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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 194,696 △10.2 5,203 ― 6,630 ― 4,410 ―
21年3月期 216,690 △17.8 △6,198 ― △9,457 ― △30,838 ―

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 32.36 ― 10.4 3.2 2.7
21年3月期 △226.20 ― △51.5 △4.2 △2.9

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  1,960百万円 21年3月期  1,377百万円

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 205,140 47,232 21.5 323.92
21年3月期 208,692 42,985 19.4 296.35

（参考） 自己資本   22年3月期  44,151百万円 21年3月期  40,398百万円

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 18,772 △5,327 △11,312 24,100
21年3月期 832 △12,388 24,618 22,148

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
22年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00 683 15.5 1.6
23年3月期 

（予想）
― 0.00 ― 5.00 5.00 17.0

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

97,000 4.1 2,500 161.4 2,800 80.1 1,700 207.1 12.47

通期 190,000 △2.4 5,000 △3.9 5,500 △17.0 4,000 △9.3 29.34



4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、16ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、23ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 140,331,565株 21年3月期 140,331,565株
② 期末自己株式数 22年3月期  4,025,393株 21年3月期  4,013,078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 114,927 △14.1 796 ― 6,835 ― 6,386 ―
21年3月期 133,735 △16.7 △9,212 ― △6,900 ― △30,389 ―

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 46.71 ―
21年3月期 △222.27 ―

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 128,978 22,321 17.3 163.29
21年3月期 127,624 15,710 12.3 114.92

（参考） 自己資本 22年3月期  22,321百万円 21年3月期  15,710百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に掲載している業績の予想は、当社が本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき合理的と判断したものであり、潜在的なリスクや不確
実性を含んでおりますので、実際の今後の業績は、様々な要因の変化によって、記載の予想とは大きく異なる可能性があります。業績予想に関する事項
については４ページ「１．経営成績 （１）経営成績に関する分析 4 次期連結会計年度の業績見通し」をご覧下さい。 



