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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 173,067 △12.9 3,321 △18.7 1,812 27.3 970 ―
21年3月期 198,797 △2.3 4,085 △46.1 1,423 △72.7 △1,083 ―

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 4.28 ― 1.9 0.9 1.9
21年3月期 △4.77 ― △2.0 0.6 2.1
（参考） 持分法投資損益 22年3月期 427百万円 21年3月期 150百万円

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 206,608 54,132 25.2 229.00
21年3月期 214,164 52,701 23.7 223.35
（参考） 自己資本 22年3月期 51,974百万円 21年3月期 50,704百万円

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 16,274 △5,511 △2,742 11,180
21年3月期 7,253 △8,781 △5,183 3,122

2. 配当の状況

（注）期末配当予想につきましては、現時点では未定であります。

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 ― 0.00 ― 4.00 4.00 908 ― 1.7
22年3月期 ― 0.00 ― 4.00 4.00 907 93.5 1.8
23年3月期
（予想）

― 0.00 ― ― ― ―

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

55,000 △12.7 △7,300 ― △8,000 ― △5,000 ― △22.03

通期 165,000 △4.7 3,000 △9.7 1,000 △44.8 500 △48.5 2.20



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）

(3) 発行済株式数（普通株式）

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 227,637,704株 21年3月期 227,637,704株
② 期末自己株式数 22年3月期 674,530株 21年3月期 615,029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 139,289 △14.4 2,085 61.6 1,948 51.9 956 ―
21年3月期 162,674 △0.5 1,290 △67.6 1,282 △70.9 △587 ―

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 4.21 ―
21年3月期 △2.59 ―

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 191,640 51,646 26.9 227.55
21年3月期 197,398 50,526 25.6 222.56
（参考） 自己資本 22年3月期 51,646百万円 21年3月期 50,526百万円

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
（1）本資料記載の業績予想は、当社が発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想
業績と大きく異なる可能性があります。
（2）平成23年3月期の期末配当予想については、現時点では未定のため開示しておりません。配当予想を決定しましたら速やかに開示いたします。

