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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 34,936 16.0 1,712 166.3 1,857 163.5 972 376.6
21年3月期 30,130 △4.6 642 △28.4 704 △30.1 203 △61.1

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 51.61 ― 3.6 4.9 4.9
21年3月期 10.83 ― 0.8 1.9 2.1

（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 39,034 27,639 70.8 1,467.48
21年3月期 36,017 26,727 74.2 1,418.96

（参考） 自己資本   22年3月期  27,639百万円 21年3月期  26,727百万円

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 1,692 △1,223 △308 6,007
21年3月期 3,593 △1,367 △303 5,847

2.  配当の状況 

(注)22年3月期期末配当金の内訳  特別配当5円00銭 

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 ― 7.50 ― 8.50 16.00 301 147.7 1.1
22年3月期 ― 7.50 ― 13.50 21.00 395 40.7 1.5
23年3月期 

（予想）
― 7.50 ― 8.50 16.00 25.5

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

16,897 17.8 330 532.2 380 203.4 200 235.7 10.62

通期 36,500 4.5 1,900 11.0 2,000 7.7 1,180 21.4 62.65
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4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

(注)詳細は，21ページ「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株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については，29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 20,347,851株 21年3月期 20,347,851株
② 期末自己株式数 22年3月期  1,513,130株 21年3月期  1,511,759株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記の業績予想は，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，今後の様々な要因によって予想数値と
異なる場合があります。 
 上記の予想に関する事項は，3ページ「１．経営成績および財政状態等(1)経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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(1）経営成績に関する分析 

 当事業年度におけるわが国経済は，厳しい雇用環境が続くなか，定額給付金，エコカー減税，エコポイント制度

などの政策効果から，個人消費が底堅く推移し，緩やかな回復基調に転じています。当業界においては，平成23年

７月の地上デジタル放送への完全移行に向け，デジサポ(テレビ受信者支援センター）による受信相談・現地調査

など政府の総合対策が施行され，受信関連機器の需要が増加し始めました。 

  このような状況のなか，当社では「地デジをすべての人に届けたい」をスローガンに，急激な需要増加にお応え

するサポート体制を整備し，市場対応力強化に努めた結果，大幅に売上が伸び，売上高は349億36百万円(前期比

16.0％増)となりました。  

 部門別の業績は次のとおりです。 

  アンテナ部門においては，壁面に取付ける新しいデザインの「スカイウォーリー」投入などが奏効し，地上デジ

タル放送用ＵＨＦアンテナの売上が大幅に増加した結果，売上高は40億63百万円（前期比21.9％増）となりまし

た。  

 電子機器部門においては，地上デジタル放送普及による需要増加に加え，家電エコポイント制度実施にともなう

地デジテレビの好調な販売により，主力製品であるブースターや分配器，さらにはＢＳ・ＣＳアンテナ等が順調に

推移しました。また，１波・３波対応の２機種をラインアップした地デジチューナー等の販売に注力した結果，売

上高は229億14百万円（前期比13.4％増）となりました。 

 電気通信工事部門においては，山間地域の難視聴対策施設改修工事や，調査業務のほか，ＣＡＴＶ大型工事など

が増加し，売上高は79億59百万円（前期比20.9％増）となりました。 

 利益においては，売上が順調に増加したことが主な要因となり，営業利益17億12百万円（前期比166.3％増），

経常利益18億57百万円（前期比163.5％増）,当期純利益は９億72百万円（前期比376.6％増）となりました。 

  

 次期の見通しにつきましては，平成23年７月の地上デジタル放送への完全移行に向けての総合対策が本格化して

いるなか，当社は地上デジタル放送関連機器の需要増加や，デジタル化に向けた共同受信施設等の工事受注に対応

するための体制を整え，収益拡大に取組みます。 

 以上により，売上高365億円（前期比4.5％増），営業利益19億円（前期比11.0％増），経常利益20億円（前期比

7.7％増），当期純利益11億80百万円（前期比21.4％増）を見込んでいます。 

  

(2）財政状態に関する分析 

 ① 資産，負債および純資産の状況  

 当事業年度末の資産においては，総資産が前期末に比べ30億16百万円増加し，390億34百万円（前期末は360億17

百万円）となりました。 

 流動資産は，前期末に比べ26億85百万円増加し，230億41百万円（前期末は203億55百万円）となりました。これ

は主に売掛金が12億36百万円増加し，また完成工事未収入金が12億52百万円増加したことによるものです。  

 固定資産は前期末に比べ３億30百万円増加し,159億92百万円（前期末は156億62百万円）となりました。これは

主に有形固定資産の土地が２億53百万円増加，投資その他の資産の投資有価証券が５億27百万円増加，長期預金が

３億円減少したことによるものです。  

 流動負債は，前期末に比べ21億60百万円増加し，83億62百万円（前期末は62億２百万円）となりました。これは

主に買掛金が５億58百万円増加，工事未払金が５億64百万円増加および未払法人税等が４億81百万円増加したこと

によるものです。  

 固定負債は，前期末に比べ55百万円減少し，30億32百万円（前期末は30億88百万円）となりました。これは主に

退職給付引当金が85百万円減少したことによるものです。  

 純資産は，前期末に比べ９億11百万円増加し，276億39百万円（前期末は267億27百万円）となりました。これは

主に利益剰余金が６億70百万円増加したことと，その他有価証券評価差額金が２億42百万円増加したことによるも

のです。  

 なお，財務指標の面で見ますと，当社は平成13年３月期から現在に至るまで，無借金経営を継続しており，当期

末の自己資本比率は，70.8％（前期比3.4ポイント減）となりました。 

  

１．経営成績
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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は60億７百万円と前事業年度末に比べ１億60百万円（2.7％増）の増

加となりました。活動別の各キャッシュ・フローは次のとおりです。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動の結果増加した資金は，16億92百万円（前年は35億93百万円の増加）となりました。主な増加要因

