
平成22年3月期 決算短信 
平成22年5月13日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 太平製作所 上場取引所 大 名 
コード番号 6342 URL http://www.taihei-ss.co.jp
代表者 （役職名） 取締役社長 （氏名） 成田 光將
問合せ先責任者 （役職名） 取締役総務部長 （氏名） 桂山 哲夫 TEL 0568-73-6411
定時株主総会開催予定日 平成22年6月29日 配当支払開始予定日 平成22年6月30日
有価証券報告書提出予定日 平成22年6月29日

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 2,897 △58.5 △451 ― △447 ― △442 ―
21年3月期 6,976 △3.4 522 △52.6 504 △54.2 189 △69.4

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
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 △31.84 ― △14.8 △7.8 △15.6
21年3月期 13.03 ― 5.8 7.8 7.5

（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 5,824 2,716 46.6 197.14
21年3月期 5,704 3,247 56.9 230.36

（参考） 自己資本   22年3月期  2,716百万円 21年3月期  3,247百万円

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 164 △542 795 2,050
21年3月期 334 △145 △438 1,633

2.  配当の状況 

（注）平成23年３月期（予想）の配当金につきましては、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 56 30.7 1.8
22年3月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00 27 △6.3 0.9
23年3月期 

（予想）
― ― ― ― ― ―

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

1,425 13.8 △170 ― △160 ― △160 ― △11.61

通期 3,500 20.8 △80 ― △60 ― △65 ― △4.72



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） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
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 15,000,000株 21年3月期 15,000,000株
② 期末自己株式数 22年3月期  1,221,075株 21年3月期  901,117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 2,081 △64.7 △513 ― △452 ― △441 ―
21年3月期 5,892 △2.0 404 △58.5 437 △57.3 144 △74.6

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 △31.80 ―
21年3月期 9.92 ―

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 5,418 2,555 47.2 185.48
21年3月期 5,268 3,086 58.6 218.93

（参考） 自己資本 22年3月期  2,555百万円 21年3月期  3,086百万円

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 
上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって大きく異なる結果となる
可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項につきましては、添付資料の３ページを参照してください。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
累計期間

1,000 15.1 △175 ― △165 ― △165 ― △11.97

通期 2,650 27.3 △90 ― △70 ― △70 ― △5.08



(1）経営成績に関する分析 

 (当期の経営成績) 

  当連結会計年度におけるわが国経済は、厳しい雇用環境や消費の不振による低迷が続きました。一部の景気指標

で改善傾向が見られ、明るい兆しが少なからず見られるものの、全体としては企業収益の落ち込みが厳しく、設備

投資の低迷が続くなど、景気は依然として先が読めないまま推移いたしました。 

  一方海外に目を向けると、一部の国においての景気回復傾向は見られますが、日本国内ほどではないにしても設

備投資の低迷状況は続きました。 

  当社関連の主要対象業種であります合板・木工・住宅建材業界においては、景気の先行き不安説やデフレ傾向に

よる所得の低迷などにより、平成21年度の住宅着工戸数は77万５千戸と前年度に比べ26万３千戸の減少（約25.4％

減）にて推移いたしました。 

  このような環境のもと、当社グループといたしましては、顧客中心主義の経営方針のもと、顧客満足度と高い評

価を得る製品の提供を目指し、積極的な営業活動の展開により、売上向上と受注確保に努めたものの、合板機械事

業および木工機械事業の極端な売上減少等もあり、当連結会計年度における売上高は、 百万円（前年同期比

58.5％減）となりました。売上高のうち輸出は、387百万円（前年同期比90.8％減）、輸出比率は13.4％となりま

した。 損益面につきましては、当連結会計年度は原材料費および外注費が予想以上に上昇したこともあり、製造

コスト削減に努力はしましたが、経常損失は 百万円（前年同期は504百万円の経常利益）、当期純損失は 百

万円（前年同期は189百万円の当期純利益）となりました。 

 (セグメント別の概況) 

  合板機械事業は国内、海外ともに販売の極端な不振により、売上高は1,793百万円(前年同期比66.5％減)となり

ました。 

   営業利益につきましては、原価および工程管理をきめ細かく実施しコスト削減に努めましたが、予定の売上を確

保するに至らず、これらの結果134百万円の営業損失(前年同期は738百万円の営業利益)となりました。 

  木工機械事業は業界全体の極端な厳しい環境のなか、売上高は288百万円(前年同期比46.6％減)となりました。 

    営業利益につきましては、機械の改良および社内の合理化に努めたものの、295百万円の営業損失(前年同期比

20.1％増)となりました。 

  子会社である太平ハウジングの住宅建材事業は積極的な販売促進活動はしたものの、売上高は816百万円(前年同

期比24.7％減)となりました。 

  営業利益につきましては、住宅着工戸数の極端な減少がマイナス要因となっており、木材・合板価格の変動によ

り利益率が左右されやすく、コスト削減に努めたものの、41百万円(前年同期比58.4％減)となりました。 

  

 (次期の見通し) 

  平成23年３月期の業績予想につきましては、今後のわが国経済は、国内の景気の動向により不透明な状況が続く

ものと予想されます。当社グループを取り巻く事業環境も、実体経済の不安定さを受けて設備投資の延期や抑制が

強まるなど、当面厳しい状況が続くものと思われますが、当社グループはそれぞれ顧客の視点に立ち市場ニーズに

対応した新技術、新製品の開発に引き続き取り組み、積極的な営業活動を展開し業績の向上に努めてまいる所存で

あります。 

  なお、通期の当社グループの連結業績につきましては、売上高3,500百万円、経常利益につきましては60百万円 

 の損失を見込んでおります。 

  ただし、業績予想については現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後様々な要因によ

り、予想数値と異なる可能性があります。  

  

