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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 11,839 △11.4 550 14.7 482 3.9 245 63.6
21年3月期 13,368 △16.3 480 △69.8 464 △68.2 150 △83.3

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 10.99 ― 3.4 4.2 4.7
21年3月期 6.72 ― 2.0 3.9 3.6

（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 11,949 7,497 62.7 335.34
21年3月期 11,172 7,174 64.2 320.88

（参考） 自己資本   22年3月期  7,497百万円 21年3月期  7,174百万円

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 649 △336 △137 827
21年3月期 925 △917 △268 637

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 ― 6.00 ― 2.00 8.00 178 119.0 2.4
22年3月期 ― 0.00 ― 9.00 9.00 201 81.9 2.7
23年3月期 

（予想）
― 5.00 ― 6.00 11.00 54.7

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

6,200 17.4 240 70.5 240 241.4 180 2,826.6 8.05

通期 12,500 5.6 600 8.9 600 24.3 450 83.1 20.13
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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、16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」をご参照ください。 

(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、26ページ「１株当たり情報」をご参照ください。 

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 22,921,562株 21年3月期 22,921,562株
② 期末自己株式数 22年3月期  563,906株 21年3月期  563,130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 10,242 △13.1 360 △2.2 331 △13.6 200 23.5
21年3月期 11,789 △15.9 369 △66.0 382 △62.2 162 △74.4

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 8.95 ―
21年3月期 7.25 ―

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 12,110 6,810 56.2 304.61
21年3月期 10,965 6,561 59.8 293.48

（参考） 自己資本 22年3月期  6,810百万円 21年3月期  6,561百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記の連結業績予想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、実際の業績は今後さまざまな要因によって予想数値と異なる場合がありま
す。 
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(1）経営成績に関する分析 

①当期の経営成績  

2008年秋以降の世界経済停滞により当社グループ事業の市場規模も急激に縮小しましたが、当連結会計年度におい

ては中国における「家電下郷」に代表される各国の景気刺激策により、薄型テレビ、冷蔵庫やエアコンの需要が伸び

ました。 

国内においては、地上デジタル放送への完全移行に近付きつつあることやエコポイント制度の導入の追い風もあ

り、薄型テレビやＤＶＤレコーダーなどが堅調に推移しました。 

これらの製品の生産拠点である中国、東南アジア圏は昨年初を底に景気の上昇が始まり、当連結会計年度の第２四

半期に入ると増産体制を加速し始めました。これに伴い半導体需給が好転し、半導体製造装置などの産業機器につい

ても底離れの兆しを見せるようになりました。そのような中で景気変動の影響を受けにくい医療機器、電力機器、鉄

道システム関連機器などの分野は堅調に推移しました。 

  

当社グループの対応 

当連結会計年度当初は2008年秋以降の世界経済停滞による需要の悪化が年度を通じて影響すると想定し、その施策

としてノイズ対策コンデンサの小型化、インバータ用各種コンデンサおよび産業機器向けサージ防護素子の品揃え増

強、照明用各種ＬＥＤ光源、高輝度ＬＥＤ光源など新商品開発を推進し、当社グループのコア技術を生かしてこれを

用途拡大していくことを図りました。第２四半期に入ると中国・東南アジアの回復度合いに比べると低調な国内市場

の受注増強に注力し、エコ発電、インテリア照明などの新規用途、新規顧客への拡販活動を強化した結果、運輸や医

療など電機以外の業界から新規受注を獲得しました。 

コスト面では、損益分岐点売上高を低減することを目標に生産工程の省人化、材料を中心としたＶＥ、経費抑制な

どを強力に推進しました。 

以上の結果、当連結会計年度の売上高は118億39百万円（前連結会計年度比89％）、営業利益は５億50百万円（同

115％）、経常利益は４億82百万円（同104％）、当期純利益は２億45百万円（同164％）となり、厳しい経営環境下に

おいて前連結会計年度に比べ減収ながら増益を達成いたしました。 

  

関連製品別の業績は下記のとおりであります。 

  

ノイズ関連製品 

中国・東南アジア向け薄型テレビ、ＤＶＤレコーダー、ゲーム機など家電向けが年度を通じて伸びましたが、第３

四半期以降には伸び率が鈍化しました。その反面、工作機械、半導体製造装置関連の需要が高まり大容量コンデン

サ、電流容量の大きい電磁雑音対策複合製品の需要が急速に回復してまいりました。国内においてはエコ発電などの

分野で大容量コンデンサなどの売上が増加いたしました。この結果、当連結会計年度の売上高は63億99百万円（同

88％）となりました。 

  

サージ関連製品 

ノイズ関連製品と同様に第３四半期に入ると海外において薄型テレビ向けの伸び率が鈍化しましたが、インバータ

エアコン向け需要が上向き、工作機械や半導体製造装置などの産業機器、交通・運輸関連の需要が伸びたこともあ

り、当連結会計年度の売上高は23億99百万円（同101％）となりました。 

  

表示関連製品及びその他製品 

ＦＳ－ＬＣＤにおいては鉄道車両向け表示器の更新需要が一巡しつつあるものの、空港や駅舎などの公共交通施設

における行先表示板向け受注を獲得いたしました。ＬＥＤ照明においては外部デザイナーと協業し、店舗インテリア

や昇降機向けなどの需要も広がりつつあります。この結果、当連結会計年度の売上高は27億50百万円（同84％）とな

りました。 

  

センサー関連製品 

国内における産業機器向け需要が回復しつつありますが、当連結会計年度の売上高は２億91百万円（同74％）となり

ました。 

  

所在地別セグメントの業績は下記のとおりであります。 

  

日本 

産業機器や薄型テレビ、エアコン向けなどの受注に回復の兆しが見られるようになり、年度後半には産業機器向け

需要が伸び始めました。また、エコ発電などに使われるパワーコンディショナーやＦＳ－ＬＣＤの受注を獲得しまし

た。この結果、当連結会計年度の売上高は56億67百万円（同82％）となりました。 

  

１．経営成績
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アジア 

中国における「家電下郷」や省エネ政策推進にも支えられ、デジタル家電、エアコンなどの白物家電への供給が伸び

るとともに通信機器へのサージ関連製品の供給も底堅く推移したことにより、当連結会計年度の売上高は47億95百万

円（同98％）となりました。 

  

北米 

医療機器向けおよび電力機器向け液晶表示器、鉄道車両向けＬＥＤ表示器など景気変動の影響を受けにくい分野が堅

調に推移し、当連結会計年度の売上高は13億77百万円（同85％）となりました。 

  

 ②次期の見通し 

当連結会計年度は、先進国主導から中国、インドを中心とした新興国の需要が世界経済を牽引する構図への変化点

であり、中国・アジアを核として景気の回復速度はさらに速まってくることが予想されます。 

  