は，税引前当期純利益16億55百万円，減価償却費８億95百万円，仕入債務の増加額12億76百万円，減少要因は，売

上債権の増加額26億１百万円によるものです。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

 投資活動の結果減少した資金は，12億23百万円（前年は13億67百万円の減少）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12億23百万円等によるものです。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動の結果減少した資金は，３億８百万円（前年は３億３百万円の減少）となりました。これは主に配当

金の支払額３億１百万円によるものです。  

  

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

（注）１.自己資本比率：自己資本／総資産 

   ２.時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

     株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。 

   ３.債務償還年数およびインスタント・カバレッジ・レシオは有利子負債，利払いが僅少なため表示を省略して 

     います。 

  

(3）利益配分に関する基本方針および当期・次期の配当 

 当社は，株主に対する利益還元を重要課題と認識し，安定的な配当の維持を重視しています。配当の決定に当っ

ては，業績の維持ならびに今後の事業展開に必要な内部留保を総合的に勘案しています。  

 なお，当事業年度の配当につきましては，上記方針のもと，当期の利益還元を慎重に検討した結果，通期業績が

好調であったことから，期末配当は普通配当８円50銭に特別配当５円を加えた13円50銭とする旨を平成22年６月25

日開催の株主総会に付議する予定です。本総会にて承認を得られれば，中間配当の７円50銭と合わせて年間21円の

配当となります。 

 次期の配当につきましては，安定的な配当維持の方針のもと，年間16円を予定しています。内部留保金につきま

しては，新製品の研究開発，生産販売体制の合理化策に有効活用し，業績向上の実現を目指します。  

  

(4）事業等のリスク 

 当社の事業の状況，経理の状況等に関する事項のうち，投資者の判断に重要な影響をおよぼす可能性のある事項

には，以下のようなものがあります。当社は，これらのリスク発生の可能性を認識した上で，発生の回避および発

生した場合は， 小限に抑えるべく対応に努めます。なお，文中の将来に関する事項は，当事業年度末現在におい

て当社が判断したものであります。また，事業等のリスクはこれらに限定されるものではありません。  

［経済情勢について］ 

 当社は，特定の商品や販売ルートに偏りがなく，販売先が全国にわたり分散しているため，経済情勢に左右され

にくい体質ではありますが，工事部門につきましては，公共事業の縮小が影響をおよぼす可能性があります。 

  

［製造物責任について］ 

 当社は，ＣＡＴＶ機器やＩＴＳ機器および衛星アンテナなどの主要品目に対して，ISO9001の認証を受け，その

他の機器においても当該認証と同等のシステムで，顧客に信頼される品質管理に努めていますが，当社製品が予期

せぬ不具合をおこし， 終消費者に対する賠償や回収，製造物賠償責任保険の適用を超える賠償などが発生した場

合，当社および当社製品への信頼性を損なうものであり，当社の業績に影響をおよぼす可能性があります。 

  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（％） 71.1 70.0 74.0 74.2 70.8 

時価ベースの自己資本比率

（％） 
57.5 48.2 43.9 43.3 42.5 
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［商品市況変動について］ 

 当社製品に使用している原材料は市況の影響を受け，価格が上昇することも想定されますが，昨今の価格競争の

激化により，製品価格への転嫁が困難な場合があり，製造コストの上昇分が吸収できずに，収益に影響をおよぼす

可能性があります。 

  

［海外生産について］ 

 中国，タイ，台湾などの海外生産比率の増大にともない，その国情の変化および社会的事件の発生などにより，

業績に影響をおよぼす可能性があります。また，長期的な為替変動が業績に影響をおよぼす可能性があります。 

  

［環境問題について］ 

 環境保全活動の一環として，グリーン調達事務局を設置し，ＥＵのRoHS指令，WEEE指令に対応した特定有害物質

の使用削減をすすめていますが，今後，新たに制定される法令等によって多額の対策費用が発生する可能性があり

ます。 

  

［法的規制について］ 

 当社は，事業を展開する上で，電波法，建設業法等を中心に，事業の許認可，公正取引，特許，消費者保護，租

税等の様々な法的規制を受けています。万一，規制を遵守できなかった場合，当社の活動が制限されたり，規制遵

守のための費用が発生し，当社の業績に影響をおよぼす可能性があります。 

  

［個人情報の取扱について］ 

 当社は，個人情報保護の重要性を充分に認識しており，個人情報保護法の制定にともない，個人情報保護方針・

規程・要綱の策定および従業員教育を含めた社内体制の強化を推し進めています。しかしながら，個人情報の流出

により問題が発生した場合には，社会的信用の失墜および損害賠償責任等により，業績等に影響をおよぼす可能性

があります。 

  

［災害リスクについて］ 

 地震，火災，水害等の災害を想定して，災害発生時の訓練を定期的に行い，保険に加入するなど，損害を 小限

に抑える体制を整えています。特に本社，本社工場，高蔵寺ニュータウン工場は，震災および水害の影響が少ない

地域を選定し，耐震性に優れた建物の構造で建設していますが，大地震発生による損害を充分にカバーできる保証

はありません。その他の大きな災害についても完全に損害を排除できる保証はありません。 

  

［資産の時価下落について］ 

 当社の資産保有方針では，時価変動リスクが高い資産を必要以上に保有することはありませんが，事業活動にお

いて必要性があると判断して取得した固定資産や有価証券等には，時価変動の影響を受けるものがあります。これ

らの資産については，可能な限りリスク回避できるよう，時価変動を注視していますが，経済情勢等によっては，

資産価額が一定水準以上に下落することも考えられます。この場合，会計基準に従い保有資産に対して，減損損失

や評価損等の損失が発生する可能性があります。 

  