１．経営成績

2,897

447 442
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(2）財政状態に関する分析 

 ①資産、負債及び純資産の状況 

 当連結会計年度末の総資産は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ119百万円増加しました。その主なも

のは、現金及び預金の増加637百万円、有価証券の増加99百万円と、受取手形及び売掛金の減少414百万円、たな卸

資産の減少228百万円によるものであります。 

 負債につきましては 百万円となり、前連結会計年度末に比べ651百万円増加しました。その主なものは、前

受金の増加286百万円、長期借入金の増加800百万円と支払手形及び買掛金の減少319百万円と設備関係支払手形の

減少140百万円によるものであります。 

 純資産につきましては 百万円となり、前連結会計年度末に比べ531百万円減少しました。その主なものは、

剰余金の減少498百万円によるものであります。 

 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 百万円となり、期首残高と比べ、417

百万円増加しました。 

  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。 

  (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、 百万円となりました。これは主に、売上債権の減少および前受金の増加

による資金の増加に対して、税金等調整前当期純損失および仕入債務の減少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) 

    投資活動の結果使用した資金は、 百万円となりました。これは主に、定期預金の預入れによる支出および

有形固定資産の取得による支出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) 

    財務活動の結果得られた資金は、 百万円となりました。これは主に、長期借入れ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 

    (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／営業キャッシュ・フロー 

    営業キャッシュ・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．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。 

       ２．株式時価総額は、期末株価数値×期末発行済株式数（自己株式控除後） 

       ３．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。 

       ４．営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業キャ

        ッシュ・フロー及び「利息の支払額」を用いております。 

         なお、営業キャッシュ・フローがマイナスの場合「営業キャッシュ・フロー対有利子負債比率」及 

        び「インタレスト・カバレッジ・レシオ」は記載しておりません。 

  

(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と考え、安定した配当を継続して行うことを基本として企業体

質の強化と将来の事業展開に備えるための内部留保の充実などを総合的に勘案して、株主の皆様への利益還元をし

ていくことを利益配分に関する基本方針としております。しかしながら、当期の経営環境は予想以上に厳しく、当

期の業績を踏まえ、平成22年３月期の期末配当につきましては、１株当たり２円の配当で行う予定であります。 

  また次期の配当につきましては、当社を取り巻く事業環境が当面厳しい状況が続く事を勘案して、未定とさせて

いただきます。 

5,824

3,107

2,716

2,050

164

542

795

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

 自己資本比率（％）  41.9  44.6  56.9 46.6

 時価ベースの自己資本比率  34.7  35.6  36.6 27.7

 営業キャッシュ・フロー対有利 

 子負債比率（％） 
 6.5  9.7  2.5 10.6

 インタレスト・カバレッジ・レ 

 シオ（倍） 
  9.7  6.7  21.2 9.5
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   近の有価証券報告書(平成21年6月26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、開示を省略します。 

  

  

(1）会社の経営の基本方針 

  当社グループは、「独自の商品を創造し、社会に貢献する」ことを経営理念に掲げ、住宅建材メーカーおよび木

 材加工機械メーカーとして、木材加工の新技術の創造を基本方針としています。 

  当社グループの処理対象材料である木材は、環境問題(大気の浄化・国土の保全)に貢献しながら生育し機能性と

 環境調和性を備え且つ再生可能な人間に優しい地上資源です。長年人類と密接に関わってきたこの木材資源を有効

 に活用できる技術の開発を 重点課題としています。 

  

(2）目標とする経営指標 

  当社グループは、「お客様第一主義」を基本として、品質、信頼性に基軸を置き、顧客のニーズを取り込んで商

 品を積極的に提案していくことで、収益力及び財務体質の強化を図り、需要変動に左右されない強固な企業体質を

 今後も構築してまいります。 

   当面の目標とする経営指標といたしましては、本来の収益性を示す売上高営業利益率として、10％以上とするよ

 う実現を目指しています。 

  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

  中長期的な経営戦略及び対処すべき課題としては、合板機械製造販売部門、木工機械製造販売部門、住宅建材製

 造販売部門の三本柱を主たる事業部と考えて、お互いに物作りの原点を忘れずに、頑張ってゆく所存であります。

   

(4）会社の対処すべき課題 

  今後の見通しにつきましては、経済全体としては回復傾向であるものの、当社グループを取り巻く合板、木工、

住宅建材業界の景気は依然として厳しい状況が続くものと思われ、それに伴い設備投資意欲は減少し、事業環境と

してはさらに悪化することも予想されます。 

  このような見通しの中で当社グループは、技術開発部門の市場ニーズへの対応並びに新製品開発のスピードアッ

プを図るとともにアフターサービスを含めた販売体制をより一層強化し、さらに来期は経費削減等にも力を入れ、

業績向上に総力を挙げて取り組んでゆく所存であります。  

   

