 2銭 1株当たり当期純利益金額 18円  34銭

なお、潜在株式調整後1株あたり当期純利益金額につい
ては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないた
め記載しておりません。  

同左

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株当たり当期純利益金額の算定上の基礎

連結損益計算書上の当期純利益(百万円) 628 1,149

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) 628 1,149

普通株式の期中平均株式数(千株) 62,701 62,697

(重要な後発事象)

(開示の省略)
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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 5,627 2,718

受取手形 1,450 1,837

売掛金 27,381 22,540

製品 3,226 2,866

半製品 1,525 1,419

仕掛品 13,917 8,980

原材料及び貯蔵品 94 91

未収入金 721 396

前払費用 23 22

繰延税金資産 1,005 1,012

短期貸付金 － 905

その他 76 3

貸倒引当金 △28 △22

流動資産合計 55,022 42,774

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,143 1,957

構築物（純額） 343 286

機械及び装置（純額） 809 722

車両運搬具（純額） 14 16

工具、器具及び備品（純額） 815 709

土地 2,055 2,055

リース資産（純額） 94 124

建設仮勘定 209 2,566

有形固定資産合計 6,486 8,439

無形固定資産   

借地権 88 88

ソフトウエア 640 629

その他 20 20

無形固定資産合計 750 738

投資その他の資産   

投資有価証券 7,471 8,169

関係会社株式 1,476 1,476

長期前払費用 89 146

繰延税金資産 2,172 1,621

その他 1,041 1,006

貸倒引当金 △20 △20

投資その他の資産合計 12,230 12,398

固定資産合計 19,467 21,577

資産合計 74,489 64,352

㈱京三製作所(6742)　平成22年3月期決算短信

－29－



（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 811 420

買掛金 15,288 11,566

短期借入金 13,447 4,503

1年内返済予定の長期借入金 4,531 2,184

リース債務 21 32

未払金 534 1,827

未払消費税等 339 546

未払費用 1,630 1,675

未払法人税等 1,025 861

前受金 1,001 745

預り金 106 79

役員賞与引当金 70 70

受注損失引当金 146 159

その他 0 －

流動負債合計 38,952 24,670

固定負債   

長期借入金 3,284 6,600

リース債務 77 97

長期未払金 1,677 1,163

退職給付引当金 3,543 3,439

その他 218 151

固定負債合計 8,801 11,452

負債合計 47,754 36,123

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,270 6,270

資本剰余金 4,625 4,625

資本準備金 4,625 4,625

利益剰余金 14,995 16,097

利益準備金 1,104 1,104

その他利益剰余金 13,891 14,992

別途積立金 10,500 10,500

繰越利益剰余金 3,391 4,492

自己株式 △24 △25

株主資本合計 25,867 26,967

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 867 1,261

評価・換算差額等合計 867 1,261

純資産合計 26,735 28,228

負債純資産合計 74,489 64,352
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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 65,231 62,732

売上原価   

製品期首たな卸高 3,386 3,226

当期製品製造原価 53,430 51,402

当期製品仕入高 1,684 1,006

合計 58,501 55,635

製品他勘定振替高 116 128

製品期末たな卸高 3,226 2,866

製品売上原価 55,158 52,640

売上総利益 10,073 10,091

販売費及び一般管理費   

運搬費 802 772

広告宣伝費 90 102

役員報酬 447 457

給料及び手当 2,456 2,426

退職給付費用 244 216

役員賞与引当金繰入額 70 70

貸倒引当金繰入額 7 －

福利厚生費 406 398

交際費 160 152

旅費及び交通費 335 310

通信費 83 92

減価償却費 99 92

賃借料 402 401

租税公課 137 135

研究開発費 614 793

その他 902 799

販売費及び一般管理費合計 7,260 7,224

営業利益 2,812 2,867

営業外収益   

受取配当金 242 242

受取保険金及び配当金 43 118

固定資産賃貸料 160 162

雑収入 67 84

営業外収益合計 513 608

営業外費用   

支払利息 215 213

固定資産賃貸費用 65 74

手形売却損 0 1

資金調達費用 34 62

雑支出 12 16

営業外費用合計 327 368

経常利益 2,997 3,106
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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   