［システム障害について］ 

 当社は，コンピューターウィルス等によるシステム障害を防止するため，ウィルスチェックプログラムによる検

知を徹底するなど，万全な対策を実施していますが，万一，ウィルス侵入等によるシステム障害が発生した場合に

は，業務運営に支障が生じ，対策費用が発生する可能性があります。 
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 当社の企業集団の状況は， 当社および関連会社１社により構成され， テレビ受信関連機器， 衛星通信関連機器

の製造・販売および電気通信工事の施工を主要業務としています。  

 事業の系統図は次のとおりです。 

  

 
   

２．企業集団の状況
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(1）会社の経営の基本方針 

  

〔経営理念〕 

社長の指針 

・よい考え・よい製品 

・人のやらないことをやろう 

・仕事は仕事，遊びは遊びと割り切れる人になろう 

・優れたリーダーをもとう良いリーダーとなろう 

・運を大切に，チャンスは逃がすな 

・神はある，信じない人は不幸な人 

・道徳の向上 

・「私はマスプロのホープ」 

・私たちは他に負けないレベルですか？ 

・Speak up（遠慮なくしゃべれ） 

・健全な心と健康であることが人生で も重要 

経営の指針 

・A customer is a king. A customer is always right. 

・よい決定，よい決断 

・よい経営 

・売上拡大，販売グラフとにらめっこ 

・「若さ」は絶対必要 

・売れる商品か売れないかをハッキリ見とおせ 

・将来を読め 

・たゆまぬ努力の技術・市場開発 

・留守番所長，部・課長は卒業が近い 

・経営の目的は社会にこうけん 

・満つればくつがえる 

〔行動規範〕 

 マスプロ電工の役員および従業員は，各種法令，社会規範，社内規定を遵守するとともに，以下の行動規範を

定め，市民社会の一員として，公正かつ透明な事業活動を行います。 

①法令遵守 

法令・社会規範の遵守，より高度な倫理観の確立 

・いかなるときも法令や社会規範を遵守します。 

・常に公正・公平・清廉に努めて行動します。 

・より高度な倫理観の確立を目指し，法令遵守の意識向上に努めます。 

②お客様との関係 

社会的に有用な製品・サービスの提供，個人・顧客情報の保護 

・お客様とのコミュニケーションを大切にし，使って楽しいと感じていただける，安全で安心な製品・サー

ビスを提供します。 

・お客様をはじめ，ステークホルダーの皆様からお預かりした個人情報を厳重に取扱い管理します。 

③取引先・業界・行政との関係 

公正・透明・自由な競争，政治・行政との健全な関係 

・独占禁止法や不正競争防止法，知的財産関連法規等を遵守し，公正で透明な取引を行い，フェアな競争を

実施することで業界の発展に努めます。 

・公務員や政治家などとの健全な関係を維持するため，政治的に中立な立場を堅持します。 

３．経営方針
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④株主との関係 

株主などとのコミュニケーション 

・積極的なＩＲ活動を通じて，株主・投資家の皆様に理解を深めていただくとともに，必要と認められる企

業情報を，広く社会に対し積極的に開示します。 

・株主・投資家などの皆様の期待と信頼にお応えするため，持続的な企業価値の向上に努めます。 

・情報管理に細心の注意を払い，インサイダー取引に関わる法令・ルールおよび社内規定を遵守し，不正な

株式等の取引や第三者への情報漏洩が起こらないように努めます。 

⑤従業員との関係 

従業員の多様性・人格の尊重，安全で働きやすい就労環境 

・従業員一人ひとりの人権，多様性，人格，個性を尊重する男女共同参画社会の形成を推進し，人種・国

籍・思想信条・宗教・障害・年齢・性別等を理由にした差別的言動や嫌がらせを排除し，個人のプライバ

シーを守ります。 

・従業員のゆとりと豊かさを実現し，快適・安全で清潔な職場環境を確保するとともに，自由で創造性の発

揮できる企業風土を実現します。 

・お互いの能力・価値観や自主性を尊重し，適材適所の配置と公平な機会均等の実現を図ります。 

⑥資産・権利の管理・保護 

資産・権利の適切な管理・保護の取組み 

・会社資産・財産の適切な管理に努め，効率的な運用を行います。 

・知的財産権の厳正なる保護・管理に努めるとともに，他者の権利を尊重し，いかなるときもこれらを侵害

しないよう，細心の注意を払います。 

・お取引先の秘密情報，お客様，役員・従業員の個人情報を厳重に取扱い管理します。 

⑦環境への取組み 

環境問題への自主的取組み 

・資源の有効活用・再資源化・省エネルギー・廃棄物の削減・環境汚染の予防に努め，地球環境を守る日常

活動を自主的かつ積極的に推進します。 

・従業員に環境教育を行い，環境保全の意識向上を図ります。 

⑧社会貢献活動 

社会貢献活動の推進 

・日常活動を通して，地域・社会との連携と協調を図り，健全な発展と調和に貢献します。 

⑨反社会勢力との対決 

反社会的勢力との関係 

・市民社会に脅威を与える反社会的勢力とは断固として決別し，不当な要求には毅然とした態度で対応し，

社会秩序の安定と維持に努めます。 

⑩国際社会における法令遵守 

国際活動における進出先国への貢献 

・国際的な事業活動にあたり，国際ルールを遵守するとともに，諸外国の文化・慣習を尊重します。 

  

(2）目標とする経営指標 

 平成23年７月のアナログ放送終了を前に，「地デジをすべての人に届けたい」を全社スローガンとして，地上デジ

タル放送の普及促進に貢献するため，あらゆる施策を実行していきます。 

 経営指標としては，収益力の強化と資産効率の向上を目的として，株主資本当期純利益率（ＲＯＥ）５％の達成を

目指していきます。  
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(3）中長期的な会社の経営戦略および会社の対処すべき課題 

