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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 2,101 △27.6 △174 ― △189 ― △195 ―

21年3月期 2,904 △7.0 101 △56.1 78 △62.0 44 △75.0

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 △23.61 ― △27.7 △6.6 △8.3

21年3月期 5.33 ― 5.7 2.5 3.5

（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 2,689 614 22.8 74.10
21年3月期 3,035 802 26.4 96.69

（参考） 自己資本   22年3月期  614百万円 21年3月期  802百万円

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 28 △3 △30 387
21年3月期 228 △16 △40 392

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

23年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

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

1,250 29.6 21 ― 11 ― 8 ― 0.96

通期 2,580 22.7 74 ― 52 ― 45 ― 5.43

- 1 -



4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

（注）詳細は、13ページの「重要な会計方針」をご覧ください。 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たりの当期純利益の算定の基礎となる株式数については、27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 8,353,645株 21年3月期 8,353,645株

② 期末自己株式数 22年3月期  62,044株 21年3月期  58,392株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

業績予想につきましては、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ております。実際の業績は、今後の様々な要因によって記載の予
想数値と異なる可能性があります。 
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(1）経営成績に関する分析 

① 当事業年度の経営成績 

当期におけるわが国経済は、金融危機に端を発した景気低迷が長期化する中、政府の緊急経済対策や中国をは

じめとする新興国の経済成長を背景に一部では回復の動きが見られたものの、不安定な雇用情勢や設備投資の抑

制など、自立的な回復には至らず総じて厳しい状況が続きました。 

当社を取り巻く事業環境としましては、主力製品であるウインチ製品が関連いたします建設業界では、景気低

迷に伴う新設住宅着工戸数の大幅な落ち込みや官公庁・民間工事の減少傾向が続いたほか、バランサ製品では、

期の後半より引合は増加傾向にありますが、依然として製造業の設備余剰感が根強く、受注環境は非常に厳しい

状況で推移いたしました。 

このような情勢のもと、当社は当期を真の意味での経営基盤を構築する挑戦の年と位置づけ、「攻め」と「守

り」の両面からの施策を実施してまいりました。 

「攻め」の施策といたしまして、受注確保を 優先とし製販一体となり引合の増加対策や競合戦略の確立によ

るシェアの拡大、並びに新製品の開発などに注力してまいりました。 

具体的には、ウインチ製品においては、小型標準品のフックの外れ防止機構や中・大型機種「マイティ・プラ

ー」の非常停止機能を標準装備するなど、安全機能をアピールし、標準品の買換え需要の喚起と中・大型プラン

ト向け特殊品などの受注拡大を促進するとともに、今後成長が見込まれる太陽光市場に照準を当てた太陽光発電

用パネル施工向けの荷揚機「パネルボーイ」を市場投入するなど拡販に努めました。    

バランサ製品においては、営業と技術部門が一体となって引合処理の迅速化や提案型営業を強化するととも

に、納入先に対する製造サービス部門のメンテナンス訪問による顧客ニーズの把握と新規引合情報の入手や、大

型電動バランサの開発などに取り組んでまいりました。  

また、当社製品の認知度アップを図るため、「ジャパンパック展」や「関西機械要素展」ではハイブリッド式

バランサ「ウルトラバラマン」を出展し、「国際太陽電池展」では荷揚機「パネルボーイ」を出展するなど、新

規顧客へのＰＲと新市場の開拓を積極的に推進いたしました。 

一方、「守り」の施策といたしまして、内製化の推進による工場稼動率の維持と効率的な生産体制の再構築を

推進するとともに、損益分岐点売上高を引き下げるべく、資材調達コストの引き下げや製造経費並びに販売費及

び一般管理費の削減などに取り組み、収益力の改善に努めてまいりました。 

以上の結果、当期の売上高は 千円（前年同期比 ％減）となりました。売上高を主力製品別に見ま

すと、ウインチ市場は、建設業界の低迷や主要な販売先であるレンタル業界や代理店などからの受注が伸び悩ん

だものの、荷揚機「パネルボーイ」の拡販が貢献し、売上高は前期比 %の減少に止まり、一方、バランサ市場

においては、企業の設備投資抑制による市場の冷え込みが過去に例を見ない低水準で推移したことより、搬送設

備機器売上高の大半を占めるバランサ製品の売上高は前期比 %の大幅な減少を余儀なくされました。 

損益面につきましては、製造コストや諸経費の削減に努めましたが、主力製品の大幅な売上高減少に伴う工場

稼働率の低下により固定経費を吸収することができず、固定費負担増により売上総利益率は前期比 ポイント悪

化し、販売費及び一般管理費の圧縮を図りましたが、営業損失は 千円(前年同期は 千円の営業利

益)、経常損失は 千円（前年同期は 千円の経常利益）、当期純損失は 千円(前年同期は

千円の当期純利益)となりました。 

   