２．企業集団の状況

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 1,853,223 2,490,412

受取手形及び売掛金 1,100,859 686,302

有価証券 － 99,910

製品 100,493 79,600

仕掛品 283,091 124,282

原材料及び貯蔵品 190,834 141,668

繰延税金資産 18,788 4,021

その他 89,122 118,656

貸倒引当金 △23,984 △22,250

流動資産合計 3,612,427 3,722,603

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,337,559 1,360,494

減価償却累計額 △481,037 △542,163

建物及び構築物（純額） 856,522 818,330

機械装置及び運搬具 938,269 967,229

減価償却累計額 △835,560 △860,923

機械装置及び運搬具（純額） 102,708 106,305

土地 689,746 689,746

リース資産 9,396 21,813

減価償却累計額 △324 △3,928

リース資産（純額） 9,072 17,884

その他 111,457 118,540

減価償却累計額 △89,830 △97,234

その他（純額） 21,627 21,305

有形固定資産合計 1,679,677 1,653,573

無形固定資産   

リース資産 1,822 15,477

その他 32,035 35,902

無形固定資産合計 33,857 51,380

投資その他の資産   

投資有価証券 108,906 120,265

長期預金 200,000 200,000

その他 69,689 76,536

貸倒引当金 △203 △5

投資その他の資産合計 378,391 396,796

固定資産合計 2,091,926 2,101,749

資産合計 5,704,354 5,824,353

株式会社太平製作所（6342）　平成22年3月期決算短信

6



（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 739,706 420,066

短期借入金 750,000 750,000

1年内返済予定の長期借入金 100,000 200,000

リース債務 2,376 7,626

未払費用 77,049 53,949

未払法人税等 17,139 －

賞与引当金 35,970 48,103

役員賞与引当金 4,600 3,632

前受金 12,582 299,482

デリバティブ債務 2,598 －

設備関係支払手形 143,400 3,139

その他 66,463 21,445

流動負債合計 1,951,886 1,807,444

固定負債   

長期借入金 － 800,000

リース債務 9,063 27,404

繰延税金負債 241,923 234,693

退職給付引当金 207,179 186,889

役員退職慰労引当金 46,453 51,512

固定負債合計 504,619 1,300,499

負債合計 2,456,506 3,107,944

純資産の部   

株主資本   

資本金 750,000 750,000

資本剰余金 77,201 77,201

利益剰余金 2,570,065 2,071,538

自己株式 △133,934 △176,832

株主資本合計 3,263,332 2,721,907

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △15,484 △5,499

評価・換算差額等合計 △15,484 △5,499

純資産合計 3,247,847 2,716,408

負債純資産合計 5,704,354 5,824,353
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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 6,976,182 2,897,468

売上原価 ※2, ※4  5,542,332 ※2, ※4  2,672,140

売上総利益 1,433,849 225,328

販売費及び一般管理費 ※1  911,476 ※1  676,585

営業利益又は営業損失（△） 522,373 △451,257

営業外収益   

受取利息 6,348 2,878

受取配当金 7,707 5,061

鉄屑売却収入 5,155 1,723

助成金収入 － 27,438

その他 12,411 6,747

営業外収益合計 31,622 43,848

営業外費用   

支払利息 15,747 18,005

支払手数料 27,309 16,140

デリバティブ損失 － 4,226

その他 6,205 2,004

営業外費用合計 49,262 40,376

経常利益又は経常損失（△） 504,733 △447,785

特別利益   

投資有価証券売却益 － 23,070

貸倒引当金戻入額 5,000 －

特別利益合計 5,000 23,070

特別損失   

固定資産除売却損 ※3  68,899 ※3  7,885

投資有価証券評価損 5,307 －

役員退職慰労引当金繰入額 － 2,652

特別損失合計 74,206 10,537

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

435,526 △435,252

法人税、住民税及び事業税 214,267 1,281

過年度法人税等戻入額 － 2,951

法人税等調整額 31,874 2,646

法人税等合計 246,141 6,879

当期純利益又は当期純損失（△） 189,384 △442,131
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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 750,000 750,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 750,000 750,000

資本剰余金   

前期末残高 77,201 77,201

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 77,201 77,201

利益剰余金   

前期末残高 2,439,442 2,570,065

当期変動額   

剰余金の配当 △58,761 △56,395

当期純利益又は当期純損失（△） 189,384 △442,131

当期変動額合計 130,622 △498,527

当期末残高 2,570,065 2,071,538

自己株式   

前期末残高 △54,409 △133,934

当期変動額   

自己株式の取得 △79,525 △42,897

当期変動額合計 △79,525 △42,897

当期末残高 △133,934 △176,832

株主資本合計   

前期末残高 3,212,234 3,263,332

当期変動額   

剰余金の配当 △58,761 △56,395

当期純利益又は当期純損失（△） 189,384 △442,131

自己株式の取得 △79,525 △42,897

当期変動額合計 51,097 △541,424

当期末残高 3,263,332 2,721,907
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（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 23,015 △15,484

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △38,500 9,985

当期変動額合計 △38,500 9,985

当期末残高 △15,484 △5,499

評価・換算差額等合計   

前期末残高 23,015 △15,484

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △38,500 9,985

当期変動額合計 △38,500 9,985

当期末残高 △15,484 △5,499

純資産合計   

前期末残高 3,235,249 3,247,847

当期変動額   

剰余金の配当 △58,761 △56,395

当期純利益又は当期純損失（△） 189,384 △442,131

自己株式の取得 △79,525 △42,897

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △38,500 9,985

当期変動額合計 12,597 △531,439

当期末残高 3,247,847 2,716,408
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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又は税金等調整前当期純
損失（△）