（１）経営成績に関する分析  

①全般的な営業の概況 

当連結会計年度における世界経済は、前期に発生した金融市場混乱の影響を受け、期初より過去にない大変厳しい

状況にありました。この状況に対し、世界各国において景気対策が実施された結果、新興国を中心に緩やかな景気回

復が始まり、先進諸国においても自動車販売の回復傾向が見られました。しかしながら、原材料価格や失業率が高止

まりし、依然、先行き不透明な状況が続いています。 

国内におきましても、新興国への輸出の回復・政府の景気刺激策による耐久消費財の消費の回復が見られました

が、引き続き高い失業率が継続し、企業の設備投資意欲も低い等、先行き楽観を許さない経済状況となっています。 

このような状況の中、当社は、急激な環境変化が経営に対し極めて大きな影響を与えると認識し、前期において着

手した「抜本的構造改革」を、全社一丸となり、スピードをもって取り組んできました。 

具体的には、コストダウンおよび生産性向上の一層の推進、投資の選択と集中、徹底した経費削減などの施策を実

行した結果、期初より所定の成果を上げることができました。 

また、欧州各国での景気刺激策や新興国での景気回復による自動車市場の伸長により、当初予想以上に売上を伸ば

すことができました。  

以上のような活動の結果、当連結会計年度における売上高は、194,696百万円（前年同期比10.2％減）、営業利益は

5,203百万円（前年営業損失6,198百万円）、経常利益は6,630百万円（前年経常損失9,457百万円）、当期純利益は

4,410百万円（前年純損失30,838百万円）となりました。 

  
②事業の種類別セグメントの概況  

【自動車機器事業】  

自動車機器事業においては、いち早く自動車市場が回復した中国・インド等の新興国での予想を上回る販売拡大が

あったことに加え、主力の欧州・米州市場においても第３～第４四半期連結会計期間から販売が回復してきました

が、世界同時不況の影響による第１～第２四半期連結会計期間での大きな販売の落ち込みが挽回できず、通期として

は減収となりました。 

利益面では、原価低減努力の成果により、増益となりました。 

その結果、売上高は129,986百万円（前年同期比10.9%減）、営業利益は6,824百万円（前年同期比154.0%増）となり

ました。 

【流通システム事業】  

店舗システム事業においては、環境対応商品による積極的な拡販施策を実施してきましたが、市場環境が引き続き

厳しく、減収となりました。 

ベンディングシステム事業においては、国内市場で、フードサービスビジネスへの参入等の領域拡大を積極的に展

開してきましたが、主要顧客の投資抑制影響を受け、減収となりました。 

利益面では、生産性向上への取り組み成果により、前年同期に比べ大幅な増益となりました。 

その結果、売上高は56,905百万円（前年同期比9.9%減）、営業利益は1,338百万円（前年営業損失4,612百万円）と

なりました。 

【その他の事業】  

住環境システム事業においては、自然系冷媒CO2ヒートポンプ給湯器「エコキュート」の開発に係る投資を継続・実

施するとともに、新商品投入と薄型機のモデルチェンジによる品揃えの充実を図り、拡販に努めてきました。 

その結果、売上高は7,804百万円（前年同期比1.4%増）、営業損失は933百万円（前年営業損失896百万円）となりま

した。 

  
③所在地別セグメントの概況 

【日本】 

売上高は、年初来継続する景気低迷の影響を大きく受け、自動車機器事業、流通システム事業とも前年同期に比べ

減収となりました。利益面では、「抜本的構造改革」の取り組み成果により、前年同期に比べ大幅な増益となりまし

た。  

その結果、売上高は73,493百万円（前年同期比9.0％減）、営業利益4,186百万円（前年営業損失5,070百万円）とな

りました。 

【アジア】 

売上高は、第１～第２四半期連結会計期間では、前年同期に比べ減収でしたが、第３～第４四半期連結会計期間で

は、自動車市場の世界的な市場規模縮小からいち早く回復した中国・インドを中心に順調に推移した結果、通期では

ほぼ前年並みとなりました。 

利益面では、労務費・経費の改善効果により、前年同期に比べ増益となりました。 

その結果、売上高は34,925百万円（前年同期比0.5％減）、営業利益は1,615百万円（前年同期比16.6％増）となり

ました。 

１．経営成績
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【欧州】 

売上高は、自動車機器事業においては、欧州各国の自動車市場が、車両販売促進策により小型車を中心に堅調に推

移したことにより、第３～第４四半期連結会計期間では前年同期に比べ増収となりましたが、第１～第２四半期連結

会計期間の影響が残り、通期では減収となりました。また、流通システム事業においても、当連結会計年度では減収

となりました。 

利益面では、自動車機器事業の減収の影響を受けましたが、「抜本的構造改革」の取り組み成果により増益となり

ました。 

その結果、売上高は64,580百万円（前年同期比10.3％減）、営業利益は2,038百万円（前年同期比22.3％増）となり

ました。 

【北米】 

売上高は、第３～第４四半期連結会計期間において、自動車機器事業、流通システム事業とも前年同期に比べ増収

となりましたが、第１～第２四半期連結会計期間の影響が残り、通期では減収となりました。 

利益面では、減収の影響を受けました。 

その結果、売上高は21,696百万円（前年同期比24.7％減）、営業損失は715百万円（前年営業損失2,244百万円）と

なりました。 

  
④次期連結会計年度の業績見通し 

今後の世界経済につきましては、新興国を中心に景気回復傾向にありますが、欧州地域を中心とした景気回復の不

透明感や、不安定な為替相場及び原材料の高騰などにより、厳しい環境が続くと認識しております。 

このような状況の中、自動車機器事業におきましては、中国地域を中心とした新興国における販売増があるもの

の、欧州地域での減収を中心とした販売減及び円高の影響もあり、減収を予想しております。一方、流通システム事

業におきましては、国内において環境商品の拡販による増収を見込んでおりますが、全体では円高の影響を受けて減

収を予想しております。利益につきましては、抜本的構造改革による体質をベースに、モノ造り競争力の強化、部品

調達の見直し等の諸施策の展開により体質改革を推進してまいります。 
  

次期業績見通しは以下の通り見込んでおります。 

  
なお、次期の為替レートは、１ＵＳ＄＝85円、１ユーロ＝120円を前提としております。 

  

（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 

当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べて3,551百万円減少し205,140百万円となりました。 

  

【資産の部】 

流動資産は、在庫適正化推進により7,059百万円の棚卸資産減少となりましたが、売上の回復により受取手形及び売

掛金が7,699百万円増加しました。その結果、流動資産は、3,236百万円増加し、113,069百万円となりました。固定資

産は、6,787百万円減少し92,071百万円となりました。これは主に投資の選択と集中を推進したことにより有形固定資

産が7,045百万円減少したことによるものです。 

  