１．経営成績

2,101,956 27.6

13.6

52.0

6.8

174,009 101,907

189,043 78,499 195,832

44,233
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② 次期の見通し  

世界経済は中国等の新興国が牽引役となって持ち直しの兆しを見せており、今後緩やかな回復傾向をたどるも

のと予測されますが、わが国経済は、デフレや円高の影響により企業の収益環境は依然として厳しく、民間の設

備投資や個人消費の低迷が続くなど、本格的な回復には今しばらく時間を要するものと思われます。 

このような状況下、当社を取り巻く事業環境につきましても、当面の間は厳しい状況が継続するものと予測さ

れます。平成22年度は、前期からの施策であります「攻め」と「守り」の両面に経営資源を集中し、各種施策の

より一層の推進と徹底を図り、収益力の改善に努めてまいります。 

また、競合に打ち勝って行くために、営業戦略、製品開発力、コストとあらゆる面において、全員で変革に挑

戦し、企業としての「競争力」の向上を目指してまいります。 

当面の課題として、「攻め」の施策としては、受注の確保を 優先とし、営業部門と開発部門を強化拡充し、

成長分野である太陽光関連市場への更なる深耕と安全性の向上や高機能化など付加価値とコスト競争力の高い製

品開発を積極的に推進するとともに、引合処理の迅速化やテスト立会いによる成約率のアップ、競合情報の収集

と戦略の強化、CS活動の促進による買換え需要の掘り起こしなどに努めてまいります。 

一方、「守り」の施策については、引き続き内製化の推進による工場稼動率のアップ、資材調達コストの引き

下げ、諸経費の節減などに取り組み、損益分岐点売上高の一層の引き下げによる採算性の向上に努めてまいりま

す。 

この結果、次期の業績見通しとしましては、売上高 百万円、営業利益 百万円、経常利益 百万円、当期

純利益 百万円を見込んでおります。 

  

(2）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

 （流動資産）  

当事業年度末における流動資産の残高は 千円となり、前事業年度末に比べ 千円減少いたしまし

た。減少した主な要因としましては、売上高が減少したことに伴い受取手形が 千円、売掛金が 千円そ

れぞれ減少したこと、また生産調整により原材料及び貯蔵品が 千円、製品が 千円減少したことによ

るものであります。 

（固定資産） 

当事業年度末における固定資産の残高は 千円となり、前事業年度末に比べ 千円減少いたしまし

た。減少した主な要因としましては、建物、工具器具及び備品などの有形固定資産が減価償却により 千円減

少したことによるものであります。 

（流動負債） 

 当事業年度末における流動負債の残高は 千円となり、前事業年度末に比べ 千円減少いたしまし

た。減少した主な要因としましては、短期借入金が 千円増加しましたが、売上高減少に伴う生産調整によ

り支払手形が 千円減少したこと、また未払金が 千円及び賞与引当金が 千円それぞれ減少したこ

とによるものであります。 

（固定負債） 

 当事業年度末における固定負債の残高は 千円となり、前事業年度末に比べ 千円減少いたしまし

た。減少した主な要因としましては、関係会社長期借入金が約定返済により 千円減少したことによるもの

であります。 

（純資産） 

当事業年度末における純資産の残高は 千円となり、前事業年度末に比べ 千円減少いたしました。

減少した主な要因としましては、当期純損失計上により利益剰余金が 千円減少したことによるものであり

ます。 

  

2,580 74 52

45

1,694,329 326,712

41,029 98,358

104,714 59,442

995,298 19,117

23,510

1,579,906 38,082

100,000

92,463 17,800 16,000

495,319 120,108

120,000

614,402 187,639

195,832
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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 千円減少

し、 千円となりました。 

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は、以下のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、 千円となりました。これは、仕入債務の減少 千円、税引前当期

純損失 千円等の資金減少要因がありましたが、売上債権の減少 千円、たな卸資産の減少

千円等により資金が増加したことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果支出した資金は、 千円となりました。これは、主に山梨事業所における工具、器具及び

備品などの有形固定資産の取得 千円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果支出した資金は、 千円となりました。これは、短期借入金が 千円増加いたしま

したが、関係会社短期借入金が 千円、関係会社長期借入金が 千円それぞれ減少したことによるも

のであります。 

  

（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／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／利払い 

（注１）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。 

（注２）有利子負債は、貸借対照表に計上されている借入金を対象としております。また、営業キャッシュ・フ

ロー及び利払いは、キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動によるキャッシュ・フロ

ー」及び「利息の支払額」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 

当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しております。利益配分につきましては、業績

に応じた利益配分を基本方針とし、安定的な経営基盤を確保するための内部留保金を総合的に勘案して方針の決定を

行っております。 

当期・次期の剰余金の配当につきましては、当期を含めた過去数期間にわたり計上した多額の赤字に伴い繰越利益

剰余金のマイナス額が大きく、依然解消するには至らないことより、誠に遺憾ながら無配とさせていただきます。 

  