貸倒引当金戻入額 8 6

退職給付制度改定益 402 －

特別利益合計 411 6

特別損失   

固定資産除売却損 27 110

ゴルフ会員権評価損 0 8

投資有価証券評価損 342 0

環境対策費 59 78

その他 2 －

特別損失合計 432 198

税引前当期純利益 2,977 2,914

法人税、住民税及び事業税 1,028 910

法人税等調整額 360 274

法人税等合計 1,389 1,185

当期純利益 1,588 1,729
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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 6,270 6,270

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,270 6,270

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 4,625 4,625

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,625 4,625

資本剰余金合計   

前期末残高 4,625 4,625

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,625 4,625

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 1,104 1,104

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,104 1,104

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 10,500 10,500

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 10,500 10,500

繰越利益剰余金   

前期末残高 2,430 3,391

当期変動額   

剰余金の配当 △627 △627

当期純利益 1,588 1,729

当期変動額合計 960 1,101

当期末残高 3,391 4,492

利益剰余金合計   

前期末残高 14,035 14,995

当期変動額   

剰余金の配当 △627 △627

当期純利益 1,588 1,729

当期変動額合計 960 1,101

当期末残高 14,995 16,097
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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) 

自己株式   

前期末残高 △22 △24

当期変動額   

自己株式の取得 △1 △1

当期変動額合計 △1 △1

当期末残高 △24 △25

株主資本合計   

前期末残高 24,908 25,867

当期変動額   

剰余金の配当 △627 △627

当期純利益 1,588 1,729

自己株式の取得 △1 △1

当期変動額合計 958 1,099

当期末残高 25,867 26,967

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 2,080 867

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,212 393

当期変動額合計 △1,212 393

当期末残高 867 1,261

評価・換算差額等合計   

前期末残高 2,080 867

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,212 393

当期変動額合計 △1,212 393

当期末残高 867 1,261

純資産合計   

前期末残高 26,989 26,735

当期変動額   

剰余金の配当 △627 △627

当期純利益 1,588 1,729

自己株式の取得 △1 △1

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,212 393

当期変動額合計 △254 1,493

当期末残高 26,735 28,228
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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】

(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……決算末日の市場価格等に基

づく時価法(評価差額は、

全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均

法により算定)

    時価のないもの……移動平均法による原価法

1. 有価証券の評価基準及び評価方法        

同左

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。

製品、仕掛品……個別法 

半製品、原材料……総平均法

2. たな卸資産の評価基準及び評価方法

同左

3. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く)

    建物(建物付属設備は除く)

 a 平成10年3月31日以前に取得したもの……
定率法によっております。

b 平成10年4月1日以降に取得したもの……
定額法によっております。

    建物以外……定率法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりでありま

す。       

 建物           3～50年 

 機械装置    8～12年     

3. 固定資産の減価償却の方法

   有形固定資産(リース資産を除く)

同左

    

    
  

    

   無形固定資産(リース資産を除く)        

定額法

なお、ソフトウェア(自社利用分)については、

社内における利用可能期間(5年)に基づく定額

法によっております。

   長期前払費用

定額法

   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
する定額法を採用しております。 
なお、リース取引開始日が企業会計基準第13
号「リース取引に関する会計基準」の適用初
年度前のリース取引については、通常の賃貸
借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続
き採用しております。

   無形固定資産(リース資産を除く)        

                       同左

     長期前払費用

               同左

     リース資産

               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)

4. 引当金の計上基準

貸倒引当金

売掛金等の債権貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の債権については個別に回収

可能性を検討し、回収不能見込額を計上してお

ります。

4. 引当金の計上基準

貸倒引当金

同左

役員賞与引当金

役員及び執行役員の賞与支給に備えるため、当

事業年度における支給見込額に基づき、計上し

ております。

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。 

過去勤務債務は、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（5年）に

よる定額法により按分した額を費用処理してお

ります。 

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時にお

ける従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数(5年)による定額法により按分した額をそれ

ぞれ発生の翌事業年度より費用処理しておりま

す。

役員賞与引当金

同左 

  