【負債の部】 

流動負債は、支払手形及び買掛金が11,086百万円増加、及び一年内返済長期借入金の増加6,796百万円があった一

方、短期借入金の返済・社債の償還による減少21,610百万円、未払金の減少6,684百万円を主に12,735百万円減少し、

84,558百万円となりました。未払金の減少は主に前期末に計上した退職関連費用6,480百万円の支払によるものです。

固定負債は、長期借入金の増加6,501百万円を主に4,937百万円増加し、73,350百万円となりました。その結果、負債

合計は7,797百万円減少し157,908百万円となりました。 

  

【純資産の部】 

純資産合計は、当期純利益4,410百万円による利益剰余金の増加を主に4,246百万円増加し、47,232百万円となりま

した。なお、資本準備金を22,751百万円取り崩し、利益剰余金へ充当しました。 

  

  売上高 

（百万円） 

営業利益 

（百万円） 

経常利益 

（百万円） 

当期純利益 

（百万円） 

連結会計年度 

（平成23年３月期） 
190,000 5,000 5,500 4,000

当連結会計年度 

（平成22年３月期） 
194,696 5,203 6,630 4,410

増減率 △2.4％ △3.9％ △17.0％ △9.3％
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②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,952百万円増加し、24,100百万円とな

りました。 

  

【営業活動によるキャッシュ・フロー】 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益6,298百万円、減価償却費10,799百万円に加え、在

庫適正化により6,720百万円、仕入債務の増加による11,223百万円等を主に資金を創出しましたが、売上の回復による

売上債権の増加8,888百万円や退職関連費用の支払6,480百万円等により、差引18,772百万円（前年同期比17,940百万

円増）の資金を創出しました。 

  

【投資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・フローは、有形固定資産の取得による支出7,539百万円を主に資金を使用しましたが、

退職年金基金からの払戻し1,802百万円もあり、差引5,327百万円（前年同期比7,061百万円減）の資金を使用しまし

た。 

  

【財務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・フローは、長期借入21,672百万円を実行する一方、社債の償還6,329百万円、短期借入

の返済16,381百万円、長期借入の返済等を主に差引11,312百万円の資金を使用（前年資金調達24,618百万円）しまし

た。  

当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

  
自己資本比率：自己資本／総資産 
時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 
キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 
インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 
注１．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．営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動によるキャッシ

ュ・フロー」を使用しております。 
注４．有利子負債は、利子を支払っている全ての負債を対象としております。 
注５．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「利息の支払額」を使用しております。  

  

（３）利益配分に関する基本方針および当期・次期の配当  

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の 重要課題のひとつとして位置づけており、安定的な配当を維持・

継続することを基本とし、連結業績を総合的に勘案して配当を実施していきたいと考えております。また、内部留保

資金につきましては、企業体質を強化しつつ、グローバルな事業拡大に向けた商品力の向上・次世代技術開発・新規

事業分野の展開などの先行投資に活用していく予定です。 

当期の期末配当につきましては、連結業績を総合的に勘案し、年間配当として１株当たり５円の配当を実施させて

いただく予定です。 

次期配当につきましては、先行きの不透明感から中間配当については見送りとさせていただき、期末配当につきま

しては、１株当たり５円の配当を実施させていただく予定です。 

  

（４）事業等のリスク 

当社は、安定的な資金調達を図るため、金融機関数社とシンジケートローン契約を締結しておりますが、本契約に

は、一定の財務制限条項が付されており、これらの条件に抵触した場合には、期限の利益を喪失し、一括返済を求め

られる等により、当社の財務状況等に影響を及ぼす可能性があります。財務制限条項の内容については、「４.連結財

務諸表 注記事項 （連結貸借対照表関係）」に記載のとおりですが、平成22年３月末現在において、当社は当該財務

制限条項に抵触しておりません。 

  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 33.3 19.4 21.5 

時価ベースの自己資本比率 23.3 10.5 22.9 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 3.4 125.1 4.9 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 9.1 0.4 7.8 
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 近の有価証券報告書（平成21年６月24日提出）における「事業の内容（事業の系統図）」および「関係会社の状

況」から重要な変更がないため、開示を省略させていただきます。 

  