(4）事業等のリスク 

（特定の取引先への依存について） 

 当社は、主要株主であるトーヨーカネツ株式会社より資金面等の支援を受けております。当事業年度末における

同社からの借入金は 千円となっており、当事業年度末の借入金全体の ％と高い比率を占めておりま

す。同社の当社に対する取引方針が変化した場合、当社の業績に影響を与える可能性があります。  

  

5,103

387,768

28,951 96,554

189,093 139,387 185,958

3,229

1,795

30,825 100,000

10,547 120,000

   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（％）           23.6           26.4            22.8

時価ベースの自己資本比率（％）           25.8           14.5            17.3

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％）        4,923.7          650.6         5,038.5

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）            1.0             7.1            1.1

408,751 28.0

トーヨーコーケン㈱（6352）平成22年３月期　決算短信（非連結）

- 5 -



 近の有価証券報告書（平成21年６月24日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状況」か

ら重要な変更がないため開示を省略しております。 

  

(1）会社の経営の基本方針 

 当社は、顧客、株主・投資家、従業員などの関係者が相互に満足を得る「 良の会社」となることを企業理念とし

ています。経営環境のドラスティックな変化や急速な技術の発展にも耐えうる開発スピード及びコスト対応力の強化

を図り、開発指向メーカーとして、幅広い顧客のニーズに応えるべく高品質かつ高付加価値な製品を供給してまいり

ます。”人にやさしく、より生産性の高い、ユニークな製品作り”を実現し、企業の発展と社会的責任を果たすこと

を目指しております。  

  

(2）目標とする経営指標 

 当社は、恒常的な黒字確保を 大の経営課題として捉え、利益率重視の事業展開を図っております。この経営方針

の進捗状況をモニタリングする経営指標といたしまして、当社では限界利益率（売上高より材料費・外注費を控除し

たものの売上高に対する比率）、売上総利益率、売上高営業利益率及び売上高経常利益率を重視しております。  

  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

当社は、平成15年４月から平成18年３月までの３年間を経営再建期間として位置づけ、「経営再建計画」に従

い、主力製品であるウインチ及びバランサの両部門に持てる経営資源を集中し、得意分野を強化することにより慢

性的な赤字体質から脱却を図り、安定的な収益を確保できる企業体質へ転換することを 重要課題として取り組み

ました。また、それに続く「新中期経営計画」（平成18年４月から平成21年３月まで）では、「競争力の強化」す

なわち「利益が生み出せる売上水準確保のための営業力強化」とそれを支える「効率的な生産・開発体制の構築」

に向けて全社を挙げて取り組み、「守り」から「攻め」へと経営の転換を図り、「累積損失の一掃と復配の実施」

という経営の 重要課題に道筋を付けることを目標といたしましたが、平成20年秋以降の急激な経済環境の悪化に

より、所期の目標に対し一定の成果は得られたものの、道半ばの結果となりました。 

当社にとって、「累積損失の一掃と復配の実施」という経営課題は長年の悲願であり、これを達成するべく、主

力製品であるウインチ及びバランサの両部門に持てる経営資源を引き続き集中・特化することにより、両部門の営

業力強化並びに技術・製品開発力を磨き、新製品開発・用途開発を通じお客様のさまざまなニーズに応えうる体制

を整え、競合他社との差別化を図ることにより、今よりも一層存在価値が認められる企業を目指してまいります。 

  

(4）会社の対処すべき課題 

   平成20年秋以降の急速な景気後退により、平成22年３月期は、受注環境が想定を超え悪化し大幅な売上高減とな

り、平成17年３月期より５期連続で計上していた黒字が途絶え、赤字計上を余儀なくされました。平成23年３月期

は、赤字から脱却し黒字転換を果たすことが喫緊の課題であると認識しております。 

わが国経済は、依然として設備投資の抑制や雇用・所得環境の悪化に伴う個人消費の低迷が続くことが想定さ

れ、当社にとって当面の間厳しい状況が継続するものと考えますが、「次期の見通し」で記載したとおり、前期に

引き続き「攻め」と「守り」の両面にわたる各種施策のより一層の推進と徹底を図り、売上高の確保と損益分岐点

売上高の引き下げによる収益力の改善に努めることにより、黒字転換を目指します。  

２．企業集団の状況

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 392,871 387,768

受取手形 418,717 377,687

売掛金 491,180 392,822

商品及び製品 142,724 83,281

仕掛品 47,836 ※3  26,034

原材料及び貯蔵品 512,659 407,945

前渡金 111 2,400

前払費用 11,507 8,673

その他 3,461 7,720

貸倒引当金 △27 △4

流動資産合計 2,021,041 1,694,329

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） ※1, ※2  154,117 ※1, ※2  143,686