 このような経営環境において当社グループは、引き続き「景気変動に左右されない経営体質の構築」を目指してま

いります。 

その施策として、国内においては、従来より進めてきた市場拡大のターゲット市場を将来性のある電力、環境、健

康・医療、交通・運輸に定めこれら市場を深耕することにより製品ミックスを改善してまいります。 

海外においてはターゲット市場を成長性の高い新興国群に定め当社グループの総合力を発揮できる市場を深耕して

まいります。海外先進国、特に米国においては、将来性のある電力、交通・運輸、医療の分野を深耕し、利益率の高

い製品・サービスを提供してまいります。 

また、コスト低減のための変動原価率の低減活動、中国の生産拠点の生産工程の合理化、生産マップの 適化など

グループ全体のコスト 適化を図ってまいります。 

  

上記を勘案し、平成23年3月期の連結業績見通しを下記の通りといたします。 
   

  

  

(2）財政状態に関する分析 

  ①資産、負債、純資産の状況  

前連結会計年度末に対して総資産は７億76百万円増加し、純資産は３億23百万円増加いたしました。  

その結果、自己資本比率は62.7％となり前連結会計年度末から1.5ポイント下回ることとなりました。  

増減の主なものは、資産では受取手形及び売掛金が９億16百万円、投資有価証券が２億48百万円増加しておりま

す。  

負債は４億53百万円増加し、支払手形及び買掛金が４億71百万円増加していることが主な要因であります。  

  

②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の残高は、８億27百万円となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が４億92百万円と、前期を大幅に上回り、減価償

却費６億41百万円、売上債権が９億44百万円増加したことや仕入債務が４億89百万円増加したこと等により、合計で

は６億49万円の収入（前期比70％）となりました。  

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が２億49百万円となり、合計では３億36百

万円の支出（同37％）となりました。  

財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済92百万円、配当金の支払い44百万円等により、合計では１億

37百万円の支出（同51％）となりました。   

   売 上 高  営 業 利 益  経 常 利 益 当期純利益 

 平成23年３月期連結業績予想（百万円）  12,500  600  600  450 

 前連結会計年度比増減（％）  5.6  8.9  24.3  83.1 
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（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移  

（注）  

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／営業キャッシュ・フロー  

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／連結キャッシュ・フロー利息の支払額  

・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おります。  

・株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。  

・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。  

・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。  

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

株主に対する利益還元を重要政策の一つと考えており、安定した配当を実施するために、将来の事業展開や財務体

質の強化に必要な内部留保を確保しながら、当期の利益に対する配当性向30％を基準に配当額を決定することとして

おります。 

 上記方針に則り当期の配当金につきましては、中間配当は見送りましたものの、当期期末配当につきましては、１

株当たり９円とさせていただくことといたしました。次期の配当金につきましては、中間期末において１株当たり５

円、期末において１株当たり６円、年間合計で１株当たり11円の配当をさせていただく計画です。 

  

(4）事業等のリスク 

事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下

のようなものがあります。 

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末において当社グループが判断したものです。 

  

ⅰ. 市場動向による影響 

当社グループの事業は、国内、海外双方の市場の動向の影響を受けております。 

これは、当社グループの顧客が属する業界の動向のみならず、材料、部品業界など当社を取巻くサプライチェーンに

含まれるすべての業界の動向も含まれます。これら業界の規範の変動・景気変動・価格動向によっては、当社グルー

プの業績が大きく影響を受ける可能性があります。 

  

ⅱ. 技術革新および顧客ニーズへの対応 

技術革新、顧客ニーズの変化の動向を的確に把握できず、製品・サービスに反映できない場合あるいは反映が遅れ

た場合、顧客が当社グループから他社あるいは代替技術を応用した他の製品・サービスに切り替える可能性がありま

す。競合他社が、当社グループの製品・サービスに対し圧倒的に競争優位性のある新製品を市場に投入してくる可能

性もあります。 

また、新製品の開発時期が計画より長期化し、開発費用も計画より高額になる可能性もあります。 

 さらにこれらにより新製品が陳腐化し、顧客価値を失ってしまう可能性もあり、いずれの場合も当社グループの事

業、業績および財務体質が著しく損なわれる可能性があります。 

  

ⅲ. 製品・サービスの欠陥によるリスク 

当社グループが提供する製品サービスに欠陥が生じ、これにより顧客に大きな損失を与えた場合、顧客は損失の責

任を追及する可能性があります。また、この問題への対応如何によっては、社会的評価を著しく低下させてしまう可

能性も出てきます。いずれの場合も事業、業績に悪影響を与える可能性があります。 

  

  
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（％）  61.7 64.2 62.7 

時価ベースの自己資本比率（％）  91.1 54.0 60.8 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率

（年）  
0.8 1.6 2.1 

インタレスト・カバレッジ・レシオ

(倍)  
56.9 37.7 39.0 

                         

岡谷電機産業㈱ (6926) 平成22年３月期決算短信

-5-



ⅳ. 自然災害などのリスク 

当社グループは火事、地震などの災害について、影響を出来るだけ抑えるための諸施策を実施していますが、生産

拠点が壊滅的な損害を受けた場合、製品の提供の中断、修復費用の発生など事業、業績に大きな影響を与える可能性

があります。 

  

ⅴ. 生産・供給に関するリスク 

当社グループは主力製品の生産の大部分を中国広東省東莞市およびスリランカで行っております。競争力のある製

品の生産のために工場規模の拡大を行ってまいりましたが、現地における政治または法規制の変化、経済環境の変化

による政治的活動の激化およびそれにともなう労働力の不足、労働条件の悪化などの予期せぬ事態が生じた場合、さ

らに伝染病の発症等により部品調達の遅れや工場操業停止などの問題が発生する可能性があります。このような事象

は、当社グループの業績および財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

ⅵ. 材料などの調達に関するリスク 

当社グループは、石油材料、金属材料などや電子部品を多くの取引先から調達しております。景気の変動、需要の

変動などにより、調達価格の高騰あるいは調達量、納期の確保が継続的に困難になる可能性があります。この結果、

当社グループの生産活動に影響を与え、業績および財務状況に悪影響を及ぼす恐れがあります。 

  

ⅶ. 知的財産権に関するリスク 

当社グループは知的財産権に関するリスクを回避するため諸施策を講じておりますが、外部より訴訟または法的手

続きを受ける可能性があります。これに対する防御のため、巨額の費用とリソースの投入が必要となる可能性があり

ます。また、顧客、事業運営、製品・サービスに関する多数の機密情報を保有しており、これが流出する可能性はゼ

ロではありません。このような場合、事業、業績への悪影響のみならず、顧客を始めとする社会的信頼を失墜してし

まう可能性があります。 

  

ⅷ. 為替変動に関するリスク 

当社グループは為替変動を軽減し、あるいは回避するための諸施策を実施しています。しかし、相場の動向如何に

よっては、財務状況に悪影響を与える可能性があります。為替変動の影響を受ける事項は外貨建取引から生じる売上

高、仕入高および資産、負債などがあります。 

  