 

退職給付引当金

               同左

受注損失引当金

受注契約に係る損失に備えるため、当事業年度

末において将来の損失発生が見込まれ、かつ当

該損失額を合理的に見積もることが可能なもの

について損失見込額を引当計上しております。

受注損失引当金

               同左

5. 費用収益の計上基準

   完成工事高及び完成工事原価の計上基準

長期工事については工事進行基準を採用してお

ります。

5. 費用収益の計上基準

    完成工事高及び完成工事原価の計上基準

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。

6. ヘッジ会計の方法

 (ィ)ヘッジ会計の方法

    金利スワップについては、特例処理の要件を充

たしているため、特例処理によっております。

 (ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象

    ヘッジ手段……金利スワップ取引

    ヘッジ対象……借入金に係る変動金利

 (ハ)ヘッジ方針

    借入金に係る金利変動リスクを回避する目的で

金利スワップ取引を利用しております。

 (ニ)ヘッジ有効性評価の方法

    特例処理による金利スワップであるため、有効

性の評価は省略しております。

6. ヘッジ会計の方法

 (ィ)ヘッジ会計の方法

                       同左 

 

 (ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象

            同左

            

 (ハ)ヘッジ方針

                       同左 

 

 (ニ)ヘッジ有効性評価の方法

          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

   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。

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】

【会計処理の変更】

当事業年度
(自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)

(完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更)
当事業年度より「工事契約に関する会計基準」(企業会計基準第15号 平成19年12月27日)及

び「工事契約に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27

日)を適用し、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。

 この変更による営業利益、経常利益および税金等調整前当期純利益にあたえる影響は軽微で

あります。

 (退職給付に係る計上基準の変更)

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。 

 数理計算上の差異を翌期から償却するため、この変更による営業利益、経常利益および税金

等調整前当期純利益にあたえる影響はありません。 

 また、本会計基準の適用に伴い発生する退職給付債務の差額の未処理残高はありません。

【表示方法の変更】

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）

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「短期貸付金」は、金額

的重要性が増したため、当事業年度において区分掲記することといたしました。 

 なお、前事業年度の「その他」に含まれている「短期貸付金」は70百万円であります。
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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．有形固定資産の

  減価償却累計額
11,709百万円

2．担保資産及び担保資産に対応する債務

    担保資産

投資有価証券 2,147百万円

関係会社株式 227

   合計 2,375 

担保資産に対応する債務

短期借入金 924百万円

1年内返済予定の
長期借入金

1,556

   計 2,481  

 

 

1． 有形固定資産の

   減価償却累計額
11,971百万円

2．担保資産及び担保資産に対応する債務

    担保資産

投資有価証券 2,369百万円

関係会社株式 227

  合計 2,596

担保資産に対応する債務

短期借入金 929百万円

1年内返済予定の
長期借入金

1,922

  計 2,852

 

3．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 

  関係会社に対するものは次のとおりであります。

売掛金
未収入金

385百万円

695

流動資産その他 70

買掛金 1,871

短期借入金 3,612
 

3．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 

  関係会社に対するものは次のとおりであります。

売掛金
未収入金

84百万円

374

短期貸付金 905

買掛金 1,683

短期借入金 2,418

 
4．受取手形割引高 804百万円

 
4．受取手形割引高 － 百万円

 

5．貸出コミットメント契約

    当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取 

  引金融機関5行と貸出コミットメント契約を締 

  結しております。

    この契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高 

  等は次のとおりであります。

   貸出コミットメント総額 5,000百万円

  借入実行残高 5,000

  差引額 ―
 

5．貸出コミットメント契約

    当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取 

  引金融機関5行と貸出コミットメント契約を締 

  結しております。

    この契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高 

  等は次のとおりであります。

   貸出コミットメント総額 6,000百万円

  借入実行残高 ―

  差引額 6,000
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(変動事由の概要)  

増加数5,018株は、単元未満株式の買取によるものであります。 

  

 
(変動事由の概要)  

増加数3,750株は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

  

  