構築物（純額） ※1, ※2  4,218 ※1, ※2  3,544

機械及び装置（純額） ※2  25,990 ※2  20,849

車両運搬具（純額） ※2  407 ※2  244

工具、器具及び備品（純額） ※2  18,519 ※2  11,419

土地 ※1  723,755 ※1  723,755

有形固定資産合計 927,010 903,499

無形固定資産   

ソフトウエア 10,535 8,108

電話加入権 3,112 3,112

無形固定資産合計 13,647 11,220

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  29,268 ※1  40,686

出資金 24,520 20

従業員に対する長期貸付金 151 600

破産更生債権等 22,181 22,150

その他 19,817 39,270

貸倒引当金 △22,181 △22,150

投資その他の資産合計 73,758 80,577

固定資産合計 1,014,416 995,298

資産合計 3,035,457 2,689,627

トーヨーコーケン㈱（6352）平成22年３月期　決算短信（非連結）

- 7 -



（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 355,985 263,521

買掛金 68,953 64,862

短期借入金 ※1  950,000 ※1  1,050,000

関係会社短期借入金 ※1  11,799 ※1  1,251

1年内返済予定の関係会社長期借入金 ※1  120,000 ※1  120,000

未払金 17,800 －

未払費用 47,039 48,435

未払法人税等 8,497 7,112

未払消費税等 10,764 878

前受金 301 13,335

預り金 10,638 10,299

前受収益 210 210

賞与引当金 16,000 －

流動負債合計 1,617,988 1,579,906

固定負債   

関係会社長期借入金 ※1  407,500 ※1  287,500

繰延税金負債 － 2,427

退職給付引当金 207,527 204,992

その他 400 400

固定負債合計 615,427 495,319

負債合計 2,233,416 2,075,225

純資産の部   

株主資本   

資本金 897,498 897,498

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △82,568 △278,401

利益剰余金合計 △82,568 △278,401

自己株式 △7,983 △8,261

株主資本合計 806,946 610,835

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △4,904 3,566

評価・換算差額等合計 △4,904 3,566

純資産合計 802,041 614,402

負債純資産合計 3,035,457 2,689,627
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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 2,904,629 2,101,956

売上原価   

製品期首たな卸高 218,494 142,724

当期製品製造原価 ※2  2,147,701 ※2, ※6  1,693,941

合計 2,366,196 1,836,665

他勘定振替高 ※1  754 ※1  1,503

製品期末たな卸高 142,724 83,281

製品売上原価 2,222,717 1,751,881

売上総利益 681,912 350,075

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 7,658 6,703

広告宣伝費 31,316 30,833

役員報酬 59,040 56,169

給料及び手当 205,947 182,677

賞与引当金繰入額 6,373 －

法定福利費 36,172 35,042

退職給付費用 11,697 14,015

旅費及び交通費 76,898 70,041

支払手数料 52,295 48,616

事務委託費 6,000 6,000

減価償却費 6,504 5,968

その他の経費 ※2  80,099 ※2  68,016

販売費及び一般管理費合計 580,004 524,085

営業利益又は営業損失（△） 101,907 △174,009

営業外収益   

受取利息 48 40

受取配当金 770 419

受取賃貸料 6,156 6,184

保険配当金 4,235 4,492

雇用調整助成金 － 3,565

その他 2,527 1,788

営業外収益合計 13,738 16,491

営業外費用   

支払利息 ※5  30,251 ※5  26,708

売上割引 4,338 2,849

その他 2,557 1,967

営業外費用合計 37,146 31,525

経常利益又は経常損失（△） 78,499 △189,043
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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) 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 336 54

固定資産売却益 － ※3  36

特別利益合計 336 90

特別損失   

固定資産除却損 ※4  275 ※4  140

投資有価証券評価損 9,787 －

損害賠償金 17,800 －

特別損失合計 27,862 140

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 50,972 △189,093

法人税、住民税及び事業税 6,739 6,739

法人税等合計 6,739 6,739

当期純利益又は当期純損失（△） 44,233 △195,832
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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 897,498 897,498

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 897,498 897,498

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 △126,801 △82,568

当期変動額   

当期純利益 44,233 △195,832

当期変動額合計 44,233 △195,832

当期末残高 △82,568 △278,401

自己株式   

前期末残高 △7,341 △7,983

当期変動額   

自己株式の取得 △642 △277

当期変動額合計 △642 △277

当期末残高 △7,983 △8,261

株主資本合計   

前期末残高 763,355 806,946

当期変動額   

当期純利益 44,233 △195,832

自己株式の取得 △642 △277

当期変動額合計 43,590 △196,110

当期末残高 806,946 610,835

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △3,330 △4,904

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,573 8,470

当期変動額合計 △1,573 8,470

当期末残高 △4,904 3,566

純資産合計   

前期末残高 760,024 802,041

当期変動額   

当期純利益 44,233 △195,832

自己株式の取得 △642 △277

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,573 8,470

当期変動額合計 42,017 △187,639

当期末残高 802,041 614,402
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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   

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 50,972 △189,093

減価償却費 39,890 28,094

有形固定資産除却損 275 140

貸倒引当金の増減額（△は減少） △336 △54

賞与引当金の増減額（△は減少） △7,500 △16,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △8,887 △2,535