ⅸ. 人材の確保および育成 

当社グループの将来の躍進には有能な技術者の確保と育成が重要であり、その人材確保と育成ができなかった場合

あるいは、流出した場合には、当社グループの業績および財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。また、技術

革新に対応するための積極的な新規採用は人件費を押し上げたり、さらには継続的に技術者の再研修を実施すること

はコストの増加を伴う可能性があります。 
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当社グループは、当社および当社を核とする子会社７社で構成され、商用電源を通して流入流出する電磁雑音によ

る誤作動や故障から機器をまもる「ノイズ関連製品」、送配電線・通信回線などを通して流入する誘導雷サージによ

る誤作動や故障から機器をまもる「サージ関連製品」、ＬＥＤ、ＬＣＤに代表される「表示関連製品」ならびに「セ

ンサー関連製品」の製造販売事業を営んでおります。 

当社グループにおける各社の位置付けは次のとおりであります。 

当社は、製品の製造、仕入、販売を行っているほか、材料および製品を国内および海外子会社へ供給しておりま

す。国内製造会社２社（東北オカヤ㈱およびＯＳＤ㈱）は、当社と同等製品の製造を行い全量を当社へ納入しており

ます。 

海外では、岡谷香港有限公司およびOKAYA LANKA (PVT) LTD.は当社と同等製品の製造を行い全量を当社へ納入して

おります。また、岡谷香港貿易有限公司、OKAYA ELECTRIC AMERICA INC.およびOKAYA ELECTRIC (SINGAPORE) 

PTE.LTD.は、当社製品および他社製品の仕入販売を行っております。 

事業の系統図は次のとおりであります。 

  

 

２．企業集団の状況
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(1）会社の経営の基本方針 

当社グループでは、「誠意」を社是とし、「ファイネストワーク(美しき良き仕事)」「ファイネストカンパニー(美

しき良き会社)」を経営理念としております。これに加えて、当連結会計年度からスタートさせた第７次中期経営計画

では、基本方針として「Customer Trust OKAYA(顧客から信頼していただけるOKAYA)」「10S－OKAYA(10年後も勝ち続

けるOKAYA)」というテーマを掲げ、経営に取り組んでおります。 

  

(2）目標とする経営指標 

当社グループでは、株主価値の増大を基本に、顧客・取引先・従業員との共栄、地球環境の保全および地域社会と

の共生を重要な経営方針と考え、持続的な成長のための経営指標として、営業利益率10％以上を目標に掲げておりま

す。スローガン「10S－OKAYA(10年後も勝ち続けるOKAYA)」には、営業利益率10%以上という意味も持たせておりま

す。 

  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

当社グループの主力であるノイズ関連製品、サージ関連製品については、従来用途での需要拡大だけでなく、薄型

テレビやデジタル家電など厳しい事業環境から回復を見せる分野に注力してまいります。また、地球温暖化対策が世

界的に求められていることからECO発電、LEDなど省エネ照明といった需要は旺盛になっており、電気自動車といった

分野も中長期的に成長が見込まれます。これら事業は世界市場への拡大も期待できます。 

 厳しい事業環境下で持続的な成長を達成するために、顧客ニーズの収集と分析、新規エリア・新規用途・新規顧客

の開拓、製品・サービスのたゆまない開発の継続と中核技術の育成・強化、生産マップの 適化、物流を含めた総コ

ストの削減活動などが必須と考え、これらを網羅した形で事業戦略と製品戦略を策定し推進してまいります。 

  

(4）会社の対処すべき課題 

ⅰ．生産の海外シフト対応と国内売上確保 

電気機器業界における当社グループの主要な顧客は、海外への生産シフトをより加速していくものと考えられま

す。このような中で、今後とも国内で市場を形成していくと予測される付加価値の高い工作機械、医療機器、伸張し

ていくことが予測される交通・運輸、不動産、通信業界におけるシェアを確保、拡大してまいります。 

  

ⅱ．経営資源の選択と集中 

経営資源を競争優位性のある事業に集中し、顧客のニーズに適合した独創的な製品を先行開発できる体制を築いて

まいります。品質・コスト・納期を確保するための生産力の強化、顧客のニーズに対応するためのカスタマイズ能力

の強化、製品の提供に必要な測定、診断、営業コンサルティングなどに必要な経営資源、設備などへの投資を積極的

に実施してまいります。 

  

ⅲ．新商品・新技術開発 

顧客の潜在ニーズを取り込んだ新製品を継続的に供給し続けることが重要な課題であり、これを可能にする情報収

集力、技術開発力、営業力を強化するとともに、当社グループの中核技術を活かしつつアライアンス戦略も交え、新

製品、新技術の開発を新規分野への応用展開を含め推進してまいります。 

  

ⅳ．原材料高騰と原価低減 

原油、非鉄金属を中心とする商品市況の変動が継続するなか、グローバルな視点に立った 適地生産のさらなる推

進と、物流を含めた総コスト対策を実施しコストの継続的低減に注力してまいります。 

  

ⅴ．金融商品取引法への対応 

2008年度から施行された改正金融商品取引法に対応し、財務報告の信頼性を確保するための内部統制システムを引

き続き構築・維持・強化してまいります。 

  

ⅵ．コンプライアンス経営 

 当社グループを取り巻くステークホルダーの負託にこたえつつ、公正、公平、透明で、かつ、法令を遵守した経営

を続けることは、重要な責務であります。そのため、コーポレート・ガバナンスを充実し、内部統制システムを構

築、維持、改善していくことが必要不可欠であることを認識し、 大限の経営努力をしてまいります。 

  

(5）その他、会社の経営上重要な事項 

 特記すべき事項はありません。 

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 637,410 827,489

受取手形及び売掛金 ※３  2,741,915 ※３  3,658,711

商品及び製品 481,876 486,015

仕掛品 293,489 268,345

原材料及び貯蔵品 552,625 474,064

繰延税金資産 183,305 116,093

その他 281,575 409,695

貸倒引当金 △4,342 △10,568

流動資産合計 5,167,855 6,229,846

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 ※１  3,143,002 ※１  3,091,485

減価償却累計額 △2,078,595 △2,184,556

建物及び構築物（純額） 1,064,406 906,928

機械装置及び運搬具 ※１  4,104,411 ※１  4,176,770

減価償却累計額 △2,876,246 △3,198,394

機械装置及び運搬具（純額） 1,228,165 978,376

工具、器具及び備品 ※１  1,239,299 ※１  1,254,526

減価償却累計額 △1,076,791 △1,129,883

工具、器具及び備品（純額） 162,508 124,642

土地 ※１, ※２  1,103,364 ※１, ※２  1,100,333

建設仮勘定 96,435 26,308

有形固定資産合計 3,654,880 3,136,588

無形固定資産 100,827 165,310

投資その他の資産   

投資有価証券 806,385 1,054,766

長期預金 1,000,000 1,000,000

繰延税金資産 330,331 247,474

その他 178,639 166,948

貸倒引当金 △66,263 △51,800

投資その他の資産合計 2,249,091 2,417,389

固定資産合計 6,004,799 5,719,288

資産合計 11,172,655 11,949,135
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 888,728 1,360,318