（１）会社の経営の基本方針  

当社は、ビジョン経営により「ＳＴＱＭの行動」と「挑戦・改革・創造の文化」を基本として、「グローバル・エ

クセレント・カンパニーズ」の実現を目指しております。 

「知を以て開き 和を以て豊に」の創業の精神の下、企業行動の原点として「企業理念」を制定しております。 

「企業理念」は、国際社会の中で共感する普遍の価値観 基本５原則とステークホルダーに対する基本姿勢 ５原則

の計10原則で構成しています。 

さらに、23項目で構成される「ＳＴＱＭ ＳＡＮＤＥＮ ＷＡＹ」をグループ社員の行動の基軸とし、コーポレー

ト・スローガン「Delivering Excellence」を掲げ、グループ全社員が、自然環境と産業の共生を目指すとともに、環

境先進製品の開発を通して新たな価値創造に取組み、さまざまな情報発信、持続可能な社会の創造への貢献に挑戦し

てまいります。 

また、当社を取り巻く厳しい経営環境の中、中長期的な成果を果たすため、2009年11月当社の現有の強みである

「品質力」と「グローバル力」を基礎に、「環境」をコアにして次の成長を果たすという「経営方針」を制定致しま

した。 

これらを拠り所に、さらなる企業価値向上に向け、サンデングループの社員一人ひとりの活力を結集し、世界中の

お客様、株主、取引先、社会等に積極的に貢献し、世界の人々から喜ばれ、尊敬される一流のグローバル企業を目指

して経営諸活動を推進してまいります。 

  

（２）目標とする経営指標 

当社グル－プは、持続的な成長・発展のためには、収益基盤の強化、ならびに経営資源の効率化が必要であると考

えております。そのため、総資産の効率化、収益性の向上を目指して、「ＲＯＡ（総資産経常利益率）」および「売

上高経常利益率」を主要な経営指標として掲げ、その達成を目指しております。 

  

（３）中長期的な会社の経営戦略・会社の対処すべき課題 

今後の当社を取り巻く経営環境につきましては、新興国の成長に伴う市場の拡大が見込まれるものの、欧州地域を

中心とした先進国の自立的な景気回復には時間を要すると予測しております。また、地球環境問題への取組みがより

一層加速されるため、環境に配慮した商品、システム、サービスへの強いニーズがますます高まってくるものと認識

しております。 

このような認識に基づき、新たに定めた「経営方針」の下、中期経営戦略を展開してまいります。具体的には、

「環境技術」を軸とし、成長市場を中心とした積極的な商品展開による売上成長を目指し、また、モノづくり競争力

強化、リードタイム短縮、ならびに部品調達の見直しによる体質改革を推進してまいります。これらの戦略を支える

ため、グローバル人材の育成・確保とグローバル経営資源の 大活用を狙いとした経営システム革新を推進してまい

ります。 

  

 （４）その他、会社の経営上重要な事項  

該当事項はありません。 

  

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：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 22,174 24,115

受取手形及び売掛金 44,920 52,620

有価証券 30 30

商品及び製品 19,532 14,461

仕掛品 5,610 5,517

原材料 7,325 5,692

その他のたな卸資産 2,310 2,046

繰延税金資産 693 669

未収入金 2,336 2,856

未収消費税等 1,632 3,142

その他 4,463 2,953

貸倒引当金 △1,196 △1,038

流動資産合計 109,833 113,069

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 24,688 22,473

機械装置及び運搬具（純額） 20,061 16,943

工具、器具及び備品（純額） 2,792 2,097

土地 19,178 19,146

リース資産（純額） 5,899 4,629

建設仮勘定 2,115 2,400

有形固定資産合計 74,735 67,689

無形固定資産   

のれん 177 149

リース資産 261 223

その他 787 707

無形固定資産合計 1,225 1,080

投資その他の資産   

投資有価証券 13,811 15,278

退職金年金基金 7,576 5,985

繰延税金資産 396 429

その他 1,361 1,792

貸倒引当金 △248 △185

投資その他の資産合計 22,897 23,300

固定資産合計 98,858 92,071

資産合計 208,692 205,140
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（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 25,616 36,703