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

40,000 △15.6 △7,500 ― △7,500 ― △4,500 ― △19.83

通期 130,000 △6.7 1,500 △28.1 1,000 △48.7 500 △47.7 2.20



(1）経営成績に関する分析

当期におけるわが国の経済は、一部の業種におきましては持ち直しているものの、公共投資の削減や民間設備

投資の抑制、為替の円高基調は続いており、全体の景況感は依然として厳しいまま推移いたしました。重電業界

におきましても、特に国内民需市場の低迷や海外市場の競争激化により、非常に厳しい経営環境が続いておりま

す。

【連結業績】

このような中、当社グループでは全社的な原価低減、固定費削減に努めると同時に、中期経営計画「ＰＯＷＥ

Ｒ５」で掲げる成長・新事業の強化に向けた施策に取り組んでまいりました。その結果、当社グループの連結業

績は、売上高が前期比12.9％減の173,067百万円、営業利益が前期比18.7％減の3,321百万円、経常利益が27.3％

増の1,812百万円、当期純利益が970百万円となりました。

各事業分野における営業活動の概況は次のとおりであります。

なお、売上高につきましてはセグメント間の取引を含んでおります。

また、当連結会計年度より、中期経営計画「ＰＯＷＥＲ５」のスタートに合わせて一部子会社の機能見直しを

行ったことに伴い事業の種類別セグメントの帰属先を変更しており、前期との比較につきましては変更後の区分

で行っております。

【社会システム事業分野】

浄水場、下水処理場向け電気設備のリプレース需要により水処理分野の業績は堅調でしたが、鉄道や民間施設

向け変電設備の需要が低迷し、売上高は前期比9.1％減の112,529百万円となりました。

（社会システム事業関連）

前年度に大型物件の売上が一巡した国内鉄道関連や、工場、ビルなどのインフラ需要が減少し、回復時期も

不透明な状況が続いております。

このような中、株式会社日本製鋼所様に風力用発電機の量産機の納入を開始したほか、最高レベルの変換効

率をもつ太陽光発電用変換装置の新シリーズを開発し、販売を開始いたしました。また、政府の次世代電力系

統網（スマートグリッド）の実証試験に参画するなど、成長・新事業の強化に取り組んでおります。

（水・環境事業関連）

公共投資の削減、他社との競争激化などにより事業環境は厳しくなっております。

このような中、浄水場、下水処理場向け電気設備の新規及びリプレース物件の受注への取り組みを強化してお

ります。また、浄水場の運営・維持管理事業の受託やＰＦＩ(民間資金等の活用による公共施設等の整備)にも

引き続き注力しており、新たに福島県会津若松市水道部様より第三者委託制度による維持管理等業務を受託い

たしました。

（海外事業関連）

東南アジアを中心に市場の拡大が期待される電鉄用変電設備の受注に取り組んでおります。また、海外標準

規格に対応した太陽光発電用変換装置を開発し、海外市場での販売を開始いたしました。

【産業システム事業分野】

一部の業種で回復の兆しは見えるものの、自動車などの基幹産業で設備投資の抑制が続いており、売上高は前期

比36.1％減の26,214百万円となりました。

（コンポーネント事業関連）

半導体関連を中心に回復基調にありますが、モータ・インバータや蓄電デバイスなどの、部品として組み込

まれるコンポーネント製品の市場では、競争が激しさを増しております。

このような中、三菱自動車工業株式会社様に電気自動車「ｉ－ＭｉＥＶ（アイ・ミーブ）」用モータ・イン

バータの納入を開始したほか、半導体製造装置や太陽光発電パネル製造装置などに組み込まれる真空コンデン

サの世界市場での拡販に取り組んでおります。また、次世代のコンポーネント製品の開発を急ぐと同時に、生

産ラインを増強するなど量産体制の整備に取り組んでおります。

（動計・搬送事業関連）

国内の自動車メーカー、フォークリフトメーカー向けの受注環境は、景気の低迷が予想以上に長引いたこと

により、厳しい状況が続いております。

このような中、自動車メーカー向け試験装置の分野において、株式会社小野測器と業務・資本提携を行い、

両社として初めての共同開発製品となるＥＶ・ＨＥＶ用評価システム「ＥＶＲＥＶＯ（イーブイ・レボ）」の

販売を開始いたしました。

１．経営成績



また、搬送分野においては重量級ＡＧＶ(無人搬送車)キットや超低床型ＡＧＶ「Ｕ－ＣＡＲＴ」を開発し、

販売を開始いたしました。海外では中国、タイ、米国において拡販に取り組んでおります。

【エンジニアリング事業分野】

メンテナンスサービスの需要は回復基調にありますが、お客様の設備稼働率の低下により、売上高は前期比

5.6％減の21,996百万円となりました。

このような中、老朽化した設備の余寿命診断や延命化、風力発電設備のメンテナンス、また、変圧器に使用し

ている有害物質ＰＣＢの抜油作業など、お客様の環境意識の高まりに対応したメンテナンスサービスの拡販に積

極的に取り組んでおります。

【不動産事業分野】

業務・商業ビルThinkPark Tower（東京都品川区大崎）を中心として保有不動産の賃貸事業を行っており、売

上高は前期比9.4％増の3,285百万円となりました。

【その他の事業分野】

商事会社、福利厚生・物販関連会社、経理業務受託会社など、その他の事業分野の売上高は前期比19.4％減の

28,389百万円となりました。

【単独業績】

単独業績につきましては、売上高は、前期比14.4％減の139,289百万円となりました。

この事業分野別構成比は、社会システム事業分野65.2％、産業システム事業分野16.7％、エンジニアリング事

業分野15.7％、不動産事業分野2.4％であります。

損益につきましては、原価低減・固定費削減のための諸施策を推し進めてまいりました結果、経常利益は前期

と比べて666百万円増加し、1,948百万円となりました。また、当期純利益は前期と比べて1,544百万円増加し、

956百万円となりました。

【次期の見通し】

わが国の経済状況につきましては、今後緩やかに持ち直すと予想されており、重電業界につきましても、一部

に回復の兆しが見えます。しかし、本格的な景気回復には及んでおらず、依然として公共投資や民間設備投資の

抑制が続くことも懸念されます。従いまして、当社グループを取り巻く経営環境は予断を許さぬ状況が続くもの

と思われます。

このような状況のもと、次期の当社グループの業績見通しにつきましては、売上高が大幅に減少する見通しで

はありますが、利益については黒字を確保すべく、グループ総力を挙げて徹底した固定費削減、原価低減活動を

実施する予定であります。

連結業績見通し（単位：百万円）

＜通期＞

受 注 高 １８０，０００

売 上 高 １６５，０００

経 常 利 益 １，０００

当 期 純 利 益 ５００

単独業績見通し（単位：百万円）

＜通期＞

受 注 高 １４５，０００

売 上 高 １３０，０００

経 常 利 益 １，０００

当 期 純 利 益 ５００



(2）財政状態に関する分析

① 資産、負債及び純資産の状況

当連結会計年度末（以下「当期末」という）の総資産は、前連結会計年度末（以下「前期末」という）比

7,556百万円（3.5%）減少し、206,608百万円となりました。

流動資産は売上高及び受注高の減少による売上債権の減少や、棚卸資産の減少のため前期末比6,760百万円

（6.0%）減少の106,555百万円となりました。

固定資産は、保有する上場株式の株価の回復に伴い投資有価証券の評価額が増加した一方、有形固定資産の

減価償却が進んだことによる減少のため、前期末比795百万円（0.8%）減少の100,053百万円となりました。

当期末の負債の合計は、前期末比8,987百万円（5.6%）減少して152,475百万円となりました。

流動負債は仕入債務の減少等により、前期末比10,447百万円（8.8%）減少し、107,722百万円となりました。

固定負債は、退職給付引当金の増加等により、前期末比1,460百万円(3.4%）増加し、44,753百万円となりま

した。

当期末の純資産合計は評価・換算差額金等の増加や当期純利益の発生に伴い、前期末比1,430百万円（2.7%）

増加して54,132百万円となりました。

この結果、自己資本比率は前期末の23.7%から25.2%となりました。

② キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ8,057百万

円増加し、11,180百万円となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（イ）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16,274百万円（前連結会計年度比124.4%増）となりました。

収入の主な内訳は、棚卸資産の減少額9,395百万円、減価償却費7,611百万円、退職給付引当金の増加額1,805

百万円、税金等調整前当期純利益1,631百万円であり、支出の主な内訳は、仕入債務の減少額3,977百万円、利息

の支払額1,145百万円であります。

（ロ）投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動の結果使用した資金は5,511百万円（前連結会計年度比37.2%減）となりました。これは主に、有形・

無形固定資産の取得による支出5,274百万円、投資有価証券の取得による支出741百万円によるものであります。

（ハ）財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動の結果使用した資金は2,742百万円（前連結会計年度比47.1%減）となりました。支出の主な内訳は、

長期借入金の返済6,426百万円であり、収入の主な内訳は、長期借入金の借入4,435百万円であります。

（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／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

（注1）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

（注2）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

（注3）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。

（注4）有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象として

おります。

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（％） 30.0 27.7 24.5 23.7 25.2