 アナログ放送終了後のデジタル時代を当社の新ステージととらえ，長年培ってきた高周波技術・アンテナ技術・

無線技術を応用し，様々な分野での研究開発を推進します。   

 新たな分野としては，セキュリティー機器，放送中継機器，自動車関連機器などがあり，積極的な事業展開を目

指していきます。 

 セキュリティー機器分野では，空港での不審物検出装置として文部科学省の「安全・安心・科学技術プロジェク

ト」で採択された「ミリ波パッシブ撮像装置（東北大学様，中央電子株式会社様との共同開発）」の製品化や，民

生機器への技術応用の研究に取組んでいます。  

放送中継機器分野では，放送電波を電波の届かない場所へ再送信するギャップフィラーシステムが，山間地域で

の対策工事実績で他社を大きくリードしており，今後は都市地下街での活用など，発展が期待できます。 

 また，自動車関連機器分野では，アナログ放送終了により使用されなくなる周波数帯域を再利用する交通インフ

ラ通信の研究を進めています。 

 これらの新技術・新分野への研究開発を強化するとともに，他社との技術交流を促進し，戦略的業務提携をも視

野に入れた積極的な事業展開を図っていきます。 

 またデジタル放送化が進む海外については，新興国の中間層をターゲットとしたビジネス展開を積極的に進めて

いきます。  

 以上の取組みにより業績の向上を図るとともに，ＣＳＲ（企業の社会的責任）経営を推進し，企業価値の 大化

を目指していきます。 
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４．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  5,850 ※1  6,010

受取手形 1,227 1,339

売掛金 4,064 5,301

完成工事未収入金 2,118 3,371

有価証券 － 162

商品及び製品 4,642 4,662

仕掛品 361 257

未成工事支出金 323 200

原材料及び貯蔵品 1,084 1,048

前渡金 － 3

前払費用 6 6

繰延税金資産 589 627

その他 107 82

貸倒引当金 △21 △33

流動資産合計 20,355 23,041

固定資産   

有形固定資産   

建物 4,545 4,565

減価償却累計額 △2,948 △3,028

建物（純額） 1,596 1,537

構築物 430 421

減価償却累計額 △346 △359

構築物（純額） 83 62

機械及び装置 754 913

減価償却累計額 △533 △622

機械及び装置（純額） 220 290

車両運搬具 450 279

減価償却累計額 △366 △204

車両運搬具（純額） 84 75

工具、器具及び備品 5,213 5,404

減価償却累計額 △4,313 △4,515

工具、器具及び備品（純額） 900 889

土地 5,957 6,210

建設仮勘定 9 16

有形固定資産合計 8,851 9,081

無形固定資産   

特許権 26 18

ソフトウエア 232 365

ソフトウエア仮勘定 156 43

その他 0 0

無形固定資産合計 415 428
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（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) 

投資その他の資産   

投資有価証券 4,157 4,684

関係会社株式 42 42

出資金 6 6

従業員に対する長期貸付金 2 2

関係会社長期貸付金 84 85

破産更生債権等 377 374

長期前払費用 1 1

繰延税金資産 1,312 1,165

長期預金 500 200

その他 173 177

貸倒引当金 △264 △256

投資その他の資産合計 6,394 6,483

固定資産合計 15,662 15,992

資産合計 36,017 39,034

負債の部   

流動負債   

支払手形 771 925

買掛金 2,607 3,165

工事未払金 539 1,103

未払金 762 1,038

未払費用 1,090 1,340

未払法人税等 115 596

未払消費税等 174 87

前受金 12 16

未成工事受入金 62 29

預り金 57 45

工事損失引当金 2 －

設備関係支払手形 4 2

その他 － 11

流動負債合計 6,202 8,362

固定負債   

長期未払金 154 154

退職給付引当金 2,743 2,657

長期預り保証金 190 197

その他 － 22

固定負債合計 3,088 3,032

負債合計 9,290 11,394
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（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,578 7,578

資本剰余金   

資本準備金 8,421 8,421

資本剰余金合計 8,421 8,421

利益剰余金   

利益準備金 375 375

その他利益剰余金   

別途積立金 11,200 11,200

繰越利益剰余金 597 1,268

利益剰余金合計 12,172 12,843

自己株式 △1,456 △1,457

株主資本合計 26,716 27,386

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 10 253

評価・換算差額等合計 10 253

純資産合計 26,727 27,639

負債純資産合計 36,017 39,034
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（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高   

製品売上高 22,627 25,851

商品売上高 918 1,126

完成工事高 6,583 7,959

売上高合計 30,130 34,936

売上原価   

製品売上原価   

製品期首たな卸高 5,852 4,531

当期製品製造原価 9,070 11,516

当期製品仕入高 5,086 5,672

合計 20,010 21,720

製品他勘定振替高 ※1  662 ※1  645

製品期末たな卸高 4,531 4,538

製品売上原価 14,816 16,536

商品売上原価   

商品期首たな卸高 164 111

当期商品仕入高 583 901

合計 748 1,013

商品他勘定振替高 ※1  212 ※1  99

商品期末たな卸高 111 124

商品売上原価 424 789

完成工事原価 4,780 5,736

売上原価合計 ※5  20,021 ※5  23,062

売上総利益 10,108 11,874

販売費及び一般管理費 ※2  9,465 ※2  10,162

営業利益 642 1,712

営業外収益   

受取利息 30 16

有価証券利息 28 24

受取配当金 72 75

デリバティブ評価益 － 20

その他 21 36

営業外収益合計 152 173

営業外費用   

支払利息 0 0

デリバティブ評価損 20 －

投資事業組合運用損 55 17

固定資産除却損 5 6

その他 8 3

営業外費用合計 90 28

経常利益 704 1,857
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

特別利益   

投資有価証券売却益 4 －

貸倒引当金戻入額 25 24

償却債権取立益 － 18

特別利益合計 29 43

特別損失   

固定資産除却損 ※3  3 ※3  0

投資有価証券評価損 222 13

減損損失 ※4  － ※4  231

特別損失合計 225 244

税引前当期純利益 509 1,655

法人税、住民税及び事業税 238 686

過年度法人税等 61 －

法人税等調整額 6 △3

法人税等合計 305 683

当期純利益 203 972
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製品製造原価明細書 

（注） 

  