435,526 △435,252

減価償却費 83,723 122,104

賞与引当金の増減額（△は減少） △13,910 12,133

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △9,100 △968

退職給付引当金の増減額（△は減少） 26,924 △20,290

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9,941 5,059

貸倒引当金の増減額（△は減少） 16,809 △1,931

受取利息及び受取配当金 △14,055 △7,939

デリバティブ評価損益（△は益） △2,466 4,226

支払利息 15,747 18,005

有形固定資産除売却損益（△は益） 48,659 7,885

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 5,307 △23,070

売上債権の増減額（△は増加） 794,365 414,557

たな卸資産の増減額（△は増加） 590,615 228,867

未収消費税等の増減額（△は増加） － △7,210

その他の流動資産の増減額（△は増加） 48,774 21,237

その他の固定資産の増減額（△は増加） △3,571 △26,849

仕入債務の増減額（△は減少） △765,234 △319,640

前受金の増減額（△は減少） △419,535 286,899

その他の流動負債の増減額（△は減少） 143,179 △43,159

小計 991,701 234,663

利息及び配当金の受取額 14,055 7,939

利息の支払額 △15,746 △17,328

法人税等の支払額 △655,774 △154,391

法人税等の還付額 － 93,601

営業活動によるキャッシュ・フロー 334,235 164,484

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △60,000 △220,000

定期預金の払戻による収入 110,000 －

有価証券の償還による収入 199,280 －

投資有価証券の売却による収入 － 22,500

有形固定資産の取得による支出 △378,371 △241,935

無形固定資産の取得による支出 △5,511 △15,317

投資有価証券の取得による支出 △432 △413

有形固定資産の除却による支出 － △7,397

貸付けによる支出 △10,000 △10,000

貸付金の回収による収入 － 30,000

有価証券の取得による支出 － △99,910

投資活動によるキャッシュ・フロー △145,036 △542,474

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） △200,000 －

長期借入れによる収入 － 1,000,000

長期借入金の返済による支出 △100,000 △100,000

自己株式の取得による支出 △79,525 △42,897

配当金の支払額 △58,155 △55,557

その他 △441 △6,364

財務活動によるキャッシュ・フロー △438,122 795,179

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △248,923 417,189

現金及び現金同等物の期首残高 1,882,146 1,633,223

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  1,633,223 ※1  2,050,412
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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

項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項  連結子会社は、太平ハウジング株式会

社１社であります。 

同左 

２．持分法の適用に関する事項  該当事項はありません。 同左 

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

決算日と一致しております。 

同左 

４．会計処理基準に関する事項     

(1）重要な資産の評価基準及

び評価方法 

１．有価証券 

(1）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（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）を採用しておりま

す。 

１．有価証券 

(1）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を採用し

ております。 

時価のないもの 

同左 

  ２．デリバティブ  

 時価法を採用しております。 

２．デリバティブ  

同左 

  ３．たな卸資産 

製品、仕掛品 

 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。  

３．たな卸資産 

製品、仕掛品 

 同左 

  原材料及び貯蔵品 

 当社は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。また、連

結子会社は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。  

(会計方針の変更) 

 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日公表

分)を適用しております。 

 これにより、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116,278千円減少しておりま

す。 

 なお、セグメント情報に与える影

響は、当該箇所に記載しておりま

す。  

原材料及び貯蔵品 

 同左 

  

  

  

  

  

  

  

―――  
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

(2）重要な減価償却資産の減

価償却の方法 

１．有形固定資産(リース資産を除く) 

 定率法を採用しております。（ただ

し、平成10年４月１日以降に取得した

建物（附属設備を除く）は定額法によ

っております。） 

 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   ７～50年 

機械装置及び運搬具 ４～12年 

１．有形固定資産(リース資産を除く) 

同左  

  ２．無形固定資産(リース資産を除く) 

 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。 

ソフトウエア      ５年 

施設利用権       15年 

２．無形固定資産(リース資産を除く) 

       同左 

  ３．リース資産 

  リース期間を耐用年数として、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平成20年

３月31日以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

た会計処理を適用しております。  

３．リース資産 

        同左 

(3）重要な引当金の計上基準 １．貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案して、

回収不能見込額を計上しております。 

１．貸倒引当金 

  同左 

  ２．賞与引当金 

 従業員に対する賞与の支給に備える

ため、支給見込額に基づき計上してお

ります。 

２．賞与引当金 

 同左  

  ３．役員賞与引当金 

 役員に対する賞与の支給に備えるた

め、支給見込額に基づき計上しており

ます。 

３．役員賞与引当金 

  同左 

  ４．退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債務

及び年金資産額に基づき計上しており

ます。 

４．退職給付引当金 

  同左  

  ５．役員退職慰労引当金 

 役員に対する退職金の支給に備える

ため、規程に基づく期末要支給額を計

上しております。 

５．役員退職慰労引当金 

  同左  
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

(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の方法 

 税抜方式を採用しております。 

消費税等の会計処理の方法 

同左   

５．連結子会社の資産及び負債

の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価につ

いては、全面時価評価法を採用しており

ます。 

同左 

６．連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及

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おります。 

同左 

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、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 

 じた会計処理を適用しております。 

  これによる損益に与える影響は軽微であります。  

 ――――――  
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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) 

   「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「製品」「仕掛品」 

  「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しております。 

       なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれ 

   る「製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、それ

     ぞれ314,839千円、651,034千円、199,159千円であり 

   ます。  

   (連結損益計算書)  