受取利息及び受取配当金 △818 △460

支払利息 30,251 26,708

雇用調整助成金収入 － △3,565

有形固定資産売却損益（△は益） － △36

損害賠償損失 17,800 －

投資有価証券評価損益（△は益） 9,787 －

売上債権の増減額（△は増加） 293,302 139,387

たな卸資産の増減額（△は増加） 83,237 185,958

仕入債務の増減額（△は減少） △165,761 △96,554

未払消費税等の増減額（△は減少） △1,810 △9,885

割引手形の増減額（△は減少） △59,993 －

その他 6,924 14,327

小計 287,332 76,431

利息及び配当金の受取額 818 460

利息の支払額 △32,025 △26,966

雇用調整助成金の受取額 － 3,565

損害賠償金の支払額 － △17,800

法人税等の支払額 △27,219 △6,739

営業活動によるキャッシュ・フロー 228,906 28,951

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △13,868 △1,795

有形固定資産の売却による収入 － 278

無形固定資産の取得による支出 △1,860 △744

投資有価証券の取得による支出 △502 △519

貸付けによる支出 － △800

貸付金の回収による収入 165 351

投資活動によるキャッシュ・フロー △16,065 △3,229

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） 500,000 100,000

関係会社短期借入金の純増減額（△は減少） △420,925 △10,547

関係会社長期借入金の返済による支出 △119,400 △120,000

自己株式の取得による支出 △642 △277

財務活動によるキャッシュ・フロー △40,967 △30,825

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 171,872 △5,103

現金及び現金同等物の期首残高 220,998 392,871

現金及び現金同等物の期末残高 ※  392,871 ※  387,768
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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

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 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全

部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均

法により算定） 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法 

(1) 製品 

 先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性

の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用

しております。ただしロボット、バランサについては

個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用してお

ります。 

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法 

(1) 製品 

同左 

(2) 原材料・仕掛品 

 移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性

の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用

しております。 

(2) 原材料・仕掛品 

同左 

（会計方針の変更） 

 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日公表

分）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

益に与える影響は軽微であります。 

────── 
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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） 

３．固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建

物（建物付属設備を除く）については定額法を採用し

ております。 

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建物及び構築物      ８～38年 

機械装置及び運搬具    ３～17年  

３．固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

（追加情報） 

 当社の機械装置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、これまでの５～17年

から10～17年に変更しております。 

 これによる営業利益、経常利益及び税引前当期純利

益への影響は、軽微であります。 

────── 

(2) 無形固定資産（リース資産を除く） 

自社利用のソフトウエア 

社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法

を採用しております。 

(2) 無形固定資産（リース資産を除く） 

自社利用のソフトウエア 

同左 

(3) 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、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、通常の賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理によっております。 

(3) 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 

(1) 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おります。 

４．引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

同左 

(2) 賞与引当金 

従業員の賞与支給に備えるため、翌事業年度の支給

見込額のうち、当事業年度に帰属する部分の金額を計

上しております。 

(2) 賞与引当金 

 従業員の賞与支給に備えるため、翌事業年度の支給

見込額のうち、当事業年度に帰属する部分の金額を計

上することとしております。 

(3) 役員退職慰労引当金 

 役員の退職金支給に備えるため内規に基づく期末要

支給額を計上することとしております。 

(3) 役員退職慰労引当金 

────── 

(4) 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。 

会計基準変更時差異（203,313千円）については、

15年による按分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

業年度から費用処理しております。 

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償却することとしております。 

(4) 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。 

会計基準変更時差異（203,313千円）については、

15年による按分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

業年度から費用処理しております。 

────── （会計方針の変更） 

 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）を適用して

おります。 

 なお、これによる損益に与える影響はありません。 
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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） 

５．        ────── 

  

５．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 

(1) 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 

工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）

(2) その他の工事 

工事完成基準 

  

（会計方針の変更） 

 「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15

項）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）を当事業年度より適

用し、平成21年４月１日以降に着手した工事契約につ

いて、工事の進行途上においても、その進捗部分につ

いて成果の確実性が認められる場合には工事進行基準

（工事進捗度の見積りは原価比例法）によっておりま

す。 

 これによる売上高及び損益に与える影響はありませ

ん。 

６．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、価値の変動に関して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。 

６．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

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 

消費税等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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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） 