短期借入金 ※１  1,066,653 ※１  1,081,186

1年内返済予定の長期借入金 ※１  106,800 ※１  273,000

未払法人税等 59,842 121,635

その他 688,720 703,600

流動負債合計 2,810,745 3,539,740

固定負債   

長期借入金 ※１  313,000 ※１  40,000

退職給付引当金 539,802 536,692

役員退職慰労引当金 38,224 38,729

再評価に係る繰延税金負債 ※２  290,809 ※２  290,809

その他 5,692 5,744

固定負債合計 1,187,529 911,976

負債合計 3,998,274 4,451,716

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,295,169 2,295,169

資本剰余金 1,860,940 1,860,948

利益剰余金 3,128,233 3,329,310

自己株式 △118,910 △119,137

株主資本合計 7,165,433 7,366,291

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 27,683 214,190

土地再評価差額金 ※２  428,513 ※２  428,513

為替換算調整勘定 △447,249 △511,576

評価・換算差額等合計 8,947 131,127

純資産合計 7,174,380 7,497,418

負債純資産合計 11,172,655 11,949,135
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（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

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

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 13,368,893 11,839,948

売上原価 10,485,242 9,103,044

売上総利益 2,883,650 2,736,903

販売費及び一般管理費 ※１, ※４  2,403,259 ※１, ※４  2,186,076

営業利益 480,391 550,827

営業外収益   

受取利息 14,422 8,778

受取配当金 50,761 23,368

受取賃貸料 12,881 －

その他 21,658 19,038

営業外収益合計 99,723 51,184

営業外費用   

支払利息 24,973 17,108

売上債権売却損 14,277 2,113

為替差損 68,884 97,337

その他 7,513 2,862

営業外費用合計 115,648 119,422

経常利益 464,466 482,589

特別利益   

固定資産売却益 － 1,379

貸倒引当金戻入額 12,000 10,041

特別利益合計 12,000 11,421

特別損失   

固定資産除却損 ※２  3,618 ※２  1,332

投資有価証券評価損 202,582 －

減損損失 ※３  18,567 －

特別損失合計 224,769 1,332

税金等調整前当期純利益 251,697 492,679

法人税、住民税及び事業税 149,473 171,436

法人税等調整額 △48,040 75,449

法人税等合計 101,433 246,886

当期純利益 150,263 245,793
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

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

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,295,169 2,295,169

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,295,169 2,295,169

資本剰余金   

前期末残高 1,860,830 1,860,940

当期変動額   

自己株式の処分 110 8

当期変動額合計 110 8

当期末残高 1,860,940 1,860,948

利益剰余金   

前期末残高 3,268,643 3,128,233

当期変動額   

剰余金の配当 △290,673 △44,716

当期純利益 150,263 245,793

当期変動額合計 △140,409 201,076

当期末残高 3,128,233 3,329,310

自己株式   

前期末残高 △118,292 △118,910

当期変動額   

自己株式の取得 △803 △249

自己株式の処分 185 21

当期変動額合計 △618 △227

当期末残高 △118,910 △119,137

株主資本合計   

前期末残高 7,306,351 7,165,433

当期変動額   

剰余金の配当 △290,673 △44,716

当期純利益 150,263 245,793

自己株式の取得 △803 △249

自己株式の処分 295 30

当期変動額合計 △140,917 200,857

当期末残高 7,165,433 7,366,291

                         

岡谷電機産業㈱ (6926) 平成22年３月期決算短信

-12-



（単位：千円）

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

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 403,570 27,683

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △375,886 186,506

当期変動額合計 △375,886 186,506

当期末残高 27,683 214,190

土地再評価差額金   

前期末残高 428,513 428,513

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 428,513 428,513

為替換算調整勘定   

前期末残高 △355,261 △447,249

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △91,988 △64,326

当期変動額合計 △91,988 △64,326

当期末残高 △447,249 △511,576

評価・換算差額等合計   

前期末残高 476,821 8,947

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △467,874 122,180

当期変動額合計 △467,874 122,180

当期末残高 8,947 131,127

純資産合計   

前期末残高 7,783,173 7,174,380

当期変動額   

剰余金の配当 △290,673 △44,716

当期純利益 150,263 245,793

自己株式の取得 △803 △249

自己株式の処分 295 30

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △467,874 122,180

当期変動額合計 △608,792 323,037

当期末残高 7,174,380 7,497,418
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 251,697 492,679

減価償却費 615,996 641,545

退職給付引当金の増減額（△は減少） △14,949 △3,109

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 505 505

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △15,205 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △11,237 △8,047

受取利息及び受取配当金 △65,183 △32,146

支払利息 24,973 17,108

固定資産除売却損益（△は益） 3,618 △47

投資有価証券売却損益（△は益） － △327

投資有価証券評価損 202,582 －

減損損失 18,567 －

売上債権の増減額（△は増加） 849,557 △944,989

たな卸資産の増減額（△は増加） △23,713 67,741

仕入債務の増減額（△は減少） △575,713 489,258

その他 △68,375 34,147

小計 1,193,120 754,316

利息及び配当金の受取額 65,204 32,117

利息の支払額 △24,536 △16,642

法人税等の支払額 △308,004 △120,706

営業活動によるキャッシュ・フロー 925,783 649,086

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 △1,149 △442

投資有価証券の売却による収入 0 11,188

有形固定資産の取得による支出 △914,072 △249,190

有形固定資産の売却による収入 2,304 2,367

無形固定資産の取得による支出 △4,400 △93,325

貸付けによる支出 － △7,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △917,316 △336,402

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） 247,562 14,532

長期借入金の返済による支出 △225,550 △106,800

配当金の支払額 △289,927 △44,886

自己株式の取得による支出 △803 △249

その他 295 30

財務活動によるキャッシュ・フロー △268,422 △137,373

現金及び現金同等物に係る換算差額 △16,000 14,768

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △275,955 190,079

現金及び現金同等物の期首残高 913,366 637,410

現金及び現金同等物の期末残高 ※  637,410 ※  827,489
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 該当事項はありません。 

  

  