短期借入金 32,434 15,824

1年内返済予定の長期借入金 7,491 14,287

1年内償還予定の社債 5,000 －

未払金 11,128 4,444

リース債務 2,017 1,609

未払法人税等 941 628

賞与引当金 2,221 2,995

売上割戻引当金 361 309

製品保証引当金 1,329 1,272

繰延税金負債 565 307

その他 8,185 6,176

流動負債合計 97,294 84,558

固定負債   

社債 10,000 8,600

長期借入金 43,411 49,912

リース債務 3,555 2,332

繰延税金負債 438 1,476

退職給付引当金 8,461 8,748

役員退職慰労引当金 218 206

環境費用引当金 745 863

負ののれん 661 500

その他 918 708

固定負債合計 68,412 73,350

負債合計 165,706 157,908

純資産の部   

株主資本   

資本金 11,037 11,037

資本剰余金 27,205 4,453

利益剰余金 6,771 33,933

自己株式 △2,185 △2,188

株主資本合計 42,829 47,236

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 171 501

繰延ヘッジ損益 △58 △339

為替換算調整勘定 △2,544 △3,246

評価・換算差額等合計 △2,431 △3,084

少数株主持分 2,587 3,080

純資産合計 42,985 47,232

負債純資産合計 208,692 205,140

- 6 -



（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 216,690 194,696

売上原価 179,596 157,495

売上総利益 37,094 37,200

販売費及び一般管理費 43,293 31,997

営業利益又は営業損失（△） △6,198 5,203

営業外収益   

受取利息 171 91

受取配当金 149 124

為替差益 － 921

持分法による投資利益 1,377 1,960

その他 1,543 1,511

営業外収益合計 3,241 4,609

営業外費用   

支払利息 2,280 2,331

為替差損 2,856 －

その他 1,363 850

営業外費用合計 6,500 3,181

経常利益又は経常損失（△） △9,457 6,630

特別利益   

固定資産売却益 195 26

貸倒引当金戻入額 31 273

製品保証引当金戻入額 150 51

事業譲渡益 21 －

受取保険金 － 643

その他 131 109

特別利益合計 531 1,104

特別損失   

固定資産処分損 399 159

投資有価証券評価損 688 96

リース会計基準の適用に伴う影響額 257 －

減損損失 5,715 654

早期割増退職金 5,225 －

訴訟関連損失 － 439

その他 142 85

特別損失合計 12,428 1,435

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△21,355 6,298

法人税、住民税及び事業税 167 852

法人税等調整額 9,397 561

法人税等合計 9,564 1,413

少数株主利益又は少数株主損失（△） △81 475

当期純利益又は当期純損失（△） △30,838 4,410
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（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 11,037 11,037

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 11,037 11,037

資本剰余金   

前期末残高 27,207 27,205

当期変動額   

欠損填補 － △22,751

自己株式の処分 △1 －

当期変動額合計 △1 △22,751

当期末残高 27,205 4,453

利益剰余金   

前期末残高 35,962 6,771

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 2,329 －

当期変動額   

剰余金の配当 △679 －

欠損填補 － 22,751

当期純利益又は当期純損失（△） △30,838 4,410

自己株式の処分 △1 △0

当期変動額合計 △31,519 27,161

当期末残高 6,771 33,933

自己株式   

前期末残高 △2,179 △2,185

当期変動額   

自己株式の取得 △16 △3

自己株式の処分 9 1

当期変動額合計 △6 △2

当期末残高 △2,185 △2,188

株主資本合計   

前期末残高 72,027 42,829

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 2,329 －

当期変動額   

剰余金の配当 △679 －

欠損填補 － －

当期純利益又は当期純損失（△） △30,838 4,410

自己株式の取得 △16 △3

自己株式の処分 8 0

当期変動額合計 △31,526 4,407

当期末残高 42,829 47,236
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（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 1,798 171

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,626 329

当期変動額合計 △1,626 329

当期末残高 171 501

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 10 △58

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △68 △281

当期変動額合計 △68 △281

当期末残高 △58 △339

為替換算調整勘定   

前期末残高 5,460 △2,544

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,004 △701

当期変動額合計 △8,004 △701

当期末残高 △2,544 △3,246

評価・換算差額等合計   

前期末残高 7,268 △2,431

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △9,700 △653

当期変動額合計 △9,700 △653

当期末残高 △2,431 △3,084

少数株主持分   

前期末残高 4,360 2,587

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,773 492

当期変動額合計 △1,773 492

当期末残高 2,587 3,080

純資産合計   

前期末残高 83,656 42,985

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 2,329 －

当期変動額   

剰余金の配当 △679 －

欠損填補 － －

当期純利益又は当期純損失（△） △30,838 4,410

自己株式の取得 △16 △3

自己株式の処分 8 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △11,473 △160

当期変動額合計 △42,999 4,246

当期末残高 42,985 47,232
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（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（△）