完成工事原価明細書 

（注） 

  

製品製造原価明細書および完成工事原価明細書

    
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（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ 材料費    2,742  30.2  3,231  28.3

Ⅱ 労務費    1,101  12.1  1,147  10.0

Ⅲ 経費 ※２  5,233  57.6  7,033  61.6

当期総製造費用    9,076  100.0  11,412  100.0

期首仕掛品たな卸高    355  361

合計    9,432  11,773

期末仕掛品たな卸高    361  257

当期製品製造原価    9,070  11,516

     

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．原価計算の方法 

当社の原価計算は，組別および工程別標準総合原価

計算です。 

なお，原価差額は，期末たな卸資産と売上原価に按

分しています。 

 １．原価計算の方法 

同左 

※２．経費のうち主なものは次のとおりです。 ※２．経費のうち主なものは次のとおりです。 

外注加工費 百万円4,603

減価償却費  396

外注加工費 百万円6,396

減価償却費  407

    
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（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ 材料費    1,147  24.0  1,036  18.0

Ⅱ 労務費    174  3.6  137  2.3

Ⅲ 経費 ※２  3,458  72.3  4,563  79.5

当期完成工事原価    4,780  100.0  5,736  100.0

     

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．原価計算の方法 

当社の原価計算は，個別原価計算です。 

 １．原価計算の方法 

同左 

※２．経費のうち主なものは次のとおりです。 ※２．経費のうち主なものは次のとおりです。 

外注費 百万円3,361 外注費 百万円4,407
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 7,578 7,578

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 7,578 7,578

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 8,421 8,421

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 8,421 8,421

資本剰余金合計   

前期末残高 8,421 8,421

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 8,421 8,421

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 375 375

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 375 375

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 11,000 11,200

当期変動額   

別途積立金の積立 200 －

当期変動額合計 200 －

当期末残高 11,200 11,200

繰越利益剰余金   

前期末残高 895 597

当期変動額   

別途積立金の積立 △200 －

剰余金の配当 △301 △301

当期純利益 203 972

自己株式の処分 △0 －

当期変動額合計 △297 670

当期末残高 597 1,268
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

利益剰余金合計   

前期末残高 12,270 12,172

当期変動額   

剰余金の配当 △301 △301

当期純利益 203 972

自己株式の処分 △0 －

当期変動額合計 △97 670

当期末残高 12,172 12,843

自己株式   

前期末残高 △1,454 △1,456

当期変動額   

自己株式の処分 0 －

自己株式の取得 △2 △1

当期変動額合計 △2 △1

当期末残高 △1,456 △1,457

株主資本合計   

前期末残高 26,816 26,716

当期変動額   

剰余金の配当 △301 △301

当期純利益 203 972

自己株式の処分 0 －

自己株式の取得 △2 △1

当期変動額合計 △99 669

当期末残高 26,716 27,386

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 452 10

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △441 242

当期変動額合計 △441 242

当期末残高 10 253

評価・換算差額等合計   

前期末残高 452 10

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △441 242

当期変動額合計 △441 242

当期末残高 10 253
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 27,268 26,727

当期変動額   

剰余金の配当 △301 △301

当期純利益 203 972

自己株式の処分 0 －

自己株式の取得 △2 △1

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △441 242

当期変動額合計 △540 911

当期末残高 26,727 27,639
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（４）キャッシュ・フロー計算書 

（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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 509 1,655

減価償却費 894 895

退職給付引当金の増減額（△は減少） △194 △85

減損損失 － 231

貸倒引当金の増減額（△は減少） △21 3

工事損失引当金の増減額（△は減少） 2 △2

受取利息及び受取配当金 △103 △91

投資有価証券売却損益（△は益） △4 －

有価証券利息 △28 △24

投資有価証券評価損益（△は益） 222 13

支払利息 0 0

デリバティブ評価損益（△は益） 20 △20

投資事業組合運用損益（△は益） 54 17

固定資産除売却損益（△は益） 8 6

売上債権の増減額（△は増加） 1,102 △2,601

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,220 243

仕入債務の増減額（△は減少） 152 1,276

未払金の増減額（△は減少） △72 127

未払費用の増減額（△は減少） △15 249

未払消費税等の増減額（△は減少） 165 △87

未成工事受入金の増減額（△は減少） 11 △32

その他 9 28

小計 3,937 1,803

利息及び配当金の受取額 129 114

利息の支払額 △0 △0

法人税等の支払額 △472 △226

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,593 1,692
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 500 300

有価証券の売却による収入 6 －

有形固定資産の取得による支出 △735 △1,073

有形固定資産の売却による収入 0 －

無形固定資産の取得による支出 △377 △150

長期預金の預入による支出 △500 －

投資有価証券の取得による支出 △597 △373

投資有価証券の売却による収入 327 －

貸付けによる支出 △23 △0

貸付金の回収による収入 36 12

その他 △3 62

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,367 △1,223

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △301 △301

自己株式の取得による支出 △2 △1

リース債務の返済による支出 － △6

自己株式の売却による収入 0 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △303 △308

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,916 160

現金及び現金同等物の期首残高 3,930 5,847

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  5,847 ※1  6,007
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該当事項はありません。  

   

  

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）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 