継続企業の前提に関する注記

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 

(1）連結子会社……７社（すべての子会社を連結の範 

            囲に含めている。） 

 連結子会社名は「企業集団の状況」に記載している

ため省略している。 

 なお、当連結会計年度よりOKAYA LANKA(PVT)LTD.を

新たに設立し、連結の範囲に含めている。 

１．連結の範囲に関する事項 

(1）連結子会社……７社（すべての子会社を連結の範 

            囲に含めている。） 

 連結子会社名は「企業集団の状況」に記載している

ため省略している。 

(2）非連結子会社名……該当なし (2）非連結子会社名……該当なし 

２．持分法の適用に関する事項 

持分法適用会社……該当なし 

２．持分法の適用に関する事項 

持分法適用会社……該当なし 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

 連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致し

ている。 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

 連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致し

ている。 

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 

(イ）有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 連結決算日の市場価格等に基づく時価法によ

っている。（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し

ている。） 

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 

(イ）有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 連結決算日の市場価格等に基づく時価法によ

っている。（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し

ている。） 

時価のないもの 

 移動平均法に基づく原価法によっている。 

時価のないもの 

 移動平均法に基づく原価法によっている。 

(ロ）たな卸資産 

  主として先入先出法による原価法(貸借対照表価

額については収益性の低下に基づく簿価の切下げの

方法)によっている。 

(ロ）たな卸資産 

  主として先入先出法による原価法(貸借対照表価

額については収益性の低下に基づく簿価の切下げの

方法)によっている。 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

有形固定資産（リース資産を除く） 

 主として定率法によっている。 

 ただし、当社及び国内子会社では平成10年４月１

日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）につ

いては、定額法によっている。 

なお、主な耐用年数は下記のとおりである。 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

有形固定資産（リース資産を除く） 

 主として定率法によっている。 

 ただし、当社及び国内子会社では平成10年４月１

日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）につ

いては、定額法によっている。 

なお、主な耐用年数は下記のとおりである。 

建物及び構築物  10～47年 

機械装置及び運搬具  ４～９年 

建物及び構築物  10～47年 

機械装置及び運搬具  ４～９年 

（追加情報） 

 当社及び国内連結子会社は、機械装置及び運搬具

の耐用年数については、法人税法の改正を契機とし

て見直しを行い、当連結会計年度から、一部の資産

について耐用年数を短縮して減価償却費を算定する

方法に変更している。なお、損益及びセグメントに

与える影響は軽微である。 

  

無形固定資産（リース資産を除く） 

 定額法によっている。 

無形固定資産（リース資産を除く） 

 定額法によっている。 
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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） 

リース資産 

 リース取引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いる。 

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引の

うち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前の

リース取引については、通常の賃貸借に係る方法に

準じた会計処理によっている。 

リース資産 

 リース取引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いる。 

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引の

うち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前の

リース取引については、通常の賃貸借に係る方法に

準じた会計処理によっている。 

(3）重要な引当金の計上基準 

(イ）貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一

般債権については貸倒実績率により、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勘案

し、回収不能見込額を計上している。 

(3）重要な引当金の計上基準 

(イ）貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一

般債権については貸倒実績率により、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勘案

し、回収不能見込額を計上している。 

(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の見込額に基づき計上して

いる。 

 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）による定率法により按分した額を、発生の

翌連結会計年度から費用処理することとしている。

(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の見込額に基づき計上して

いる。 

 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）による定率法により按分した額を、発生の

翌連結会計年度から費用処理することとしている。

  

  

（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）を適用している。 

 数理計算上の差異を翌連結会計年度から償却する

ため、これによる営業利益、経常利益及び税金等調

整前当期純利益に与える影響はない。 

(ハ）役員退職慰労引当金 

 役員の退職金の支給に備えるため、内規に基づく

当連結会計年度末要支給額の全額を計上している。

当社は、平成15年３月期で役員退職金制度を廃止し

ている。なお、役員退職慰労引当金の既引当残高は

各役員の退職時に当該役員に対する引当額を取崩し

支給することとしている。 

(ハ）役員退職慰労引当金 

 役員の退職金の支給に備えるため、内規に基づく

当連結会計年度末要支給額の全額を計上している。

当社は、平成15年３月期で役員退職金制度を廃止し

ている。なお、役員退職慰労引当金の既引当残高は

各役員の退職時に当該役員に対する引当額を取崩し

支給することとしている。 

(4）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方法 

消費税等の会計処理は税抜き方式によっている。 

(4）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方法 

消費税等の会計処理は税抜き方式によっている。 

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については、全面時

価評価法を採用している。 

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については、全面時

価評価法を採用している。 

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いる。 

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いる。 
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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

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） 

 （重要な資産の評価基準及び評価方法の変更） 

  たな卸資産  

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従 

来、主として先入先出法に基づく原価法によっていた 

が、当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計 

基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日)が適 

用されたことに伴い、主として先入先出法による原価法 

（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価 

の切下げの方法）により算定している。 

 なお、この変更に伴う損益及びセグメントに与える影 

響は軽微である。  

  ――――――――――――――――――――――― 

  

  

  

  

  

  

  

   

 （連結財務諸表における在外子会社の会計処理に関する 

 当面の取扱いの適用に関する事項) 

 当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における在 

外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応 

報告第18号 平成18年５月17日）を適用している。 

 なお、これによる損益影響はない。  

  ――――――――――――――――――――――― 

 （リース取引に関する会計基準) 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、 

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって 

いたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基

準委員会 企業会計基準第13号 平成19年３月30日改

正）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第16号 

平成19年３月30日改正）が平成20年４月１日以後開始す 

る連結会計年度係る連結財務諸表から適用することがで 

きることになったことに伴い、当連結会計年度からこれ 

らの会計基準を適用し、通常の売買取引に係る会計処理 

によっている。 

 また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る 

リース資産の減価償却の方法については、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い 

る。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有移転外 

ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借に 

係る方法に準じた会計処理を引き続き採用している。こ 

の結果、従来の方法によった場合に比べて、有形固定資 

産及び無形固定資産に与える影響はなく、損益及びセグ 

メントに与える影響もない。 

  ――――――――――――――――――――――― 
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表示方法の変更

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 

  至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自  平成21年４月１日 
  至  平成22年３月31日) 