△21,355 6,298

減価償却費 14,546 10,799

のれん償却額 △122 △106

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,114 777

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,046 66

貸倒引当金の増減額（△は減少） 342 △180

製品保証引当金の増減額（△は減少） △183 △43

環境費用引当金の増減額（△は減少） 217 151

受取利息及び受取配当金 △320 △215

支払利息 2,280 2,331

持分法による投資損益（△は益） △1,377 △1,960

固定資産売却損益（△は益） △195 △26

固定資産処分損益（△は益） 399 159

投資有価証券評価損益（△は益） 688 96

投資有価証券売却損益（△は益） 0 4

事業譲渡損益（△は益） △21 －

受取保険金 － △643

訴訟関連損失 － 439

減損損失 5,715 654

売上債権の増減額（△は増加） 13,757 △8,888

たな卸資産の増減額（△は増加） 773 6,720

未収入金の増減額（△は増加） 1,433 40

未収消費税等の増減額（△は増加） 448 △1,557

その他の流動資産の増減額（△は増加） 908 △224

仕入債務の増減額（△は減少） △18,698 11,223

未払早期割増退職金の増減額（△は減少） － △6,480

未払金の増減額（△は減少） 3,149 761

未払費用の増減額（△は減少） 1,070 △130

その他 3,822 △332

小計 5,117 19,734

利息及び配当金の受取額 668 1,320

利息の支払額 △2,206 △2,410

保険金の受取額 － 99

損害賠償金の支払額 － △439

法人税等の還付額 － 1,195

法人税等の支払額 △2,748 △727

営業活動によるキャッシュ・フロー 832 18,772
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（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) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の純増減額（△は増加） 90 △0

有形固定資産の取得による支出 △12,385 △7,539

有形固定資産の売却による収入 1,282 915

無形固定資産の取得による支出 △483 △290

投資有価証券の取得による支出 △388 △34

投資有価証券の売却による収入 0 7

関係会社株式の取得による支出 △264 －

少数株主からの関係会社株式の取得による支出 △851 －

事業譲渡による収入 21 －

退職金年金基金からの払戻額 40 1,802

退職金年金基金への拠出額 － △144

貸付金の回収による収入 434 9

その他 114 △52

投資活動によるキャッシュ・フロー △12,388 △5,327

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） 21,321 △16,381

長期借入れによる収入 15,790 21,672

長期借入金の返済による支出 △9,678 △8,218

リース債務の返済による支出 △2,403 △2,051

配当金の支払額 △679 －

社債の償還による支出 － △6,329

少数株主への配当金の支払額 △134 △0

少数株主からの払込みによる収入 411 －

その他 △9 △3

財務活動によるキャッシュ・フロー 24,618 △11,312

現金及び現金同等物に係る換算差額 △918 △181

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 12,143 1,952

現金及び現金同等物の期首残高 9,598 22,148

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 406 －

現金及び現金同等物の期末残高 22,148 24,100
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 該当事項はありません。  

  

（１）連結の範囲に関する事項 

連結子会社数 … 53社 

主要な子会社名  

SANDEN INTERNATIONAL(U.S.A.)INC.、SANDEN INTERNATIONAL(SINGAPORE)PTE.LTD. 

SANDEN INTERNATIONAL(EUROPE)LTD.、SANDEN MANUFACTURING EUROPE S.A.S. 

SANDEN OF AMERICA INC.、SANDENVENDO AMERICA,INC.、SANDEN MANUFACTURING POLAND SP. Z O.O. 

  

（２）持分法の適用に関する事項 

持分法適用会社 … ８社 

主要な非連結子会社名 SANDEN VIKAS(INDIA)LTD. 