時価ベースの自己資本比率

（％）

57.6 38.8 24.4 24.0 45.7

キャッシュ・フロー対有利子負

債比率（年）

7.1 17.5 17.8 10.1 4.4

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）

11.1 4.5 3.6 5.8 14.2



(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、株主の皆様への適切な利益還元を経営の重要課題として位置づけており、株主資本の充実と株主資本

利益率の向上を図るとともに、業績に応じた適正な配当を実施することを基本方針としております。

また、内部留保につきましては、市場競争力の維持・向上のために、新規事業の開発・育成、設備投資及び研

究開発投資へ効果的に充当することにしております。



 当社グループは、当社及び国内子会社２９社、国内関連会社７社、海外子会社２０社、海外関連会社１社の 

合計５８社で構成され、①社会システム事業、②産業システム事業、③エンジニアリング事業、④不動産事業、 

⑤その他事業の５事業分野にわたって、製品の企画・開発から製造、販売、サービス等の事業活動を幅広く展開 

しております。 

 
◆社会システム事業 

 社会インフラの構築に関連する事業です。電力品質や省エネルギー等に関する各種ソリューションサービス

や、電力会社・官公庁・鉄道・道路・民間施設等の分野に発電・送電・変電・配電などに関する各種電気機器の

製造・販売を行っております。また、自治体の上下水道分野には各種処理装置とそのプロセス制御、情報通信網

の整備等に関する製品の製造・販売を行うほか、浄水場の維持管理業務受託や廃棄物リサイクル等、環境に関す

るソリューションサービスを展開しております。 

◆産業システム事業 

 製造業やＩＴなど一般産業で使用される製品システムに関連する事業です。民間産業分野に、自動車試験用シ

ステム、物流システム等を提供するほか、繊維機械やエレベータ等の製品用途向けにモータやインバータ等の電

動力応用製品の製造・販売を行っております。 また、情報・通信分野では産業用コンピュータやネットワーク

システムなどコンポーネント製品の製造・販売を行っております。 

◆エンジニアリング事業 

 当社納入製品のメンテナンスを中心として、設備の長寿命化や省エネルギー対策等の提案、設備遠隔監視など

のサービスを提供する他、半導体製造装置のメンテナンス・中古機再生事業を行っております。 

◆不動産事業 

 ThinkPark（東京都品川区大崎）をはじめとする保有不動産の賃貸を行っております。 

◆その他 

 事業分野を問わない製造販売会社、従業員の福利厚生サービス、経理及び給与事務受託会社等が含まれており

ます。 

２．企業集団の状況



(1）会社の経営の基本方針

当社グループの企業理念は、「より豊かな未来をひらく」ことを企業使命とし、「お客様の安心と喜びのため

に」を提供価値としております。当社グループは、より豊かで住みよい未来社会の実現に貢献するため、新しい

技術と価値の創造にチャレンジし続けるとともに、お客様の安心と喜びのために、環境への配慮と丁寧なサポー

トを徹底し、品質の高い製品・サービスを通じてお客様の課題解決や夢の実現をお手伝いします。

(2）中長期的な会社の経営戦略

わが国の経済状況につきましては、今後緩やかに持ち直すと予想されており、重電業界につきましても、一部

に回復の兆しが見えます。しかし、本格的な景気回復には及んでおらず、依然として公共投資や民間設備投資の

抑制が続くことも懸念されます。従いまして、当社グループを取り巻く経営環境は予断を許さぬ状況が続くもの

と思われます。

このような状況のもと、当社では、今後も着実に事業を展開していくため中期経営計画「ＰＯＷＥＲ５」の各

施策を強力に推進いたしております。ＰＯＷＥＲ５は、平成21年度から平成25年度の５か年計画で、「明電グル

ープの挑戦－ものづくり“ＰＯＷＥＲ”で社会に貢献－」をスローガンに掲げ、以下の基本方針に基づく施策を

展開いたしております。

[ＰＯＷＥＲ５の基本方針]