（連結貸借対照表）  

 １．「財務諸表等の用語、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、前連結会計 

年度において、「たな卸資産」として掲記されていたも 

のは、当連結会計年度から「商品及び製品」「仕掛品」 

 「原材料及び貯蔵品」に区分掲記している。なお、前連 

 結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商品及び製  

 品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ 

 522,876千円、275,030千円、527,872千円である。 

 ２．前連結会計年度において、「建物及び構築物」とし

 て掲記されていたものはＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ導

 入に伴い連結財務諸表の比較可能性を向上するため当

 連結会計年度より「建物及び構築物」「減価償却累計

額」「建物及び構築物（純額）」に区分掲記してい 

 る。  

  なお、前連結会計年度に含まれる「建物及び構築 

 物」「減価償却累計額」はそれぞれ 2,872,914千円、

 △1,950,809千円である。 

３．前連結会計年度において、「機械装置及び運搬具」

 として掲記されていたものはＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲ

 Ｌ導入に伴い連結財務諸表の比較可能性を向上するた

 め当連結会計年度より「機械装置及び運搬具」「減価

 償却累計額」「機械装置及び運搬具（純額）」に区分

 掲記している。 

  なお、前連結会計年度に含まれる「機械装置及び運

 搬具」「減価償却累計額」はそれぞれ 3,639,655千 

 円、△2,706,518千円である。 

４．前連結会計年度において、「工具器具及び備品」と

 して掲記されていたものはＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ

 導入に伴い連結財務諸表の比較可能性を向上するため

 当連結会計年度より「工具、器具及び備品」「減価償

 却累計額」「工具、器具及び備品（純額）」に区分掲

 記している。 

  なお、前連結会計年度に含まれる「工具、器具及び

 備品」「減価償却累計額」はそれぞれ  1,206,985千

 円、△1,044,392千円である。 

５．前連結会計年度において、「短期借入金」として掲

 記されていたものはＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ導入に

 伴い連結財務諸表の比較可能性を向上するため当連結

 会計年度より「短期借入金」「１年内返済予定の長期

 借入金」に区分掲記している。 

   なお、前連結会計年度に含まれる「短期借入金」 

  「１年内返済予定の長期借入金」はそれぞれ 

  819,028千円、225,550千円である。   

  ――――――――――――――――――――――― 
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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日現在） 

当連結会計年度 
（平成22年３月31日現在） 

※１．担保に供している資産並びに担保付債務 ※１．担保に供している資産並びに担保付債務 

  担保資産 

  建物及び構築物 125,648千円 (125,648)千円

  機械装置及び運搬

具 

5,799  (5,799)  

  工具、器具及び備

品 

187  (187)  

  土地 859,235  (859,235)  

  合 計 990,871  (990,871)  

  担保付債務 

  短期借入金 300,000千円 (300,000)千円

  １年内返済予定の

長期借入金 

40,000  (40,000)  

  長期借入金 80,000  (80,000)  

  合 計 420,000  (420,000)  

  担保資産 

  建物及び構築物 116,267千円 (116,267)千円

  機械装置及び運搬

具 

3,639  (3,639)  

  工具、器具及び備

品 

55  ( )55   

  土地 859,235  (859,235)  

  合 計 979,198  (979,198)  

  担保付債務 

  短期借入金 300,000千円 (300,000)千円

  １年内返済予定の

長期借入金 

40,000  (40,000)  

  長期借入金 40,000  (40,000)  

  合 計 380,000  (380,000)  

 上記のうち（ ）内書は工場財団抵当並びに当該債務

である。 

 上記のうち（ ）内書は工場財団抵当並びに当該債務

である。 

※２．「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日

公布、平成11年３月31日改正）に基づき事業用土地の

再評価を行っている。再評価の方法は、土地の再評価

に関する法律施行令（平成10年政令第119号）第２条

第４号に定める地価税法の路線価に基づいて算定して

いる。また、再評価差額に係る税金相当額を「再評価

に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、再評

価差額からこれを控除した金額を「土地再評価差額

金」として純資産の部に計上している。 

※２．「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日

公布、平成11年３月31日改正）に基づき事業用土地の

再評価を行っている。再評価の方法は、土地の再評価

に関する法律施行令（平成10年政令第119号）第２条

第４号に定める地価税法の路線価に基づいて算定して

いる。また、再評価差額に係る税金相当額を「再評価

に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、再評

価差額からこれを控除した金額を「土地再評価差額

金」として純資産の部に計上している。 

再評価を行った年月日 平成12年３月31日

再評価を行った土地の連結会計

年度末における時価と再評価後

の帳簿価額との差額 

△470,309千円 

再評価を行った年月日 平成12年３月31日

再評価を行った土地の連結会計

年度末における時価と再評価後

の帳簿価額との差額 

△468,019千円 
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前連結会計年度 
（平成21年３月31日現在） 

当連結会計年度 
（平成22年３月31日現在） 

※３．売上債権の流動化 

 売上債権の一部を譲渡し、債権の流動化を行ってい

る。 

※３．売上債権の流動化 

 売上債権の一部を譲渡し、債権の流動化を行ってい

る。 

 なお、受取手形の流動化に伴い、信用補完目的の留

保金額 90,349千円を流動資産の「その他」に含めて

表示している。 

受取手形の債権流動化による譲

渡残高 

51,793千円 

 なお、受取手形の流動化に伴い、信用補完目的の留

保金額 千円を流動資産の「その他」に含めて

表示している。 

受取手形の債権流動化による譲

渡残高 

386,912千円 

199,814

○ 貸出コミットメント及び当座貸越契約 

  運転資金の効率的な調達を行うため当社において取引

銀行３行及び生命保険会社１社と貸出コミットメント契

約を締結し、また当社及び連結子会社においては取引銀

行９行と当座貸越契約を締結している。これら契約に基

づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりで

ある。 

○ 貸出コミットメント及び当座貸越契約 

  運転資金の効率的な調達を行うため当社において取引

銀行３行及び生命保険会社１社と貸出コミットメント契

約を締結し、また当社及び連結子会社においては取引銀

行９行と当座貸越契約を締結している。これら契約に基

づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりで

ある。 

貸出コミットメントの総額及び

当座貸越極度額 
8,223,624 千円

借入実行残高 1,066,653  

差引額 7,156,970  

貸出コミットメントの総額及び

当座貸越極度額 
8,157,372 千円

借入実行残高 1,081,186  

差引額 7,076,185  
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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．販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額

は次のとおりである。 

※１．販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額

は次のとおりである。 

給料手当 910,466千円 

荷造運搬費 233,298  

退職給付費用 29,310  

貸倒引当金繰入額 762  

役員退職慰労引当金繰入額 505  

給料手当 864,133千円 

荷造運搬費 239,801  

退職給付費用 19,671  

貸倒引当金繰入額 8,852  

役員退職慰労引当金繰入額 505  

※２．固定資産除却損の内訳 ※２．固定資産除却損の内訳 

建物及び構築物 20千円 

機械装置及び運搬具 2,090  

工具、器具及び備品 1,508  

建物及び構築物 183千円 

機械装置及び運搬具 540  

工具、器具及び備品 608  

※３．減損損失 

 当連結会計年度において、当社は以下の資産につい

て減損損失を計上した。 

 当社グループは事業用固定資産について主に事業部 

門を基準としてグルーピングを行い、そのうち事業撤 

退等による意思決定を行った資産については、個々の 

単位で把握している。当連結会計年度において、表示 

関連製品及びセンサー関連製品の一部事業について撤 

退を決定したため、帳簿価額を回収可能価額まで減額 

し、当該減少額を減損損失（18,567千円）として特別 

損失に計上した。その内訳は建物及び構築物 2,210千 

円、機械装置及び運搬具 9,384千円、工具、器具及び 

備品 6,972千円である。 

場所 用途 種類 

埼玉県行田市 製造設備 
建物及び構築物・機械及
び装置・工具、器具及び
備品 

※３． ――――――――――――――――――――― 

※４．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 ※４．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