(1）関連会社株式 

移動平均法による原価法を採用しています。 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 

(1）関連会社株式 

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）を採用していま

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います。 

ただし，投資事業有限責任組合への投資について

は，組合契約に規定される決算報告日に応じて入

手可能な 近の決算書を基礎とし，持分相当額を

純額で取込む方法によっています。 

時価のないもの 

同左 

２．デリバティブの評価基準及び評価方法 

時価法を採用しています。 

２．デリバティブの評価基準及び評価方法 

同左 

３．たな卸資産の評価基準及び評価方法 

(1）商品，製品，仕掛品，原材料 

総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切

下げの方法）を採用しています。 

３．たな卸資産の評価基準及び評価方法 

(1）商品，製品，仕掛品，原材料 

同左  

(2）未成工事支出金 

個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下

げの方法）を採用しています。 

(2）未成工事支出金 

同左  

(3）貯蔵品 

終仕入原価法による原価法（収益性の低下による

簿価切下げの方法）を採用しています。 

(3）貯蔵品 

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」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企

業会計基準第９号）を適用し，収益性の低下による

簿価切下げの方法によっています。 

これにより，営業利益，経常利益および税引前当期

純利益は，それぞれ12百万円減少しています。 

  

４．固定資産の減価償却の方法 

(1）有形固定資産 

定率法を採用しています。 

なお，主な耐用年数は以下のとおりです。 

建物            ３～50年 

工具、器具及び備品     ２～15年 

４．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） 

定率法を採用しています。 

なお，主な耐用年数は以下のとおりです。 

建物            ３～50年 

工具、器具及び備品     ２～15年 

（追加情報） 

機械及び装置については，従来，耐用年数を10年と

していましたが，当事業年度より７年に変更しまし

た。 

この変更は，法人税法の改正を契機として資産の利

用状況等を見直したものです。 

これにより，売上総利益は15百万円減少し，営業利

益，経常利益および税引前当期純利益は，それぞれ

16百万円減少しています。 
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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） 

(2）無形固定資産 

定額法を採用しています。 

ただし，販売用ソフトウエアについては，見込販売

数量に基づく償却を行なっています。 

(2）無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

(3）リース資産 

― 

(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

額法を採用しています。 

(4）長期前払費用 

均等償却によっています。 

(4）長期前払費用 

同左 

５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は，決算日の直物為替相場により

円貨に換算し，換算差額は損益として処理していま

す。 

５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

同左 

６．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います。 

６．引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

同左 

(2）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

ける退職給付債務および年金資産の見込額に基づき

計上しています。 

なお，会計基準変更時差異（2,386百万円）の積立

超過額については，15年による按分額を費用減額し

ています。 

数理計算上の差異は，各期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（７年）によ

る定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌期か

ら費用処理することとしています。 

(2）退職給付引当金 

同左 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（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 平成

20年７月31日）を適用しています。  

なお，これによる営業利益，経常利益および税引前

当期純利益に与える影響はありません。   

(3）工事損失引当金 

受注工事の将来の損失に備えるため，工事損失の発

生が見込まれ，かつ，その金額を合理的に見積もる

ことができる工事について，損失見込相当額を引当

計上しています。 

(3）工事損失引当金 

―  
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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） 

７．           ― ７．収益および費用の計上基準  

完成工事高および完成工事原価の計上基準 

当期末までの進捗部分について成果の確実性が認め

られる工事契約については工事進行基準を適用し，

その他の工事契約については，工事完成基準を適用

しています。なお，工事進行基準を適用する工事の

当期末における進捗度の見積りは，原価比例法によ

っています。 

（会計方針の変更） 

請負工事に係る収益の計上基準については，従来，

工事完成基準を適用していましたが，「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）および「工事契約に関する会計基準に関す

る適用指針」(企業会計基準適用指針第18号 平成19

年12月27日)を当第１四半期会計期間より適用し，

当第１四半期会計期間に着手した工事契約から，当

会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が

認められる工事については工事進行基準（工事の進

捗率の見積りは原価比例法）を，その他の工事につ

いては工事完成基準を適用しています。 

これにより，売上高は219百万円増加し，営業利

益，経常利益および税引前当期純利益は，それぞれ

49百万円増加しています。 

８．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

手許現金，要求払預金および取得日から３か月以内に

満期日の到来する流動性の高い，容易に換金可能であ

り，かつ，価値の変動について僅少なリスクしか負わ

ない短期的な投資です。 

８．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

同左 

９．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっています。 

９．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 
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（７）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） 

（損益計算書） 

前事業年度において独立掲記していました「有価証券償

還損」（当事業年度２百万円）は，金額が僅少となった

ため，当事業年度においては営業外費用の「その他」に

含めて表示しています。 

― 

（８）財務諸表に関する注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成21年３月31日） 

当事業年度 
（平成22年３月31日） 

※１．担保に供している資産 ※１．担保に供している資産 

預金（営業取引保証） 百万円3 預金（営業取引保証） 百万円3

２．当座貸越契約 

当社においては，運転資金の効率的な調達を行うた

め，取引銀行１行と当座貸越契約を締結していま

す。この契約に基づく当事業年度末の借入未実行残

高は次のとおりです。 

２．当座貸越契約 

当社においては，運転資金の効率的な調達を行うた

め，取引銀行１行と当座貸越契約を締結していま

す。この契約に基づく当事業年度末の借入未実行残

高は次のとおりです。 

当座貸越極度額 百万円100

借入実行残高  －

差引未実行残高  100

当座貸越極度額 百万円100

借入実行残高  －

差引未実行残高  100
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（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 