①成長・新事業の確立

将来の低炭素社会に向けて、特長ある当社重電技術を新しい領域にシフトしていきます。具体的には、電気自

動車用モータ・インバータ、電力変換製品、電気二重層キャパシタ、風力発電製品、真空コンデンサなどのコン

ポーネント製品を中心とした新事業を展開し、成長エンジンに育成します。

②民需・海外事業の更なる開拓

民需・海外向けの新製品の開発力強化、海外生産、事業体制・関係会社の再編、人材育成の推進などにより、

競争力を強化し新たなマーケットを開拓します。

③「選択と集中」による収益力の改善

「コンポーネント製品」「民需・海外市場」などをコア事業とし経営資源を集中投入します。

④「ものづくり力」の強化

「ものづくり力」とは、開発・生産・販売・サービスまでを含めた「メーカーとしての総合力」であると当社

は考えます。各機能の機能向上を図り、相互の連携を強化させるとともに、生産性及び品質の向上、コスト低減

を強力に推進します。

⑤ＣＳＲ経営の普遍的推進

企業活動における環境負荷低減を推進するとともに、当社の製品・サービスによって環境、エネルギー面で社

会に貢献することによりＣＳＲ（企業の社会的責任）を実現します。

ＰＯＷＥＲ５を遂行することにより、豊かな社会に貢献できる製品・サービスを提供することで、お客様に安

心や喜びをもたらし、かつ高い収益を実現している会社をめざします。さらに、社員一人ひとりが高い満足感と

誇りを感じられる会社をめざします。

３．経営方針



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 3,200 11,235

受取手形及び売掛金 62,928 59,327

商品及び製品 4,848 3,782

仕掛品 30,500 22,831

原材料及び貯蔵品 1,903 1,426

繰延税金資産 3,601 3,043

その他 7,426 5,564

貸倒引当金 △1,094 △656

流動資産合計 113,315 106,555

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 72,602 74,673

減価償却累計額 △29,181 △31,305

建物及び構築物（純額） 43,420 43,368

機械装置及び運搬具 36,413 36,715

減価償却累計額 △27,290 △28,680

機械装置及び運搬具（純額） 9,123 8,034

土地 9,251 9,113

建設仮勘定 1,354 633

その他 19,330 19,363

減価償却累計額 △16,570 △17,171

その他（純額） 2,759 2,191

有形固定資産合計 65,909 63,341

無形固定資産 3,368 3,053

投資その他の資産

投資有価証券 22,872 25,794

長期貸付金 386 383

繰延税金資産 5,053 4,857

その他 3,345 2,711

貸倒引当金 △86 △88

投資その他の資産合計 31,571 33,658

固定資産合計 100,849 100,053

資産合計 214,164 206,608



（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 31,057 27,922

短期借入金 48,952 17,490

コマーシャル・ペーパー － 30,000

未払法人税等 520 547

前受金 11,246 7,929

賞与引当金 4,890 4,694

役員賞与引当金 25 －

製品保証引当金 551 46

受注損失引当金 679 493

その他 20,245 18,597

流動負債合計 118,169 107,722

固定負債

長期借入金 19,986 19,791

退職給付引当金 19,342 21,147

役員退職慰労引当金 124 114

環境対策引当金 564 551

繰延税金負債 85 36

債務保証損失引当金 － 16

その他 3,190 3,095

固定負債合計 43,293 44,753

負債合計 161,463 152,475

純資産の部

株主資本

資本金 17,070 17,070

資本剰余金 13,197 13,197

利益剰余金 19,180 19,244

自己株式 △115 △145

株主資本合計 49,331 49,366

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 2,400 3,530

繰延ヘッジ損益 △81 △51

為替換算調整勘定 △945 △871

評価・換算差額等合計 1,373 2,608

少数株主持分 1,996 2,157

純資産合計 52,701 54,132

負債純資産合計 214,164 206,608



（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 198,797 173,067

売上原価 158,403 134,720

売上総利益 40,394 38,346

販売費及び一般管理費

販売費及び一般管理費合計 36,309 35,024

営業利益 4,085 3,321

営業外収益

受取利息及び配当金 544 417

受取賃貸料 595 412

持分法による投資利益 150 427

その他 1,034 1,007

営業外収益合計 2,325 2,266

営業外費用

支払利息 1,322 1,051

出向者関係費 1,131 917

減価償却費 694 474

その他 1,839 1,332

営業外費用合計 4,987 3,775

経常利益 1,423 1,812

特別利益

貸倒引当金戻入額 34 38

投資有価証券売却益 10 0

補助金収入 － 200

事業譲渡益 － 10

特別利益合計 44 249

特別損失

貸倒引当金繰入額 486 11

たな卸資産除却損 209 －

製品保証損失 502 219

製品保証引当金繰入額 522 －

投資有価証券評価損 288 32

関係会社株式評価損 － 108

関係会社整理損 80 －

事業整理損 662 17

債務保証損失引当金繰入額 － 16

減損損失 － 16

その他 92 10

特別損失合計 2,846 430

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△1,377 1,631

法人税、住民税及び事業税 891 616

法人税等調整額 △1,429 △57

法人税等合計 △537 559

少数株主利益 243 101

当期純利益又は当期純損失（△） △1,083 970



（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 17,070 17,070

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 17,070 17,070

資本剰余金

前期末残高 13,204 13,197

当期変動額

自己株式の処分 △7 0

当期変動額合計 △7 0

当期末残高 13,197 13,197

利益剰余金

前期末残高 21,625 19,180

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 1 －

当期変動額

剰余金の配当 △1,363 △908

当期純利益又は当期純損失（△） △1,083 970

持分法の適用範囲の変動 － 1

当期変動額合計 △2,446 64

当期末残高 19,180 19,244

自己株式

前期末残高 △76 △115

当期変動額

自己株式の取得 △64 △30

自己株式の処分 25 0

当期変動額合計 △38 △29

当期末残高 △115 △145

株主資本合計

前期末残高 51,823 49,331

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 1 －

当期変動額

剰余金の配当 △1,363 △908

当期純利益又は当期純損失（△） △1,083 970

自己株式の取得 △64 △30

自己株式の処分 17 0

持分法の適用範囲の変動 － 1

当期変動額合計 △2,492 34

当期末残高 49,331 49,366



（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 6,241 2,400

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,840 1,129

当期変動額合計 △3,840 1,129

当期末残高 2,400 3,530

繰延ヘッジ損益

前期末残高 △65 △81

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △16 30

当期変動額合計 △16 30

当期末残高 △81 △51

為替換算調整勘定

前期末残高 2 △945

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △948 74

当期変動額合計 △948 74

当期末残高 △945 △871

評価・換算差額等合計

前期末残高 6,178 1,373

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,805 1,234

当期変動額合計 △4,805 1,234

当期末残高 1,373 2,608

少数株主持分

前期末残高 2,173 1,996

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △176 161

当期変動額合計 △176 161

当期末残高 1,996 2,157



（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)