284,932千円 242,565千円 
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前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

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 

 （注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加 2,223株は、単元未満株式の買取による増加である。 

    ２．普通株式の自己株式の株式数の減少 881株は、単元未満株式の買増請求による減少である。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 該当事項はありません。 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(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 

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  22,921,562   －      －    22,921,562

合計  22,921,562    －      －    22,921,562

自己株式         

普通株式（注１、２）  561,788  2,223  881  563,130

合計  561,788  2,223  881  563,130

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額
（千円） 

１株当たり 
配当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成20年６月24日 

定時株主総会 
普通株式  156,518  7 平成20年３月31日 平成20年６月25日 

平成20年11月13日 

取締役会  
普通株式  134,155  6  平成20年９月30日   平成20年12月10日 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額
（千円） 

配当の原資 
１株当たり 
配当額（円）

基準日 効力発生日 

平成21年６月23日 

定時株主総会 
普通株式  44,716  利益剰余金  2 平成21年３月31日 平成21年６月24日
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当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１．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 

 （注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加 879株は、単元未満株式の買取による増加である。 

    ２．普通株式の自己株式の株式数の減少 103株は、単元未満株式の買増請求による減少である。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 該当事項はありません。 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(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 

  

  

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  22,921,562  －  －  22,921,562

合計  22,921,562  －  －  22,921,562

自己株式         

普通株式（注１、２）  563,130  879  103  563,906

合計  563,130  879  103  563,906

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額
（千円） 

１株当たり 
配当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成21年６月23日 

定時株主総会 
普通株式  44,716 ２ 平成21年３月31日 平成21年６月24日 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額
（千円） 

配当の原資 
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  201,218  利益剰余金     ９ 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） 

※ 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 

（平成21年３月31日現在） （平成22年３月31日現在）

現金及び預金勘定 637,410千円 

現金及び現金同等物 637,410  

現金及び預金勘定 827,489千円 

現金及び現金同等物 827,489  
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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)及び当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 

平成22年３月31日)において当社グループは「電子部品及び機器」の製造販売事業を営んでおり、当該事業以外

に事業の種類がないため該当事項はありません。 

  

 近２連結会計年度の所在地別セグメント情報は次のとおりであります。 

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．国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 
２．本邦以外の区分に属する国又は地域 (1）ア ジ ア……香港・中国、シンガポール、台湾 

(2）北   米……米国 
３．営業費用のうちの消去又は全社の項目に含まれる配賦不能営業費用の金額は 856,817千円であり、その主なものは、当社の本社等

に係る費用である。 
４．資産のうちの消去又は全社の項目に含まれる全社資産の金額は 1,333,649千円であり、その主なものは、当社での余資運用資金

（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る。 

   

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 
２．本邦以外の区分に属する国又は地域 (1）ア ジ ア……香港・中国、シンガポール、台湾 

(2）北   米……米国 
３．営業費用のうちの消去又は全社の項目に含まれる配賦不能営業費用の金額は 762,313千円であり、その主なものは、当社の本社等

に係る費用である。 
４．資産のうちの消去又は全社の項目に含まれる全社資産の金額は 1,403,170千円であり、その主なものは、当社での余資運用資金

（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る。 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

  
日本 

（千円） 
アジア 

（千円） 
北米 

（千円） 
計 

（千円） 
消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益             

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  6,878,665  4,877,463  1,612,764  13,368,893    －    13,368,893

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高 

 4,910,407  5,523,195    －    10,433,603  △10,433,603    －  

計  11,789,073  10,400,658  1,612,764  23,802,496  △10,433,603  13,368,893

営業費用  10,648,990  10,391,110  1,550,318  22,590,419  △9,701,917  12,888,501

営業利益  1,140,082  9,548  62,446  1,212,077  △731,685  480,391

Ⅱ 資産  9,910,969  3,721,925  469,153  14,102,048  △2,929,393  11,172,655

  
日本 

（千円） 
アジア 

（千円） 
北米 

（千円） 
計 

（千円） 
消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益             

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  5,667,255  4,795,450  1,377,243  11,839,948  －  11,839,948

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高 

 4,575,632  4,831,959  －  9,407,592  △9,407,592  －

計  10,242,887  9,627,409  1,377,243  21,247,541  △9,407,592  11,839,948

営業費用  9,159,149  9,593,686  1,296,350  20,049,185  △8,760,064  11,289,121

営業利益  1,083,738  33,723  80,892  1,198,355  △647,527  550,827

Ⅱ 資産  10,923,264  4,869,533  450,070  16,242,868  △4,293,733  11,949,135
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 近２連結会計年度の海外売上高は次のとおりであります。 

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．国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 
２．各区分に属する主な国又は地域 (1）ア ジ ア……香港・中国、シンガポール 

(2）北   米……米国 
(3）そ の 他……イタリア、フランス、スイス 

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る。 

  

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 
２．各区分に属する主な国又は地域 (1）ア ジ ア……香港・中国、シンガポール 

(2）北   米……米国 
(3）そ の 他……欧州 
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る。 

  

ｃ．海外売上高

  アジア 北米 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  4,935,993  1,616,614  127,623  6,680,230

Ⅱ 連結売上高（千円）    13,368,893

Ⅲ 連結売上高に占める海

外売上高の割合（％） 
 36.9  12.1  1.0  50.0

  アジア 北米 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  4,819,077  1,377,573  116,308  6,312,959

Ⅱ 連結売上高（千円）    11,839,948

Ⅲ 連結売上高に占める海

外売上高の割合（％） 
 40.7  11.6  1.0  53.3
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 （注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりである。 

  

 該当事項はありません。 

  

  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、退職給付、賃貸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ております。  

（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         320円88銭 

１株当たり当期純利益           ６円72銭 

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益 

 潜在株式が存在しないた

め記載していない。 

１株当たり純資産額 円 銭 335 34

１株当たり当期純利益     円 銭 10 99

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益 

 潜在株式が存在しないた

め記載していない。 

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 150,263千円 当期純利益 245,793千円 

普通株主に帰属しない金額 －千円 普通株主に帰属しない金額 －千円 

普通株式に係る当期純利益 150,263千円 普通株式に係る当期純利益 245,793千円 

期中平均株式数 22,359千株 期中平均株式数 22,357千株 

（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：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 173,518 116,872