   前連結会計年度まで営業外費用の「その他」に含め 

  て表示しておりました「支払手数料」は、営業外費用 

  の総額の100分の10を超えたため区分掲記しました。な

  お、前連結会計年度における「支払手数料」の金額は 

  200千円であります。 

           ────―― 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

           ────―― 

注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成22年３月31日） 

  受取手形裏書譲渡高 3,920千円          ―――― 
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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）普通株式の自己株式の株式数の増加591,507株は、取締役会決議による自己株式取得による増加589,000株と、単

元未満株式の買取りによる増加2,507株であります。 

（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内主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

※１． 販売費及び一般管理費の内主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

荷造運搬費   241,663千円

役員報酬  71,921千円

給料手当   166,178千円

貸倒引当金繰入額   22,030千円

賞与引当金繰入額    10,989千円

役員賞与引当金繰入額     4,600千円

退職給付費用    15,996千円

役員退職慰労引当金繰入額    9,941千円

旅費交通費    78,197千円

荷造運搬費   99,899千円

役員報酬  64,303千円

給料手当   159,831千円

貸倒引当金繰入額   469千円

賞与引当金繰入額    8,762千円

役員賞与引当金繰入額     3,632千円

退職給付費用    19,899千円

役員退職慰労引当金繰入額    10,597千円

旅費交通費    76,170千円

※２． 当期製造費用に含まれる研究開発費は、224,280

千円であります。 

※２． 当期製造費用に含まれる研究開発費は、194,334

千円であります。 

※３． 固定資産除売却損の内容は次のとおりでありま

す。 

※３． 固定資産除売却損の内容は次のとおりでありま

す。 

建物及び構築物    46,931千円

機械装置及び運搬具      438千円

その他     1,289千円

固定資産取り壊し費用    20,239千円

計    68,899千円

建物及び構築物    －千円

機械装置及び運搬具      391千円

その他     96千円

固定資産取り壊し費用    7,397千円

計    7,885千円

※４． 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後

の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価

に含まれております。 

 116,278千円 

※４． 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後

の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価

に含まれております。 

  72,660千円 

（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 15,000,000 － － 15,000,000 

合計 15,000,000 － － 15,000,000 

自己株式         

普通株式   （注） 309,610 591,507 － 901,117 

合計 309,610 591,507 － 901,117 
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２．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 

  

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）普通株式の自己株式の株式数の増加319,958株は、取締役会決議による自己株式取得による増加319,000株と、単

元未満株式の買取りによる増加958株であります。 

２．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 

  

  
（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27日 

定時株主総会 
普通株式 58,761 4 平成20年３月31日 平成20年６月30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26日 

定時株主総会 
普通株式 56,395 利益剰余金 4 平成21年３月31日 平成21年６月29日

  
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       15,000,000 － －       15,000,000 

合計     15,000,000 － －       15,000,000 

自己株式         

普通株式   （注） 901,117    319,958 －        1,221,075 

合計        901,117        319,958 －        1,221,075 

  
（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26日 

定時株主総会 
普通株式      56,395   4 平成21年３月31日 平成21年６月29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29日 

定時株主総会 
普通株式      27,557  利益剰余金 2 平成22年３月31日 平成22年６月30日
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（開示の省略） 

  リース取引、金融商品関係、有価証券関係、デリバティブ取引関係、退職給付関係、税効果会計関係、関連当事者情

報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。 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

  

現金及び預金勘定 1,853,223千円

長期性預金   200,000千円

計 2,053,223千円

預入期間が３ヶ月を超える定期

預金 
△420,000千円

現金及び現金同等物 1,633,223千円

  

現金及び預金勘定 2,490,412千円

長期性預金   200,000千円

計 2,690,412千円

預入期間が３ヶ月を超える定期

預金 
△640,000千円

現金及び現金同等物 2,050,412千円
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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） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各事業区分の主要製品は次のとおりであります。 

(1)合板機械事業 … 合板機械の製造販売 

(2)木工機械事業 … 木工機械の製造販売 

(3)住宅建材事業 … 住宅建材の製造販売 

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、69,549千円あり、主として本社管

理経費等であります。 

４．資産のうち消去又は全社項目に含めた全社資産の金額は、1,166,992千円であり、その主なものは、余剰運

用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券等）及び総務部門で管理する資産等であります。 

     ５．会計方針の変更 

  「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(1)３．たな卸資産における(会計方針の変更)に

記載のとおり、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日公表分)を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が

合板機械事業で28,163千円、木工機械事業で87,272千円、住宅建材事業で804千円それぞれ減少しておりま

す。  

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
合板機械事
業 
（千円） 

木工機械事
業 
（千円） 

住宅建材事
業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ．売上高及び営業利益             

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高 5,351,741 540,503 1,083,937 6,976,182   6,976,182 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
110 122,604 － 122,715 △122,715 － 

計 5,351,852 663,108 1,083,937 7,098,897 △122,715 6,976,182 

営業費用 4,612,951 909,399 984,623 6,506,974 △ 53,165 6,453,809 

営業利益（又は営業損失△) 738,900 △246,291 99,313 591,922 △ 69,549 522,373 

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本

的支出 
            

資産 2,691,049 482,771 1,363,540 4,537,361 1,166,992 5,704,354 

減価償却費 45,530 10,675 19,503 75,709 8,014 83,723 

資本的支出 81,974 95,615 126,538 304,129 260,396 564,525 
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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） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各事業区分の主要製品は次のとおりであります。 