純資産合計

前期末残高 60,175 52,701

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 1 －

当期変動額

剰余金の配当 △1,363 △908

当期純利益又は当期純損失（△） △1,083 970

自己株式の取得 △64 △30

自己株式の処分 17 0

持分法の適用範囲の変動 － 1

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,982 1,396

当期変動額合計 △7,475 1,430

当期末残高 52,701 54,132



（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又は税金等調整前当期純
損失（△）

△1,377 1,631

減価償却費 7,796 7,611

投資有価証券評価損益（△は益） 288 32

貸倒引当金の増減額（△は減少） 473 82

賞与引当金の増減額（△は減少） 1 △199

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △28 △25

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,148 1,805

受注損失引当金の増減額（△は減少） 679 △185

製品保証引当金の増減額（△は減少） 543 △505

受取利息及び受取配当金 △544 △417

支払利息 1,322 1,056

持分法による投資損益（△は益） △150 △427

投資有価証券売却損益（△は益） △10 0

補助金収入 － △200

売上債権の増減額（△は増加） 6,368 623

たな卸資産の増減額（△は増加） △995 9,395

仕入債務の増減額（△は減少） △8,490 △3,977

その他 1,454 1,450

小計 9,478 17,749

利息及び配当金の受取額 543 438

利息の支払額 △1,259 △1,145

法人税等の支払額 △1,508 △768

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,253 16,274

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 △7,038 △4,243

有形固定資産の売却による収入 139 254

投資有価証券の取得による支出 △785 △741

投資有価証券の売却による収入 20 1

補助金の受取額 － 200

その他 △1,117 △981

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,781 △5,511



（単位：百万円）

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 28,663 △29,736

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） △30,000 30,000

長期借入れによる収入 50 4,435

長期借入金の返済による支出 △2,435 △6,426

自己株式の取得による支出 △64 △30

配当金の支払額 △1,387 △908

少数株主への配当金の支払額 △23 △18

その他 13 △57

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,183 △2,742

現金及び現金同等物に係る換算差額 △335 37

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △7,046 8,057

現金及び現金同等物の期首残高 10,168 3,122

現金及び現金同等物の期末残高 3,122 11,180



該当事項はありません。

なお、上記１.連結の範囲に関する事項の変更２.持分法の適用に関する事項の変更以外は、最近の有価証券報告書

（平成21年６月26日提出）における記載から重要な変更がないため開示を省略しております。

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

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

の変更

（1）連結の範囲の変更

明電アクアビジネス株式会社は当連結会計年度において新た

に設立したことにより当連結会計年度より連結の範囲に含める

こととしました。また、MEIDEN POWER SOLUTIONS(SINGAPORE)

PTE. LTD.は当連結会計年度において、MEIDEN ASIA PTE. LTD.

に吸収合併されたため、連結範囲から除外しております。

（2）変更後の連結子会社の数

38社

２. 持分法の適用に関する事項

の変更

（1）持分適用非連結子会社

前連結会計年度から変更はありません。

（2）持分法適用関連会社

①持分法適用関連会社の変更

ジャパンモータアンドジェネレータ株式会社は、重要性が無

くなったため当連結会計年度より持分法の範囲から除外してお

ります。

②変更後の持分法適用関連会社の数

4社



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

）

（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・リース取引につきまし

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、当連結会計年度より、

「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第

13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部

会）、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」（企業会計基準適用

指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協

会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））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。

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

ース取引及び１契約金額が３百万円以下のリース取

引につきましては、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。

これによる当連結会計年度の営業利益、経常利益及

び税金等調整前当期純損失に与える影響は軽微であ

ります。

───────────

───────────

───────────

（退職給付に係る会計基準）

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。なお、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ありません。

（工事契約に関する会計基準）

請負工事に係わる収益の計上基準につきましては、

従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工

事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号平

成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号平成19

年12月27日）を当連結会計年度より適用し、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

る工事につきましては工事進行基準（工事の進捗率

の見積りは原価比例法）を、その他の工事につきま

しては工事完成基準を適用しております。

これにより、当連結会計年度の「売上高」は1,393百

万円増加し、「営業利益」、「経常利益」及び「税

金等調整前当期純利益」は、それぞれ395百万円増加

しております。



前連結会計年度（平成21年３月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

（注）当連結会計年度におきまして、その他有価証券で時価ある株式の減損処理279百万円を行っております。

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券 （自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）

３．時価評価されていない有価証券

注記事項

（有価証券関係）

（単位：百万円）

区分 取得原価
連結決算日における連結
貸借対照表計上額

差額

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えるもの

①株式 7,019 11,468 4,449

小計 7,019 11,468 4,449

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えないもの

①株式 2,263 1,736 △527

②その他 54 49 △5

小計 2,318 1,785 △532

合計 9,337 13,254 3,916

（単位：百万円）

売却額 売却益の合計額 売却損の合計額

20 10 －

（単位：百万円）

内容 連結貸借対照表計上額

(1）その他有価証券

①非上場株式 693

合計 693

(2）子会社株式及び関連会社株式

①子会社株式 173

②関連会社株式 8,750

合計 8,924



当連結会計年度（平成22年３月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券 （自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日）