受取手形 643,104 378,258

売掛金 2,005,064 3,364,560

商品及び製品 208,179 152,992

仕掛品 107,349 89,524

原材料及び貯蔵品 131,790 101,810

前払費用 22,823 29,030

繰延税金資産 158,670 59,312

関係会社短期貸付金 788,300 973,302

未収入金 239,602 445,738

その他 140,361 123,009

貸倒引当金 △1,600 △2,600

流動資産合計 4,617,165 5,831,811

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,512,010 1,512,010

減価償却累計額 △1,073,202 △1,107,920

建物（純額） 438,808 404,090

構築物 147,997 147,942

減価償却累計額 △123,381 △128,617

構築物（純額） 24,616 19,324

機械及び装置 2,863,291 2,878,110

減価償却累計額 △2,168,121 △2,352,652

機械及び装置（純額） 695,170 525,458

車両運搬具 1,409 1,409

減価償却累計額 △1,098 △1,213

車両運搬具（純額） 310 195

工具、器具及び備品 1,140,339 1,154,799

減価償却累計額 △995,748 △1,048,433

工具、器具及び備品（純額） 144,591 106,365

土地 961,657 961,657

建設仮勘定 11 748

有形固定資産合計 2,265,166 2,017,841

無形固定資産   

特許権 86,250 63,250

ソフトウエア 8,645 96,374

電話加入権 3,814 3,814

無形固定資産合計 98,709 163,438
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 601,525 744,655

関係会社株式 2,056,028 2,056,028

長期預金 1,000,000 1,000,000

出資金 130 130

長期前払費用 7,488 17,343

固定化営業債権 106,514 82,590

繰延税金資産 288,137 195,456

その他 51,527 52,770

投資損失引当金 △61,000 －

貸倒引当金 △66,263 △51,800

投資その他の資産合計 3,984,088 4,097,175

固定資産合計 6,347,964 6,278,455

資産合計 10,965,129 12,110,266

負債の部   

流動負債   

支払手形 456,408 562,187

買掛金 924,538 1,281,855

短期借入金 1,269,233 1,802,380

1年内返済予定の長期借入金 106,800 273,000

未払金 193,460 196,950

未払費用 162,335 164,103

未払法人税等 11,992 39,315

未払消費税等 － 10,436

前受金 303 352

預り金 14,590 50,515

設備関係支払手形 92,056 23,391

流動負債合計 3,231,718 4,404,489

固定負債   

長期借入金 313,000 40,000

退職給付引当金 539,802 536,692

役員退職慰労引当金 27,979 27,979

再評価に係る繰延税金負債 290,809 290,809

固定負債合計 1,171,591 895,481

負債合計 4,403,309 5,299,971
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,295,169 2,295,169

資本剰余金   

資本準備金 1,157,189 1,157,189

その他資本剰余金 703,751 703,759

資本剰余金合計 1,860,940 1,860,948

利益剰余金   

利益準備金 189,962 189,962

その他利益剰余金   

別途積立金 1,400,000 1,400,000

繰越利益剰余金 529,198 684,604

利益剰余金合計 2,119,161 2,274,566

自己株式 △118,910 △119,137

株主資本合計 6,156,361 6,311,547

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △23,054 70,234

土地再評価差額金 428,513 428,513

評価・換算差額等合計 405,458 498,747

純資産合計 6,561,819 6,810,295

負債純資産合計 10,965,129 12,110,266

                         

岡谷電機産業㈱ (6926) 平成22年３月期決算短信

-29-



（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 11,789,073 10,242,087

製品売上原価 9,776,618 8,409,467

売上総利益 2,012,455 1,832,620

販売費及び一般管理費   

販売費 786,593 709,318

一般管理費 856,817 762,313

販売費及び一般管理費合計 1,643,411 1,471,632

営業利益 369,043 360,988

営業外収益   

受取利息 16,004 13,924

受取配当金 80,811 11,377

設備賃貸料 169,884 164,093

その他 7,533 8,931

営業外収益合計 274,233 198,326

営業外費用   

支払利息 26,954 19,894

為替差損 60,022 52,424

賃貸収入原価 157,493 153,083

その他 15,825 2,902

営業外費用合計 260,295 228,305

経常利益 382,981 331,009

特別利益   

貸倒引当金戻入額 12,000 10,041

投資損失引当金戻入額 37,000 61,000

特別利益合計 49,000 71,041

特別損失   

固定資産除却損 2,647 1,149

投資有価証券評価損 204,925 －

減損損失 18,567 －

特別損失合計 226,140 1,149

税引前当期純利益 205,841 400,902

法人税、住民税及び事業税 89,000 69,000

法人税等調整額 △45,180 131,780

法人税等合計 43,819 200,780

当期純利益 162,021 200,122
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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 2,295,169 2,295,169

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,295,169 2,295,169

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,157,189 1,157,189

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,157,189 1,157,189

その他資本剰余金   

前期末残高 703,641 703,751

当期変動額   

自己株式の処分 110 8

当期変動額合計 110 8

当期末残高 703,751 703,759

資本剰余金合計   

前期末残高 1,860,830 1,860,940

当期変動額   

自己株式の処分 110 8

当期変動額合計 110 8

当期末残高 1,860,940 1,860,948

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 189,962 189,962

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 189,962 189,962

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 1,100,000 1,400,000

当期変動額   

別途積立金の積立 300,000 －

当期変動額合計 300,000 －

当期末残高 1,400,000 1,400,000
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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) 

繰越利益剰余金   

前期末残高 957,850 529,198

当期変動額   

別途積立金の積立 △300,000 －

剰余金の配当 △290,673 △44,716

当期純利益 162,021 200,122

当期変動額合計 △428,651 155,405

当期末残高 529,198 684,604

利益剰余金合計   

前期末残高 2,247,813 2,119,161

当期変動額   

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △290,673 △44,716

当期純利益 162,021 200,122

当期変動額合計 △128,651 155,405

当期末残高 2,119,161 2,274,566

自己株式   

前期末残高 △118,292 △118,910

当期変動額   

自己株式の取得 △803 △249

自己株式の処分 185 21

当期変動額合計 △618 △227

当期末残高 △118,910 △119,137

株主資本合計   

前期末残高 6,285,520 6,156,361

当期変動額   

剰余金の配当 △290,673 △44,716

当期純利益 162,021 200,122

自己株式の取得 △803 △249

自己株式の処分 295 30

当期変動額合計 △129,159 155,186

当期末残高 6,156,361 6,311,547
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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) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 86,343 △23,054

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △109,397 93,289

当期変動額合計 △109,397 93,289

当期末残高 △23,054 70,234

土地再評価差額金   

前期末残高 428,513 428,513

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 428,513 428,513

評価・換算差額等合計   

前期末残高 514,856 405,458

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △109,397 93,289

当期変動額合計 △109,397 93,289

当期末残高 405,458 498,747

純資産合計   

前期末残高 6,800,377 6,561,819

当期変動額   

剰余金の配当 △290,673 △44,716

当期純利益 162,021 200,122

自己株式の取得 △803 △249

自己株式の処分 295 30

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △109,397 93,289

当期変動額合計 △238,557 248,475

当期末残高 6,561,819 6,810,295
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継続企業の前提に関する注記  

 該当事項はありません。  

  

６．その他  

(1) 役員の異動 

 役員の異動については、本日（平成22年５月13日）公表の「役員の異動に関するお知らせ」をご参照ください。  
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