(1)合板機械事業 … 合板機械の製造販売 

(2)木工機械事業 … 木工機械の製造販売 

(3)住宅建材事業 … 住宅建材の製造販売 

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、62,614千円あり、主として本社管

理経費等であります。 

４．資産のうち消去又は全社項目に含めた全社資産の金額は、1,146,296千円であり、その主なものは、余剰運

用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券等）及び総務部門で管理する資産等であります。 

  

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） 

 在外連結子会社及び在外支店がないため、記載しておりません。 

  

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） 

 在外連結子会社及び在外支店がないため、記載しておりません。 

  

  
合板機械事
業 
（千円） 

木工機械事
業 
（千円） 

住宅建材事
業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ．売上高及び営業利益             

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高 1,793,031     288,369     816,067   2,897,468     2,897,468 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
   －        575 －    575   △575  － 

計 1,793,031      288,945     816,067 2,898,044 △575  2,897,468 

営業費用 1,927,281      584,636  774,769  3,286,687  62,038    3,348,726 

営業利益(又は営業損失△) △134,250    △295,690 41,297 △388,643  △62,614  △451,257 

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本

的支出 
          

資産 3,036,877     308,661   1,332,517   4,678,056   1,146,296   5,824,353 

減価償却費 52,541      23,032      25,975     101,549      20,555     122,104 

資本的支出    30,129       33,794      50,084     114,008        －     114,008 

ｂ．所在地別セグメント情報
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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） 

 （注）１．国又は地域区分は、地理的近接度によっております。 

２．各区分に属する主な国又は地域 

(1)東南アジア … マレーシア、インドネシア、フィリピン、シンガポール 

(2)北米    … アメリカ合衆国、カナダ 

３．当連結会計年度より、ロシア向けの売上高が、連続売上高の10％を超えるため新たに区分掲記しておりま 

す。  

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 （注）１．国又は地域区分は、地理的近接度によっております。 

２．各区分に属する主な国又は地域 

(1)東南アジア … マレーシア、インドネシア、フィリピン、シンガポール 

(2)北米    … アメリカ合衆国、カナダ  

ｃ．海外売上高

  東南アジア 北米 ロシア  その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 1,340,112 8,247  2,757,644 109,376 4,215,379 

Ⅱ 連結売上高（千円） － －  － － 6,976,182 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
19.2 0.1  39.5 1.5 60.4 

  東南アジア 北米 ロシア  その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）       332,896      8,370         7,054        39,587       387,907 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － －   2,897,468 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
    11.5    0.3      0.2    1.4     13.4 
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 （注）１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（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） 

１．１株当たり純資産額    230円36銭

２．１株当たり当期純利益   13円03銭

１．１株当たり純資産額    197円14銭

２．１株当たり当期純損失   31円84銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい

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） 

当期純利益又は当期純損失（△)（千円）    189,384  △442,131

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） 
 189,384  △442,131

期中平均株式数（千株） 14,533 13,885 
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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 1,669,089 2,281,199

受取手形 457,017 318,822

売掛金 429,327 244,632

有価証券 － 99,910

製品 100,493 79,600

仕掛品 272,865 117,098

原材料及び貯蔵品 144,532 96,873

前渡金 1,698 －

前払費用 3,332 1,097

未収還付法人税等 － 74,203

繰延税金資産 9,710 －

その他 83,561 24,728

貸倒引当金 △21,984 △20,250

流動資産合計 3,149,644 3,317,915

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,210,905 1,215,374

減価償却累計額 △420,343 △467,344

建物（純額） 790,562 748,030

構築物 126,387 143,442

減価償却累計額 △60,555 △74,369

構築物（純額） 65,832 69,073

機械及び装置 845,618 849,079

減価償却累計額 △775,358 △788,215

機械及び装置（純額） 70,259 60,863

車両運搬具 51,280 48,785

減価償却累計額 △40,838 △42,694

車両運搬具（純額） 10,442 6,090

工具、器具及び備品 110,145 117,228

減価償却累計額 △88,994 △96,247

工具、器具及び備品（純額） 21,150 20,980

土地 689,746 689,746

リース資産 9,396 21,813

減価償却累計額 △324 △3,928

リース資産（純額） 9,072 17,884

有形固定資産合計 1,657,066 1,612,671

無形固定資産   

ソフトウエア 18,603 16,807

リース資産 1,822 15,477

電話加入権 2,859 2,859
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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) 

施設利用権 10,432 9,679

無形固定資産合計 33,717 44,823

投資その他の資産   

投資有価証券 108,882 120,238

関係会社株式 50,000 50,000

長期貸付金 20,000 －

長期前払費用 2,649 2,647

長期預金 200,000 200,000

保険積立金 － 65,460

その他 47,040 4,810

貸倒引当金 △203 △5

投資その他の資産合計 428,368 443,150

固定資産合計 2,119,152 2,100,645

資産合計 5,268,796 5,418,560

負債の部   

流動負債   

支払手形 609,589 314,447

買掛金 94,577 75,471

短期借入金 600,000 600,000

1年内返済予定の長期借入金 100,000 200,000

リース債務 2,376 7,626

未払費用 63,502 44,380

未払消費税等 20,367 －

前受金 12,582 299,482

賞与引当金 20,000 36,966

役員賞与引当金 4,600 3,632

設備関係支払手形 143,400 3,139

その他 41,067 12,021

流動負債合計 1,712,063 1,597,168

固定負債   

長期借入金 － 800,000

リース債務 9,063 27,404

繰延税金負債 241,923 234,692

退職給付引当金 180,631 161,699

役員退職慰労引当金 38,437 41,846

固定負債合計 470,055 1,265,642

負債合計 2,182,119 2,862,811
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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 750,000 750,000