３．時価評価されていない有価証券

（単位：百万円）

区分 取得原価
連結決算日における連結
貸借対照表計上額

差額

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えるもの

①株式 7,506 13,930 6,424

小計 7,506 13,930 6,424

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えないもの

①株式 2,489 1,920 △569

②その他 43 41 △2

小計 2,533 1,961 △571

合計 10,039 15,892 5,852

（単位：百万円）

売却額 売却益の合計額 売却損の合計額

1 0 －

（単位：百万円）

内容 連結貸借対照表計上額

(1）その他有価証券

①非上場株式 661

合計 661

(2）子会社株式及び関連会社株式

①子会社株式 93

②関連会社株式 9,147

合計 9,240



（単位：百万円）

（退職給付関係）

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．採用している退職給付制度の概要

当社及び連結子会社は退職一時金制度及び確定給付企

業年金制度を設けております。

確定給付企業年金制度につきましては、明電舎厚生年

金基金の代行部分を返上し、平成16年10月１日から明

電舎企業年金基金へと名称を変更し、移行しておりま

す。

一部の連結子会社におきまして、適格退職年金制度を

採用しております。

また、連結子会社１社が有する総合設立型の厚生年金

基金は、自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的

に計算することができないため、年金基金への要拠出

額を退職給付費用として処理しております。

なお、平成21年３月31日現在の給与総額割合を基準と

して計算した年金資産は 百万円であります。269

１．採用している退職給付制度の概要

当社及び連結子会社は退職一時金制度及び確定給付企

業年金制度を設けております。

確定給付企業年金制度につきましては、明電舎厚生年

金基金の代行部分を返上し、平成16年10月１日から明

電舎企業年金基金へと名称を変更し、移行しておりま

す。

一部の連結子会社におきまして、適格退職年金制度を

採用しております。

また、連結子会社１社が有する総合設立型の厚生年金

基金は、自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的

に計算することができないため、年金基金への要拠出

額を退職給付費用として処理しております。

なお、平成22年３月31日現在の給与総額割合を基準と

して計算した年金資産は 百万円であります。317

２．退職給付債務に関する事項 ２．退職給付債務に関する事項

(イ）退職給付債務の額 百万円54,984

(ロ）年金資産の額 百万円17,273

(ハ）退職給付引当金の額 百万円19,342

(ニ）その他の退職給付債務に関する事項

未認識過去勤務債務 百万円△1,399

未認識数理計算上の差異 百万円9,589

会計基準変更時差異の未処理額 百万円10,179

(イ）退職給付債務の額 百万円54,386

(ロ）年金資産の額 百万円19,057

(ハ）退職給付引当金の額 百万円21,147

(ニ）その他の退職給付債務に関する事項

未認識過去勤務債務 百万円△1,062

未認識数理計算上の差異 百万円6,760

会計基準変更時差異の未処理額 百万円8,482

３．退職給付費用に関する事項 ３．退職給付費用に関する事項

退職給付費用の額 百万円5,056

(イ）勤務費用の額 百万円2,286

(ロ）利息費用の額 百万円1,392

(ハ）その他の退職給付費用に関する事項

会計基準変更時差異の費用処理額 百万円1,697

期待運用収益 百万円△574

過去勤務債務の費用処理額 百万円△337

数理計算上の差異の費用処理額 百万円592

退職給付費用の額 百万円5,649

(イ）勤務費用の額 百万円2,326

(ロ）利息費用の額 百万円1,430

(ハ）その他の退職給付費用に関する事項

会計基準変更時差異の費用処理額 百万円1,697

期待運用収益 百万円△326

過去勤務債務の費用処理額 百万円△337

数理計算上の差異の費用処理額 百万円858

（注）１．簡便法を採用している連結子会社の退職給付費

用は会計基準変更時差異の費用処理額を除き

「(イ）勤務費用」に計上しております。

２．総合設立型の厚生年金基金の要拠出額は

「(イ）勤務費用」に計上しております。

（注）１．簡便法を採用している連結子会社の退職給付費

用は会計基準変更時差異の費用処理額を除き

「(イ）勤務費用」に計上しております。

２．総合設立型の厚生年金基金の要拠出額は

「(イ）勤務費用」に計上しております。



（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

）

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

(イ）割引率 ％2.7

(ロ）期待運用収益率 ％3.0

(ハ）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

(ニ）過去勤務債務の額の処理年数 10年

(ホ）その他の退職給付債務等の計算に関する事項

会計基準変更時差異の処理年数 15年

数理計算上の差異の処理年数 12～15年

(イ）割引率 ％2.7

(ロ）期待運用収益率 ％2.0

(ハ）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

(ニ）過去勤務債務の額の処理年数 10年

(ホ）その他の退職給付債務等の計算に関する事項

会計基準変更時差異の処理年数 15年

数理計算上の差異の処理年数 12～15年

（各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤

務期間による定額法により、翌連結会計年度から費用処

理しております。）

（各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤

務期間による定額法により、翌連結会計年度から費用処

理しております。）



（税効果会計関係）

（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）

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）

賞与引当金 1,920

退職給付引当金 7,117

投資有価証券等の有税評価減 384

繰延資産償却超過額 43

繰越欠損金 662

その他 2,937

繰延税金資産小計 13,066

評価性引当額 △1,452

繰延税金資産合計 11,613

（繰延税金負債）

固定資産圧縮積立金 －

特別償却準備金 △260

取得株式投資簿価調整 △1,131

その他有価証券評価差額金 △1,558

その他 △93

繰延税金負債合計 △3,043

繰延税金資産の純額 8,569

（繰延税金資産）

賞与引当金 1,785

退職給付引当金 7,812

投資有価証券等の有税評価減 534

繰延資産償却超過額 6

繰越欠損金 931

その他 2,399

繰延税金資産小計 13,470

評価性引当額 △1,637

繰延税金資産合計 11,833

（繰延税金負債）

固定資産圧縮積立金 △79

特別償却準備金 △390

取得株式投資簿価調整 △1,131

その他有価証券評価差額金 △2,325

その他 △41

繰延税金負債合計 △3,969

繰延税金資産の純額 7,864

なお、連結納税制度を採用しており、評価性引当額の

内訳は次のとおりであります。

なお、連結納税制度を採用しており、評価性引当額の

内訳は次のとおりであります。

法人税 △1,021

住民税 △176

事業税 △254

合計 △1,452

法人税 △1,153

住民税 △197

事業税 △285

合計 △1,637



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）

前連結会計年度＜区分変更後＞（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＜区分変更後＞（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日）

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）における、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める