（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

よっておりましたが、当事業年度より「リース取引に

関する会計基準」（企業会計基準第13号）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

適用指針第16号）を適用し、通常の売買取引に係る方

法に準じた会計処理によっております。 

 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

しております。  

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有

権移転外ファイナンス・リース取引については、引き

続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっております。 

 これによる営業利益、経常利益、税引前当期純利益

に与える影響はありません。  

────── 

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） 

 前事業年度における「短期株主借入金」については、

XBRLが導入されるのを契機として見直しを行い「関係会

社短期借入金」と表示することに変更しました。同様

に、「１年以内に返済予定の長期株主借入金」は「１年

内返済予定の関係会社長期借入金」に、「長期株主借入

金」は「関係会社長期借入金」に、それぞれ変更してお

ります。 

（キャッシュ・フロー計算書） 

 前事業年度における「短期株主借入金の純増減額（△

は減少）」については、XBRLが導入されるのを契機とし

て見直しを行い「関係会社短期借入金の純増減額（△は

減少）」と表示することに変更しました。同様に、「長

期株主借入金の返済による支出」は「関係会社長期借入

金の返済による支出」に変更しております。 

────── 

  

  

  

  

  

  

  

────── 
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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 担保に供している資産等は、次のとおりでありま

す。 

(1）担保提供資産簿価 

※１ 担保に供している資産等は、次のとおりでありま

す。 

(1）担保提供資産簿価 

建物 129,206千円

構築物 4,108千円

土地 558,659千円

投資有価証券 2,545千円

計 694,520千円

建物 千円119,883

構築物 千円3,447

土地 千円558,659

投資有価証券 千円4,322

計 千円686,314

(2）担保付債務 (2）担保付債務 

短期借入金 50,000千円

関係会社短期借入金 11,799千円

１年内返済予定の関係会

社長期借入金 
120,000千円

関係会社長期借入金 407,500千円

計 589,299千円

短期借入金 千円50,000

関係会社短期借入金 千円1,251

１年内返済予定の関係会

社長期借入金 
千円120,000

関係会社長期借入金 千円287,500

計 千円458,751

※２ 有形固定資産の減価償却累計額は1,100,512千円で

あります。 

※２ 有形固定資産の減価償却累計額は 千円で

あります。 

1,123,007

 ３        ────── ※３ 損失が見込まれる工事契約に係るたな卸資産（仕掛

品）は、これに対応する工事損失引当金 千円

を相殺表示しております。 

2,209

（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 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 ※１ 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 

広告費                         412千円 

試験研究費                     341千円 

試験研究費 751千円

広告費 442千円

機械及び装置 309千円

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は8,461千円であります。 

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は 千円であります。 40,530

３ ────── ※３ 固定資産売却益のうち主なもの 

機械及び装置 29千円

車両運搬具 6千円

※４ 固定資産除却損のうち主なもの ※４ 固定資産除却損のうち主なもの 

機械及び装置                   178千円 

工具、器具及び備品              96千円  

機械及び装置 73千円

工具、器具及び備品 66千円

※５ 関係会社との取引 ※５ 関係会社との取引 

  支払利息                    15,839千円    支払利息 8,681千円

 ６ ────── ※６ 売上原価に含まれている工事損失引当金繰入額 

  2,209千円
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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） 

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）自己株式の増加8,572株は、単元未満株式の買取によるものであります。 

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 

該当事項はありません。 

(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

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） 

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）自己株式の増加 株は、単元未満株式の買取によるものであります。 

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 

該当事項はありません。 

(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

該当事項はありません。 

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末株式数 

(株) 
当事業年度増加株式数

(株) 
当事業年度減少株式数 

(株) 
当事業年度末株式数 

(株) 

発行済株式         

普通株式  8,353,645  －  －  8,353,645

合計  8,353,645  －  －  8,353,645

自己株式         

普通株式（注）  49,820  8,572  －  58,392

合計  49,820  8,572  －  58,392

  
前事業年度末株式数 

(株) 
当事業年度増加株式数

(株) 
当事業年度減少株式数 

(株) 
当事業年度末株式数 

(株) 

発行済株式         

普通株式  8,353,645  －  －  8,353,645

合計  8,353,645  －  －  8,353,645

自己株式         

普通株式（注）  58,392  3,652  －  62,044

合計  58,392  3,652  －  62,044

3,652
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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。 

  

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。  

  

（キャッシュ・フロー計算書関係）

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） 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲載さ

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は、貸借対照表に

掲記されている現金及び預金勘定であります。 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲載さ

れている科目の金額との関係 

同左 

（リース取引関係）

（金融商品関係）
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前事業年度（平成21年３月31日）  

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  

２．当事業年度中に売却したその他有価証券 

該当事項はありません。 

  

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

４．当事業年度におけるその他有価証券のうち満期があるものの債券の今後の償還予定額 

該当事項はありません。 

  

５．当事業年度における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

該当事項はありません。  

  

（有価証券関係）

  

種   類 

  前事業年度(平成21年３月31日) 

取得原価
（千円） 

貸借対照
表計上額 
(千円) 

差 額
(千円) 

貸借対照表
計上額が取
得原価を超
えるもの 

(1）株式 4,612 6,081 1,469

(2）債券       

① 国債・地方債等 － － －

② 社債 － － －

③ その他 － － －

(3）その他 － － －

小 計 4,612 6,081 1,469

貸借対照表
計上額が取
得原価を超
えないもの 

(1）株式 18,159 11,786 △6,373

(2）債券       

① 国債・地方債等 － － －

② 社債 － － －

③ その他 － － －

(3）その他 － － －

小 計 18,159 11,786 △6,373

合  計 22,772 17,868 △4,904

  