製品他勘定振替高 

※１．他勘定振替高の内訳 

製品他勘定振替高 

(1）未成工事支出金への振替 百万円713

(2）工具、器具及び備品への振替  2

(3）製品製造原価への振替  1

(4）販売費及び一般管理費への振替  68

（販売店への景品使用高  40

その他 ） 27

(5）販売費及び一般管理費からの振替  △146

(6）その他  22

計  662

(1）未成工事支出金への振替 百万円641

(2）工具、器具及び備品への振替  3

(3）製品製造原価への振替  1

(4）販売費及び一般管理費への振替  62

（販売店への景品使用高  41

その他 ） 21

(5）販売費及び一般管理費からの振替  △63

(6）その他  0

計  645

商品他勘定振替高 商品他勘定振替高 

(1）未成工事支出金への振替  170

(2）工具、器具及び備品への振替  10

(3）製品製造原価への振替  26

(4）販売費及び一般管理費への振替  5

（販売店への景品使用高  5

その他 ） 0

計  212

(1）未成工事支出金への振替  36

(2）工具、器具及び備品への振替  －

(3）製品製造原価への振替  60

(4）販売費及び一般管理費への振替  2

（販売店への景品使用高  2

その他 ） 0

計  99

※２．販売費及び一般管理費の内訳 

販売費と一般管理費の比率はそれぞれ ％と ％で

あり，主な内容は下記のとおりです。 

59 41

※２．販売費及び一般管理費の内訳 

販売費と一般管理費の比率はそれぞれ ％と ％で

あり，主な内容は下記のとおりです。 

57 43

運賃及び荷造費 百万円639

手数料  620

旅費交通費及び通信費  356

広告宣伝費  328

販売促進費  251

役員報酬  163

従業員給与手当  3,468

賞与  1,278

法定福利及び厚生費  694

退職給付費用  202

賃借料及び倉敷料  298

減価償却費  379

貸倒引当金繰入額  6

運賃及び荷造費 百万円758

手数料  608

旅費交通費及び通信費  372

広告宣伝費  348

販売促進費  238

役員報酬  172

従業員給与手当  3,471

賞与  1,592

法定福利及び厚生費  741

退職給付費用  213

賃借料及び倉敷料  418

減価償却費  386

貸倒引当金繰入額  32

（注） 研究開発費の総額は 百万円であ

り，販売費及び一般管理費の各費目に含

めて計上しています。 

1,547 （注） 研究開発費の総額は 百万円であ

り，販売費及び一般管理費の各費目に含

めて計上しています。 

1,605

※３．固定資産除却損の内訳 ※３．固定資産除却損の内訳 

建物 百万円0

構築物  0

撤去費用  2

計  3

構築物      百万円0

計    0
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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．         ― ※４．減損損失 

   当事業年度において，当社は以下の資産グループに

ついて減損損失を計上しました。 

  
場所 用途 種類 

減損損失

(百万円）

九州 
販売拠点 建物等  174

賃貸資産 土地  56

     当社資産のグルーピング方法は，投資の意思決定単

位を基本とし，販売部門は各支店・営業所を，製造部

門においては各工場を，賃貸資産については各賃貸物

件を１単位としています。また，将来の使用が明確で

ない遊休資産については，個々の物件単位でグルーピ

ングしています。 

     上記の減損対象物件のうち，販売拠点については，

当初，販売拡大を目的として建築したものの，キャッ

シュ・フローが継続的にマイナス状態にあること，賃

貸資産については，地価が大幅に下落していることか

ら減損損失を計上しました。 

   減損損失は，帳簿価額を回収可能価額まで減額し，

当該減少額を特別損失に計上しています。 

 なお，回収可能価額は，正味売却価額により測定

し，金額的な重要性により不動産鑑定評価額，路線価

等を合理的に調整した価額により評価しています。 

※５．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，たな卸資産評価損の金額は 百万円で

す。 

266

※５．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，たな卸資産評価損の金額は 百万円で

す。 

142
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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．発行済株式の種類および総数ならびに自己株式の種類および株式数に関する事項 

（注）１．普通株式の自己株式の増加株式数は，単元未満株式の買取請求によるものです。 

２．普通株式の自己株式の減少株式数は，単元未満株式の買増請求によるものです。 

  

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

  

(2）基準日が当事業年度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 

  

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末株式数 

（千株） 
当事業年度末増加 
株式数（千株） 

当事業年度末減少 
株式数（千株） 

当事業年度末株式数 
（千株） 

発行済株式   

普通株式  20,347  －  －  20,347

合計  20,347  －  －  20,347

自己株式   

普通株式 

（注）１.２． 
 1,509  2  0  1,511

合計  1,509  2  0  1,511

（決議） 株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成20年６月26日 

定時株主総会 
普通株式  160  8.5 平成20年３月31日 平成20年６月27日

平成20年10月30日 

取締役会 
普通株式  141  7.5 平成20年９月30日 平成20年12月９日

（決議） 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

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25日 

定時株主総会 
普通株式  160 利益剰余金  8.5 平成21年３月31日 平成21年６月26日
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当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１．発行済株式の種類および総数ならびに自己株式の種類および株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の増加株式数は，単元未満株式の買取請求によるものです。 

  

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

  

(2）基準日が当事業年度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 

  

  

  
前事業年度末株式数 

（千株） 
当事業年度末増加 
株式数（千株） 

当事業年度末減少 
株式数（千株） 

当事業年度末株式数 
（千株） 

発行済株式   

普通株式  20,347  －  －  20,347

合計  20,347  －  －  20,347

自己株式   

普通株式 

（注） 
 1,511  1  －  1,513

合計  1,511  1  －  1,513

（決議） 株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成21年６月25日 

定時株主総会 
普通株式  160  8.5 平成21年３月31日 平成21年６月26日

平成21年10月30日 

取締役会 
普通株式  141  7.5 平成21年９月30日 平成21年12月８日

（決議） 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり 
配当額（円）

基準日 効力発生日 

平成22年６月25日 

定時株主総会 
普通株式  254 利益剰余金  13.5 平成22年３月31日 平成22年６月28日

（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） 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

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貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

（平成21年３月31日現在） （平成22年３月31日現在） 

現金及び預金勘定 百万円5,850

預入期間が３か月を超える 

定期預金 
 △3

現金及び現金同等物  5,847

現金及び預金勘定 百万円6,010

預入期間が３か月を超える 

定期預金 
 △3

現金及び現金同等物  6,007
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（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については，潜在株式がないため，記載していません。 