日本の割合が、いずれも90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

（単位：百万円）

社会システ
ム事業

産業システ
ム事業

エンジニア
リング事業

不動産事業 その他 計
消去又は全
社

連結

Ⅰ．売上高及び営業損益

売上高

(1）外部顧客に対する

売上高
115,345 42,503 22,866 2,739 15,343 198,797 － 198,797

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高

6,818 5,537 664 262 11,243 24,527 (24,527) －

計 122,163 48,041 23,530 3,002 26,586 223,324 (24,527) 198,797

営業費用 119,100 48,476 22,164 2,101 26,284 218,127 (23,415) 194,712

営業利益又は営業

損失（△）
3,063 △435 1,365 901 302 5,197 (1,112) 4,085

（単位：百万円）

社会システ
ム事業

産業システ
ム事業

エンジニア
リング事業

不動産事業 その他 計
消去又は全
社

連結

Ⅰ．売上高及び営業損益

売上高

(1）外部顧客に対する

売上高
114,652 36,307 22,859 2,739 22,238 198,797 － 198,797

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高

9,184 4,707 434 262 12,970 27,559 (27,559) －

計 123,836 41,014 23,294 3,002 35,209 226,357 (27,559) 198,797

営業費用 120,580 41,946 21,931 2,101 34,640 221,200 (26,487) 194,712

営業利益又は営業

損失（△）
3,256 △931 1,362 901 568 5,157 (1,072) 4,085

（単位：百万円）

社会システ
ム事業

産業システ
ム事業

エンジニア
リング事業

不動産事業 その他 計
消去又は全
社

連結

Ⅰ．売上高及び営業損益

売上高

(1）外部顧客に対する

売上高
108,598 22,296 21,575 3,022 17,574 173,067 － 173,067

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高

3,930 3,917 420 263 10,814 19,347 (19,347) －

計 112,529 26,214 21,996 3,285 28,389 192,414 (19,347) 173,067

営業費用 107,414 30,490 20,099 2,094 28,559 188,657 (18,911) 169,745

営業利益又は営業

損失（△）
5,114 △4,276 1,897 1,191 △169 3,757 (435) 3,321

ｂ．所在地別セグメント情報



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)

（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２．各区分に属する主な地域

(1）アジア …………… 東アジア、東南アジア及び中東諸国

(2）その他の地域 …… ヨーロッパ、北米、中米、南米、アフリカ及びオセアニア諸国

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

リース取引、金融商品、デリバティブ取引、賃貸等不動産、関連当事者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。

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

該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

（単位：百万円）

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高 27,393 4,259 31,653

Ⅱ 連結売上高 － － 198,797

Ⅲ 連結売上高に占める

海外売上高の割合(%)
13.8 2.1 15.9

（単位：百万円）

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高 27,185 4,391 31,577

Ⅱ 連結売上高 － － 173,067

Ⅲ 連結売上高に占める

海外売上高の割合(%)
15.7 2.5 18.2

（開示の省略）

（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 円 銭223 35

１株当たり当期純損失金額 円 銭4 77

１株当たり純資産額 円00銭229

１株当たり当期純利益金額 円 銭4 28

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純損失金額につきま

しては、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きま

しては、潜在株式が存在しないため、記載しておりませ

ん。

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

）

連結損益計算書上の当期純利益又は当期純

損失（△）（百万円）
△1,083 970

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失

（△）（百万円）
△1,083 970

普通株式の期中平均株式数（千株） 227,110 226,983

（重要な後発事象）



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 1,006 7,407

受取手形 1,840 1,625

売掛金 54,195 50,845

製品 2,302 1,709

仕掛品 27,808 20,852

原材料及び貯蔵品 242 234

前渡金 2,770 2,590

前払費用 485 415

繰延税金資産 2,652 2,197

未収入金 2,895 2,252

短期貸付金 1,976 1,897

その他 337 649

貸倒引当金 △2,278 △2,039

流動資産合計 96,237 90,638

固定資産

有形固定資産

建物 63,925 65,851

減価償却累計額 △24,351 △26,406

建物（純額） 39,574 39,445

構築物 4,247 4,295

減価償却累計額 △2,685 △2,828

構築物（純額） 1,562 1,467

機械及び装置 22,577 22,951

減価償却累計額 △18,571 △19,426

機械及び装置（純額） 4,005 3,524

車両運搬具 272 271

減価償却累計額 △237 △241

車両運搬具（純額） 34 29

工具、器具及び備品 15,304 15,248

減価償却累計額 △13,201 △13,655

工具、器具及び備品（純額） 2,102 1,592

土地 8,177 8,033

建設仮勘定 1,088 549

有形固定資産合計 56,546 54,643



（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)

無形固定資産

ソフトウエア 2,417 2,063

その他 131 120

無形固定資産合計 2,548 2,184

投資その他の資産

投資有価証券 13,814 16,328

関係会社株式 19,395 19,930

出資金 3 2

長期貸付金 346 347

関係会社長期貸付金 1,176 1,112

長期前払費用 1,297 1,138

敷金及び保証金 630 390

繰延税金資産 4,691 4,256

その他 775 738

貸倒引当金 △65 △69

投資その他の資産合計 42,065 44,175

固定資産合計 101,160 101,002

資産合計 197,398 191,640

負債の部

流動負債

支払手形 4,459 2,868

買掛金 22,146 20,205

短期借入金 46,305 15,794

コマーシャル・ペーパー － 30,000

未払金 8,711 7,826

未払費用 3,098 3,115

未払法人税等 161 239

前受金 10,469 7,485

預り金 292 229

従業員預り金 4,291 4,232

賞与引当金 3,200 3,100

役員賞与引当金 25 －

製品保証引当金 522 6

受注損失引当金 672 457

その他 2,210 2,346

流動負債合計 106,567 97,907



（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)