資本剰余金   

資本準備金 77,201 77,201

資本剰余金合計 77,201 77,201

利益剰余金   

利益準備金 126,500 126,500

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 369,431 351,699

繰越利益剰余金 1,912,962 1,432,681

利益剰余金合計 2,408,894 1,910,881

自己株式 △133,934 △176,832

株主資本合計 3,102,161 2,561,250

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △15,484 △5,501

評価・換算差額等合計 △15,484 △5,501

純資産合計 3,086,677 2,555,749

負債純資産合計 5,268,796 5,418,560
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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 5,892,245 2,081,401

売上原価   

製品期首たな卸高 314,839 100,493

当期製品製造原価 4,492,367 2,002,213

合計 4,807,206 2,102,706

製品期末たな卸高 100,493 79,600

製品売上原価 ※2, ※5  4,706,713 ※2, ※5  2,023,106

売上総利益 1,185,531 58,294

販売費及び一般管理費   

販売費及び一般管理費合計 ※1  781,158 ※1  571,406

営業利益又は営業損失（△） 404,373 △513,111

営業外収益   

受取利息 6,332 2,877

受取配当金 7,705 5,060

鉄屑売却収入 5,155 1,723

助成金収入 － 27,438

受取賃貸料 ※3  49,000 ※3  49,200

その他 12,376 9,255

営業外収益合計 80,569 95,555

営業外費用   

支払利息 14,157 16,806

支払手数料 27,309 16,140

その他 6,188 2,004

営業外費用合計 47,655 34,951

経常利益又は経常損失（△） 437,287 △452,508

特別利益   

投資有価証券売却益 － 23,070

特別利益合計 － 23,070

特別損失   

固定資産除売却損 ※4  68,899 ※4  7,885

投資有価証券評価損 5,307 －

役員退職慰労引当金繰入額 － 2,652

特別損失合計 74,206 10,537

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 363,080 △439,975

法人税、住民税及び事業税 180,087 1,101

過年度法人税等 － 2,951

法人税等調整額 38,748 △2,409

法人税等合計 218,835 1,642

当期純利益又は当期純損失（△） 144,244 △441,618
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 （原価計算の方法）当社の原価計算の方法は個別原価計算であります。 

  

製造原価明細書

    
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） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ 材料費               

１．材料期首棚卸高   137,529     138,787     

２．当期材料仕入高   1,832,399     568,557     

合計   1,969,928     707,344     

３．材料期末棚卸高   138,787     96,527     

当期材料費     1,831,141 44.3   610,817 33.1

Ⅱ 労務費               

当期労務費     574,900 13.9   510,844 27.7 

Ⅲ 経費               

１．外注加工費   1,336,684     384,129     

２．減価償却費   40,852     58,958     

３．その他の経費   345,456     281,695     

当期経費     1,722,993 41.7   724,784 39.2

当期総製造費用     4,129,034 100.0   1,846,446 100.0 

仕掛品期首棚卸高     636,198     272,865   

合計     4,765,232     2,119,311   

仕掛品期末棚卸高     272,865     117,098   

当期製品製造原価     4,492,367     2,002,213   
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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 750,000 750,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 750,000 750,000

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 77,201 77,201

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 77,201 77,201

資本剰余金合計   

前期末残高 77,201 77,201

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 77,201 77,201

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 126,500 126,500

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 126,500 126,500

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 376,253 369,431

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △6,821 △17,732

当期変動額合計 △6,821 △17,732

当期末残高 369,431 351,699

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,820,658 1,912,962

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 6,821 17,732

剰余金の配当 △58,761 △56,395

当期純利益又は当期純損失（△） 144,244 △441,618

当期変動額合計 92,304 △480,281

当期末残高 1,912,962 1,432,681

利益剰余金合計   

前期末残高 2,323,411 2,408,894

当期変動額   

剰余金の配当 △58,761 △56,395

当期純利益又は当期純損失（△） 144,244 △441,618

当期変動額合計 85,483 △498,013

当期末残高 2,408,894 1,910,881
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

自己株式   

前期末残高 △54,409 △133,934

当期変動額   

自己株式の取得 △79,525 △42,897

当期変動額合計 △79,525 △42,897

当期末残高 △133,934 △176,832

株主資本合計   

前期末残高 3,096,203 3,102,161

当期変動額   

剰余金の配当 △58,761 △56,395

当期純利益又は当期純損失（△） 144,244 △441,618

自己株式の取得 △79,525 △42,897

当期変動額合計 5,957 △540,911

当期末残高 3,102,161 2,561,250

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 23,015 △15,484

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △38,500 9,983

当期変動額合計 △38,500 9,983

当期末残高 △15,484 △5,501

評価・換算差額等合計   

前期末残高 23,015 △15,484

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △38,500 9,983

当期変動額合計 △38,500 9,983

当期末残高 △15,484 △5,501

純資産合計   

前期末残高 3,119,219 3,086,677

当期変動額   

剰余金の配当 △58,761 △56,395

当期純利益又は当期純損失（△） 144,244 △441,618

自己株式の取得 △79,525 △42,897

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △38,500 9,983

当期変動額合計 △32,542 △530,927

当期末残高 3,086,677 2,555,749
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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