  

 前事業年度（平成21年３月31日）

 貸借対照表計上額（千円）  

 その他有価証券 

  非上場株式  
  11,400
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当事業年度（平成22年３月31日） 

その他有価証券 

（注）非上場株式（貸借対照表計上額 千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難

と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。 

  

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。 

  

種   類 

 当事業年度(平成22年３月31日) 

貸借対照
表計上額 
(千円) 

取得原価
（千円） 

差 額
(千円) 

貸借対照表
計上額が取
得原価を超
えるもの 

(1）株式 26,565 20,186 6,379

(2）債券       

① 国債・地方債等 － － －

② 社債 － － －

③ その他 － － －

(3）その他 － － －

小 計 26,565 20,186 6,379

貸借対照表
計上額が取
得原価を超
えないもの 

(1）株式 2,719 3,105 △385

(2）債券       

① 国債・地方債等 － － －

② 社債 － － －

③ その他 － － －

(3）その他 － － －

小 計 2,719 3,105 △385

合  計 29,285 23,292 5,993

11,400

（デリバティブ取引関係）
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１．採用している退職給付制度の概要  

  

２．退職給付債務に関する事項 

  

（退職給付関係）

 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） 

当社は、確定給付型の制度として、総合型の厚生年金

基金制度及び適格退職年金制度を設けております。 

なお、要拠出額を退職給付費用として処理している複

数事業主制度に関する事項は次のとおりであります。 

(1) 制度全体の積立状況に関する事項（平成20年３月

31日現在） 

  

(2) 制度全体に占める当社の掛金拠出割合（平成21年

３月31日現在） 

0.60％ 

(3) 補足説明 

 上記(1)の差引額の主な要因は、年金財政計算上

の過去勤務債務残高20,380百万円及び当年度不足金

625百万円であります。本制度における過去勤務債

務の償却方法は期間20年の元利均等償却でありま

す。 

 なお、上記(2)の割合は当社の実際の負担割合と

は一致しません。   

年金資産の額 83,238百万円

年金財政計算上の給付債務の額 104,244百万円

差引額 △21,006百万円

当社は、確定給付型の制度として、総合型の厚生年金

基金制度及び適格退職年金制度を設けております。 

なお、要拠出額を退職給付費用として処理している複

数事業主制度に関する事項は次のとおりであります。 

(1) 制度全体の積立状況に関する事項（平成21年３月

31日現在） 

(2) 制度全体に占める当社の掛金拠出割合（平成22年

３月31日現在） 

％ 

(3) 補足説明 

 上記(1)の差引額の主な要因は、年金財政計算上

の過去勤務債務残高 百万円及び当年度不足金

百万円であります。本制度における過去勤務

債務の償却方法は期間 年の元利均等償却でありま

す。 

 なお、上記(2)の割合は当社の実際の負担割合と

は一致しません。  

年金資産の額 百万円62,486

資産評価調整加算額  

年金財政計算上の給付債務の額 

百万円

百万円

9,644

104,869

差引額 百万円△32,739

0.65

17,416

15,324

20

  
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) 退職給付債務（千円）  △387,930  △409,842

(2) 年金資産（千円）  138,134  172,970

(3) 未積立退職給付債務 (1)＋(2)（千円）  △249,796  △236,871

(4) 会計基準変更時差異の未処理額（千円）  38,499  32,082

(5) 未認識数理計算上の差異（千円）  3,768  △203

(6) 過去勤務債務の未処理額（千円）   －  －

(7) 貸借対照表計上額純額 (3)＋(4)＋(5)＋(6) 

（千円） 
 △207,527  △204,992

(8) 前払年金費用（千円）  －  －

(9) 退職給付引当金 (7)－(8)（千円）  △207,527  △204,992
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３．退職給付費用に関する事項 

  

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

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。 

  
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） 

退職給付費用（千円）  30,155  36,039

(1）勤務費用（千円）  22,250  22,333

(2）利息費用（千円）  5,550  5,818

(3）期待運用収益（減算）（千円）  536  690

(4）会計基準変更時差異の費用処理額（千円）  6,416  6,416

(5）数理計算上の差異の費用処理額（千円）  △9,119  2,161

(6) 過去勤務差異の費用処理額(千円)  5,592  －

  
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）割引率（％）  1.5  1.5

(2）期待運用収益率（％）  0.5  0.5

(3）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準 

(4）会計基準変更時差異の処理年数（年）  15  15

(5）過去勤務債務の額の処理年数（年）    5    5

(6）数理計算上の差異の処理年数（年）    5    5

（ストック・オプション等関係）

トーヨーコーケン㈱（6352）平成22年３月期　決算短信（非連結）

- 24 -



  