固定負債

長期借入金 17,898 18,139

退職給付引当金 18,638 20,461

環境対策引当金 473 460

関係会社再編損失引当金 189 －

債務保証損失引当金 － 16

長期預り保証金 2,844 2,761

その他 260 247

固定負債合計 40,303 42,086

負債合計 146,871 139,994

純資産の部

株主資本

資本金 17,070 17,070

資本剰余金

資本準備金 5,000 5,000

その他資本剰余金 4,380 4,381

資本剰余金合計 9,380 9,381

利益剰余金

利益準備金 3,296 3,296

その他利益剰余金

特別償却準備金 395 594

固定資産圧縮積立金 － 120

別途積立金 8,263 8,263

繰越利益剰余金 9,942 9,671

その他利益剰余金合計 18,601 18,649

利益剰余金合計 21,898 21,946

自己株式 △174 △204

株主資本合計 48,174 48,193

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 2,343 3,456

繰延ヘッジ損益 8 △3

評価・換算差額等合計 2,351 3,453

純資産合計 50,526 51,646

負債純資産合計 197,398 191,640



（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 162,674 139,289

売上原価

製品期首たな卸高 1,678 2,302

当期製品製造原価 108,278 86,838

原価差額 2,084 2,914

当期製品仕入高 19,954 17,018

合計 131,996 109,074

製品期末たな卸高 2,302 1,709

製品売上原価 129,693 107,364

売上総利益 32,980 31,924

販売費及び一般管理費

販売費及び一般管理費合計 31,689 29,839

営業利益 1,290 2,085

営業外収益

受取利息 85 72

受取配当金 2,002 1,255

受取賃貸料 1,655 1,400

その他 781 660

営業外収益合計 4,525 3,388

営業外費用

支払利息 1,171 955

減価償却費 691 472

出向者関係費 1,131 916

その他 1,539 1,181

営業外費用合計 4,533 3,525

経常利益 1,282 1,948

特別利益

投資有価証券売却益 10 0

貸倒引当金戻入額 0 21

補助金収入 － 200

特別利益合計 11 221



（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)

特別損失

貸倒引当金繰入額 530 197

たな卸資産除却損 209 －

製品保証損失 502 219

製品保証引当金繰入額 522 －

投資有価証券評価損 285 32

関係会社株式評価損 557 113

関係会社整理損 80 －

関係会社再編損失引当金繰入額 189 －

事業整理損 579 17

債務保証損失引当金繰入額 － 16

減損損失 － 16

その他 0 6

特別損失合計 3,457 618

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △2,164 1,551

法人税、住民税及び事業税 76 430

法人税等調整額 △1,652 165

法人税等合計 △1,576 595

当期純利益又は当期純損失（△） △587 956



（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 17,070 17,070

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 17,070 17,070

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 5,000 5,000

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,000 5,000

その他資本剰余金

前期末残高 4,388 4,380

当期変動額

自己株式の処分 △7 0

当期変動額合計 △7 0

当期末残高 4,380 4,381

資本剰余金合計

前期末残高 9,388 9,380

当期変動額

自己株式の処分 △7 0

当期変動額合計 △7 0

当期末残高 9,380 9,381

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 3,296 3,296

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,296 3,296

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金

前期末残高 － －

当期変動額

固定資産圧縮積立金の積立 － 120

当期変動額合計 － 120

当期末残高 － 120



（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)

特別償却準備金

前期末残高 154 395

当期変動額

特別償却準備金の積立 264 259

特別償却準備金の取崩 △22 △60

当期変動額合計 241 198

当期末残高 395 594

別途積立金

前期末残高 8,263 8,263

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 8,263 8,263

繰越利益剰余金

前期末残高 12,135 9,942

当期変動額

特別償却準備金の積立 △264 △259

特別償却準備金の取崩 22 60

剰余金の配当 △1,363 △908

固定資産圧縮積立金の積立 － △120

当期純利益又は当期純損失（△） △587 956

当期変動額合計 △2,192 △271

当期末残高 9,942 9,671

利益剰余金合計

前期末残高 23,849 21,898

当期変動額

特別償却準備金の積立 － －

特別償却準備金の取崩 － －

剰余金の配当 △1,363 △908

当期純利益又は当期純損失（△） △587 956

当期変動額合計 △1,951 48

当期末残高 21,898 21,946

自己株式

前期末残高 △136 △174

当期変動額

自己株式の取得 △64 △30

自己株式の処分 25 0

当期変動額合計 △38 △29

当期末残高 △174 △204



（単位：百万円）

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

株主資本合計

前期末残高 50,172 48,174

当期変動額

剰余金の配当 △1,363 △908

当期純利益又は当期純損失（△） △587 956

自己株式の取得 △64 △30

自己株式の処分 17 0

当期変動額合計 △1,997 18

当期末残高 48,174 48,193

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 6,102 2,343

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,758 1,112

当期変動額合計 △3,758 1,112

当期末残高 2,343 3,456

繰延ヘッジ損益

前期末残高 △12 8

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 20 △11

当期変動額合計 20 △11

当期末残高 8 △3

評価・換算差額等合計

前期末残高 6,089 2,351

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,737 1,101

当期変動額合計 △3,737 1,101

当期末残高 2,351 3,453

純資産合計

前期末残高 56,262 50,526

当期変動額

剰余金の配当 △1,363 △908

当期純利益又は当期純損失（△） △587 956

自己株式の取得 △64 △30

自己株式の処分 17 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,737 1,101

当期変動額合計 △5,735 1,119

当期末残高 50,526 51,646



該当事項はありません。

(1）役員の異動

役員の異動につきましては、平成22年４月28日発表の「役員の異動に関するお知らせ」をご参照ください。

継続企業の前提に関する注記

６．その他
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