項目 
前事業年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1)子会社株式 

 移動平均法による原価法を採用してお

ります。 

(1)子会社株式 

同左 

  (2)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）を採用しております。 

(2)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を採用して

おります。 

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、仕掛品 

   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)原材料及び貯蔵品 

   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。 

  (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。 

   これにより、営業利益、経常利益及 

  び税引前当期純利益は、それぞれ 

   115,473千円減少しております。  

(1)製品、仕掛品 

        同左   

  

  

  

(2)原材料及び貯蔵品 

         同左 

    

  

  

        ―――  

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) 

 定率法を採用しております。ただし平

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

よっております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

建物         ７年～50年 

機械装置       ４年～12年 

(1)有形固定資産(リース資産を除く) 

同左 

  (2)無形固定資産(リース資産を除く) 

 定額法を採用しております。  

 なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

ソフトウエア        ５年  

施設利用権         15年 

(2)無形固定資産(リース資産を除く) 

               同左 
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項目 
前事業年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

  (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、リース取引開始日が平成20 

 年３月31日以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。  

(3)リース資産 

           同左 

４．引当金の計上基準 

(1)貸倒引当金 

  

債権の貸倒による損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。 

  

         同左 

(2)賞与引当金  従業員に対する賞与の支給に備えるた

め、支給見込額に基づき計上しておりま

す。 

         同左 

(3)役員賞与引当金  役員の賞与の支給に備えるため、支給

見込額に基づき計上しております。 

         同左  

(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

資産額に基づき計上しております。 

         同左 

(5)役員退職慰労引当金  役員に対する退職金の支給に備えるた

め、規程に基づく期末要支給額を計上し

ております。 

         同左 

５．消費税等の会計処理の方

法 

 税抜方式によっております。          同左 

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(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、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。 

  これによる損益に与える影響は軽微であります。   

            ――――           
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表示方法の変更

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

           ――――― （貸借対照表） 

  １．前事業年度まで流動資産の「その他」に含めて表

示しておりました「未収還付法人税等」は、当事業

年度において、資産の総額の100分の1を超えたため

区分掲記しております。 

  なお、前事業年度末の「未収還付法人税等」は

50,614千円であります。  

２．前事業年度まで投資その他の資産の「その他」に

含めて表示しておりました「保険積立金」は、当事

業年度において、資産の総額の100分の1を超えたた

め区分掲記しております。 

  なお、前事業年度末の「保険積立金」は41,524千

円であります。   
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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） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注） 普通株式の自己株式の株式数の増加591,507株は、取締役会決議による自己株式取得589,000株と、単元未満  

株式の買取りによる増加2,507株であります。 

  

当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注） 普通株式の自己株式の株式数の増加319,958株は、取締役会決議による自己株式取得319,000株と、単元未満  

株式の買取りによる増加958株であります。 

注記事項

（損益計算書関係）

  
項目  

  

前事業会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業会計年度 
（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

の内訳  

販売費に属する費用のおおよその割合は

36％、一般管理費に属する費用のおおよ

その割合64％であります。 

販売費に属する費用のおおよその割合は

22％、一般管理費に属する費用のおおよ

その割合78％であります。 

    (千円)

荷造運搬費  158,087 

役員報酬    61,631 

給料手当  170,493 

貸倒引当金繰入額 20,030 

賞与引当金繰入額    6,003 

役員賞与引当金繰入額     4,600 

退職給付費用    15,393 

役員退職慰労引当金繰入額    8,731 

福利厚生費  39,205  

旅費交通費    76,187 

  (千円)

荷造運搬費 31,450 

役員報酬  44,348 

給料手当   146,154 

貸倒引当金繰入額   469 

賞与引当金繰入額    5,113 

役員賞与引当金繰入額     3,632 

退職給付費用    18,833 

役員退職慰労引当金繰入額    8,947 

福利厚生費  28,229  

旅費交通費    74,442 

※２ 研究開発費の総額  当期製造費用に含まれる研究開発費は、

224,280千円であります。 

当期製造費用に含まれる研究開発費は、

194,334千円であります。 

※３ 関係会社との取引  受取賃貸料        49,000千円  受取賃貸料        49,200千円 

※４ 固定資産除売却損の

内訳  

建物及び構築物    46,931千円

機械装置及び運搬具      438千円

その他     1,289千円

固定資産取り壊し費用    20,239千円

計  68,899千円

建物及び構築物    －千円

機械装置及び運搬具      391千円

その他     96千円

固定資産取り壊し費用    7,397千円

計  7,885千円

※５ たな卸資産の帳簿

価額の切下げに関

する記載  

期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価

切下後の金額であり、次のたな卸資産評

価損が売上原価に含まれております。 

115,473千円  

期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価

切下後の金額であり、次のたな卸資産評

価損が売上原価に含まれております。 

72,660千円  

（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） 

普通株式 309,610 591,507 － 901,117 

合計 309,610 591,507 － 901,117 

  
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） 

普通株式        901,117        319,958 －        1,221,075 

合計        901,117        319,958 －        1,221,075 

株式会社太平製作所（6342）　平成22年3月期決算短信

33



  

 （注）１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

(1）役員の異動 

 該当事項はありません。 

  

(2）その他 

  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） 

１．１株当たり純資産額    218円93銭

２．１株当たり当期純利益   9円92銭

１．１株当たり純資産額    185円48銭

２．１株当たり当期純損失   31円80銭

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

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）  144,244   △441,618

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） 
 144,244   △441,618

期中平均株式数（千株） 14,533 13,885 

６．その他
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