２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は，以下のとおりです。 

  

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。 

  

上記以外の注記事項は，決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略していま

す。 

（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 円 銭1,418 95

１株当たり当期純利益金額 円 銭10 82

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益金額 
（注）－

１株当たり純資産額 円 銭1,467 47

１株当たり当期純利益金額 円 銭51 60

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益金額 
（注）－

  
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（百万円）  203  972

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（百万円）  203  972

普通株式の期中平均株式数（株）  18,837,626  18,835,215

（重要な後発事象）

（開示の省略）
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(1）役員の異動（平成22年 6月25日付予定） 

別紙「代表取締役および取締役の異動ならびに組織変更に関するお知らせ」のとおりです。  

  

(2）部門別売上高明細表および部門別受注高明細表  

（部門別売上高明細表） 

（単位：百万円）

（注）１．（ ）は輸出高および輸出高の増減率を，内数で表示しています。 

２．各部門の主な品目は次のとおりです。 

アンテナ…テレビアンテナ，ＦＭアンテナ，ＰＨＳ基地局用アンテナ， 

無線ＬＡＮシステム用アンテナ，アンテナアクセサリー 

電子機器…テレビ受信用増幅器・分配器など各種機器，ＣＡＴＶ用伝送機器， 

衛星放送受信機器，衛星通信機器，衛星アンテナ，ＡＶ機器， 

ＩＴＳ機器，セキュリティー機器，放送中継機器 

電気通信工事…ＣＡＴＶ工事，ビル・ホーム共同受信工事，テレビ電波障害対策工事 

  

（部門別受注高明細表） 

（単位：百万円）

（注）（ ）は輸出の受注高および受注残高を，内数で表示しています。  

 以 上 

５．その他

   前事業年度   当事業年度   

増減率(％)  
 

（自 平成20年4月 1日 

  至 平成21年3月31日）
 

（自 平成21年4月 1日 

  至 平成22年3月31日） 
  

アンテナ 

製品 
 3,237 

(   24) 

 3,864 

(    25) 

    19.4 

  (    5.1) 

商品 
    96 

(   －) 

   199 

(     4) 

   106.5 

  (     －) 

小 計 
 3,333 

(    24) 

 4,063 

(    29) 

    21.9 

  (   21.7) 

電子機器 

製品 
19,390 

(  441) 

21,987 

(  275) 

    13.4 

  (△ 37.6) 

商品 
  822 

(    43) 

  927 

(    12) 

12.8 

  (△ 71.0) 

小 計 
20,212 

(   484) 

22,914 

(   287) 

      13.4 

   (△ 40.5) 

電気通信工事 
 6,583 

(    －) 

 7,959 

(   －) 

        20.9 

   (     －) 

合 計 
30,130 

(   508) 

34,936 

(   317) 

      16.0 

   (△ 37.6) 

     前事業年度     当事業年度   

（自 平成20年4月 1日 

  至 平成21年3月31日） 
  

（自 平成21年4月 1日 

  至 平成22年3月31日） 
  

受注高 受注残高 受注高 受注残高 

アンテナ 
   29 

(    29) 

   4 

(     4) 

   29 

(    29) 

   4 

(     4) 

電子機器 
  428 

(   428) 

  95 

(    95) 

  249 

(   249) 

  57 

(    57) 

電気通信工事 
  6,333 

(   －) 

  912 

(   －) 

 8,202 

(    －) 

 1,155 

(   －) 

合 計 
  6,791 

(   457) 

 1,012 

(   100) 

 8,480 

(   278) 

  1,217 

 (   61) 
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平成２２年３月期 決算短信(非連結)参考資料 

平成２２年５月１３日

マスプロ電工株式会社

(コード番号 ６７４９)

１．業績                                                                                   （単位：百万円）

   

２．部門別売上の状況                               （単位：百万円） 

  

３．設備投資の状況                                     （単位：百万円） 

  

４．業績の推移                                                      （単位：百万円）

  
当期実績 増減率 

 次期第２四半期 

累計期間予想 
増減率 次期予想 増減率 

(平成22年３月期) （％）
(平成22年４月 

  ～平成22年９月)
（％） (平成23年３月期) （％）

売上高 34,936   16.0 16,897  17.8 36,500  4.5

営業利益 1,712   166.3 330  532.2 1,900  11.0

経常利益 1,857   163.5 380  203.4 2,000  7.7

当期純利益 972  376.6 200  235.7 1,180  21.4

1株当たり当期純利益 51円61銭 10円62銭 62円65銭 

配当性向 40.7％ ― 25.5％ 

  

  

当期実績 増減率 次期予想 増減率 

(平成22年３月期) （％） (平成23年３月期) （％）

アンテナ 4,063   21.9 4,933  21.4 

電子機器 22,914   13.4 23,378  2.0 

電気通信工事 7,959   20.9 8,189  2.9 

 合 計 34,936   16.0 36,500  4.5 

うち輸出 317 △ 37.6 200  △ 37.0 

  

  

当期実績 増減率 次期計画 増減率 

(平成22年３月期) (％) (平成23年３月期)    (％)

設備投資 1,408  39.4 1,793   27.3 

減価償却費 

(有形固定資産) 

(無形固定資産) 

894 

705 

189 

  0.2

△ 3.3

  16.2

1,300

1,099

201

45.3 

55.7 

6.3 

  

  

前々期実績 前 期 実 績 当 期 実 績 次 期 予 想 

(平成20年３月期) (平成21年３月期) (平成22年３月期) (平成23年３月期) 

売上高 31,588 30,130 34,936 36,500

営業利益 898 642 1,712 1,900

経常利益 1,008 704 1,857 2,000

当期純利益 524 203 972 1,180
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