(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)

 1．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

                   1,349百万円

 1．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

                    1,517百万円

 2．関係会社に係る営業外収益

固定資産賃貸料 154 百万円

受取配当金 117

2．関係会社に係る営業外収益

固定資産賃貸料 152 百万円

受取配当金 133

 

 3．固定資産除売却損の内訳

建物 4 百万円

機械及び装置 4

車両運搬具 0

工具器具及び備品 9

その他 6

    計 27

 

3．固定資産除売却損の内訳

建物 87 百万円

構築物 0

機械及び装置 4

車両運搬具 1

工具器具及び備品 16

その他 －

   計 110

4．環境対策費は本社及び鶴見工場の土壌汚染の浄化等

にかかる費用であります。
4．           同左

5．関係会社からの製品、部品及び委託加工費の仕入高 

                  19,446百万円

5．関係会社からの製品、部品及び委託加工費の仕入高 

                    16,159百万円

(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) 70,779 5,018 ― 75,797

 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) 75,797 3,750 ― 79,547
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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） 

  

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

 

  

 当事業年度（自平成21年4月1日 至平成22年3月31日） 

  

子会社株式及び関連会社株式 

 
  

(有価証券関係)

種類
貸借対照表計上額 

(百万円)
時価

(百万円)
差額 

(百万円)

関連会社株式 718 1,055 336

種類
貸借対照表計上額 

(百万円)
時価

(百万円)
差額 

(百万円)

関連会社株式 718 1,580 861
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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)

未払賞与 487百万円

未払事業税 94

退職給付引当金 1,439

役員退職慰労未払金 91

減損損失 554

長期未払金 795

その他 493

  小計 3,955

評価性引当額 △184

繰延税金資産合計 3,771

(繰延税金負債)

その他有価証券評価差額金 △593百万円

繰延税金負債合計 △593

繰延税金資産(負債)の純額 3,177

  (注) 繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の

項目に含まれております。

    流動資産―繰延税金資産 1,005百万円

    固定資産―繰延税金資産 2,172

         計 3,177

 

 

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)

未払賞与 497百万円

未払事業税 78

退職給付引当金 1,397

役員退職慰労未払金 64

減損損失 552

長期未払金 567

その他 509

 小計 3,667

評価性引当額 △169

繰延税金資産合計 3,497

(繰延税金負債)

その他有価証券評価差額金 △863百万円

繰延税金負債合計 △863

繰延税金資産(負債)の純額 2,633

  (注) 繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の

項目に含まれております。

   流動資産―繰延税金資産 1,012百万円

   固定資産―繰延税金資産 1,621

        計 2,633

 

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

 法定実効税率 40.6％

 交際費等永久に損金に算入されない項目 2.1

 受取配当金等永久に益金に算入されない 
 項目

△1.6

 住民税均等割 1.0

 試験研究費税額控除 △1.7

 役員賞与引当金 1.0

 評価性引当額 6.2

 その他 △0.9

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 46.7％

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異が法定実効税率の百分の五以下であ

るため注記を省略しております。
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(注) 算定上の基礎 

1株当たり当期純利益金額 

 

  

 持分法適用関連会社の日本インター株式会社は、平成22年4月26日に事業再生ADR手続の申請を行い、

同日付で受理されました。 

  

(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 425円93銭 1株当たり純資産額 449円76銭

 
1株当たり当期純利益金額 25円30銭 1株当たり当期純利益金額 27円55銭

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

           同左

項目
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)

損益計算書上の当期純利益(百万円) 1,588 1,729

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) 1,588 1,729

普通株式の期中平均株式数(千株) 62,770 62,766

(重要な後発事象)
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（1）新任取締役候補 

  

 
新任取締役候補者 阪本昌成は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。 

  

（2）退任予定取締役 

  

 
  

（3）就任及び退任予定日 平成22年6月25日 

  

  

  

6. その他

役員の異動

新役職名 氏  名 現役職名

取  締  役 阪 本 昌 成 立教大学法学部教授

現役職名 氏  名 退任後の就任予定役職名

取  締  役 江 坂 文 秀 ―
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