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。 

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。 

当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日）  

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。 

  

（税効果会計関係）

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．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 

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   

繰越欠損金 373,795千円

貸倒引当金損金算入限度超過額 8,994千円

退職給付引当金 84,048千円

賞与引当金 6,480千円

出資金 2,835千円

未払費用（見積原価） 542千円

原材料評価損 19,469千円

損害賠償金 7,209千円

その他 356千円

繰延税金資産小計 503,731千円

評価性引当額 △503,731千円

繰延税金資産合計 －千円

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金 －千円

繰延税金負債合計 －千円

繰延税金資産(又は負債（△）)

の純額 
－千円

繰延税金資産   

繰越欠損金 千円449,977

貸倒引当金損金算入限度超過額 千円8,972

退職給付引当金 千円83,021

未払費用（見積原価）  千円131

原材料評価損 千円24,182

仕掛品評価損 千円894

製品評価損 千円494

  

  

繰延税金資産小計 千円567,675

評価性引当額 千円△567,675

繰延税金資産合計 千円－

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金 千円△2,427

繰延税金負債合計 千円△2,427

繰延税金資産(又は負債（△）)

の純額 
千円△2,427

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担 

率との間の重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担 

率との間の重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別内訳 

  

法定実効税率 40.5％

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない項目 10.8％

住民税均等割 13.2％

評価性引当額 △51.3％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 13.2％

税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略し

ております。 
  

（持分法損益等）

（企業結合等関係）

（賃貸等不動産関係）
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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） 

（追加情報） 

 当事業年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年10月17日）及び「関連

当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号 平成18年10月17日）を適用しておりま

す。 

 なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。 

  

関連当事者との取引 

財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等  

（注）取引条件ないし取引条件の決定方針等 

(1）借入金利率については、市場金利等を勘案し双方協議の上決定しております。なお、金銭の借入の取引金額は、

当事業年度における返済金額であります。 

(2）トーヨーカネツ株式会社からの借入金にあたっては、建物及び構築物131,762千円、土地513,145千円を担保に供

しております。 

(3) 株式会社レオパレス２１に対する未払いの損害賠償金は、当社が平成14年７月に同社へ売却し、その後平成19年

８月まで賃借していた旧戸塚工場の油汚染土に係る処理費用であり、平成21年５月に支払済みであります。  

  

当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日）  

関連当事者との取引 

財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等  

（注）取引条件ないし取引条件の決定方針等 

(1）借入金利率については、市場金利等を勘案し双方協議の上決定しております。なお、金銭の借入の取引金額は、

当事業年度における返済金額であります。 

(2）トーヨーカネツ株式会社からの借入金にあたっては、建物及び構築物 千円、土地 千円を担保に供

しております。 

  

（関連当事者情報）

種類 
会社等の
名称又は
氏名 

所在地 
資本金又
は出資金 

（百万円） 

事業の
内容又
は職業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 

関連当事者と
の関係 取引の内容

取引金額
（千円） 科目 期末残高

(千円) 

その他の

関係会社 
トーヨー

カネツ㈱ 
東京都 
江東区  18,580 製造業 

（被所有）

直接39.3％

間接  0％

資金の援助

営業上の取引 
役員の兼任 

金銭の借入

（注１） 
（注２） 

（純額）
420,925

関係会社短期借入金 11,799

 119,400

１年内返済予定の関

係会社長期借入金 120,000

関係会社長期借入金 407,500

支払利息  15,839 ―  ―

主要株主 
㈱レオパ

レス21 
東京都

中野区  55,640 不動産業 
（被所有）

直接14.9％

間接  0％

― 
損害賠償金

（注３）  17,800 未払金  17,800

種類 
会社等の
名称又は
氏名 

所在地 
資本金又
は出資金 

（百万円） 

事業の
内容又
は職業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 

関連当事者と
の関係 取引の内容

取引金額
（千円） 科目 期末残高

(千円) 

その他の

関係会社 
トーヨー

カネツ㈱ 
東京都 
江東区  18,580 製造業 

（被所有）

直接39.4％

間接  0％

資金の援助

営業上の取引 
役員の兼任 

金銭の借入

（注１） 
（注２） 

（純額）
10,547

関係会社短期借入金 1,251

 120,000

１年内返済予定の関

係会社長期借入金 120,000

関係会社長期借入金 287,500

支払利息  8,681 ―  ―

121,890 513,145
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 （注）１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

前事業年度（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。 

  

（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 96.69円

１株当たり当期純利益金額   5.33円

１株当たり純資産額 円74.10

１株当たり当期純損失金額    円23.61

 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。 

 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、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。 

  
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） 

当期純利益又は当期純損失（△）（千円）  44,233  △195,832

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又は当期純損失

（△）（千円） 
 44,233  △195,832

期中平均株式数（株）  8,300,521  8,292,976

（重要な後発事象）
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役員の異動 

該当事項はありません。  

５．その他
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