主要な関連会社名   SANDEN INTERCOOL(THAILAND)PUBLIC CO.,LTD.、上海三電貝洱汽車空調有限公司 

  

（３）連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社のうち、天津三電汽車空調有限公司、上海三電冷机有限公司、蘇州三電精密零件有限公司、昆山市

振華冷機有限責任公司、CONSORCIO SANTEK, S.A. DE C.V.、SANDEN MEXICANA, S.A. DE C.V.およびCONSORCIO 

TEKSAN, S.A. DE C.V.の決算日は12月31日であります。 

連結財務諸表の作成にあたっては同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引につい

ては、連結上必要な調整を行っております。 

  

（４）会計処理基準に関する事項 

①重要な資産の評価基準および評価方法 

1)有価証券 

その他有価証券 

a. 時価のあるもの 

期末決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。 

なお、評価差額金は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。 

b. 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。 

なお、実質価額が著しく低下したものについては相当の減額をしております。 

2)たな卸資産 

 主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）に

より算定しております 

 なお、在外連結子会社は主として総平均法による低価法を採用しております。 

3)デリバティブ 

時価法を採用しております。 
  

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（リース資産除く）  

 国内連結会社は定率法を、また在外連結子会社は定額法を採用しております。 

建物（建物付属設備は除く） 

a. 平成10年3月31日以前に取得したものは旧定率法によっております。 

b. 平成10年4月1日から平成19年3月31日までに取得したものは旧定額法によっております。 

c. 平成19年4月1日以降に取得したものは定額法によっております。 

建物以外 

a. 平成19年3月31日以前に取得したものは旧定率法によっております。 

b. 平成19年4月1日以降に取得したものは定率法によっております。 

主な耐用年数は以下の通りであります。 

建物及び構築物    ８～50年 

機械装置及び運搬具   ３～13年 

2)無形固定資産（リース資産除く） 

 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間に基づ

く定額法を採用しております。 

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
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3)リース資産 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存

価額を０とする定額法によっております。 
   

③重要な引当金の計上基準 

1)貸倒引当金  

 国内連結会社においては、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。 

 在外連結子会社は主として特定の債権について回収不能見込額を計上しております。 

2)賞与引当金 

a. 賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額の当連結会計年度対応額を計上しております。 

b. 役員賞与引当金  

 役員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額の当連結会計年度対応額を計上しております。 

3)売上割戻引当金 

 流通システム機器製品等の売上割戻金に充てるため、発生見込額を計上しております。 

4)製品保証引当金 

 製品の販売後の無償サービス費用に充てるため、売上高に対する過年度の発生率による金額の他、個別に

発生額を見積もることが出来る費用につきましては、当該金額を計上しております。 

5)退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当社および連結子会社では当連結会計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おります。また、一部の在外連結子会社は従業員の退職給付および退

職後の福利厚生に備えるため、当連結会計年度末における給付債務および制度上の外部積立資産の見込額に

基づき計上しております。 

 なお、会計基準変更時差異については、主として15年による按分額を費用処理しております。また、過去

勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（14年）による定額法により費用処

理しております。数理計算上の差異については、各連結会計年度の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（14～20年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することと

しております。 

6)役員退職慰労引当金 

a. 役員退職慰労引当金 

役員の退職により支給する退職金に充てるため、役員退職金規程（内規）に基づき、当該会計年度末の

要支給額を計上しておりましたが、平成17年６月に役員の退職慰労金制度を中止しましたので、平成17

年７月以降新規の引当金計上を行っておりません。したがって、当連結会計年度末の引当金残高は現任

役員が平成17年６月以前に就任していた期間に対応して計上した額であります。 

b. 執行役員退職慰労引当金 

執行役員の退職により支給する退職金に充てるため、執行役員退職金規程（内規）に基づき、当該会計

年度末の要支給額を計上しておりましたが、平成17年６月に執行役員の退職慰労金制度を中止しました

ので、平成17年７月以降新規の引当金計上を行っておりません。したがって、当連結会計年度末の引当

金残高は現任役員が平成17年６月以前に就任していた期間に対応して計上した額であります。 

7)環境費用引当金 

 米国における連結子会社であるＴＨＥ ＶＥＮＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹの旧工場所在地および近隣地区の土壌

および水質汚染に係る費用については、将来の発生見積額に基づき計上しております。 
  

④重要な外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、連結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

おります。なお、在外連結子会社等の資産および負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、

収益および費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定およ

び少数株主持分に含めて計上しております。 
  

⑤重要なリース取引の処理方法 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に準じた会計処理によっておりま

す。  
  

⑥ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用しております。 

 ただし、金利スワップについて特例処理の要件を充たしている場合には特例処理を採用しております。 
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⑦消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

  

（５）連結子会社の資産および負債の評価に関する事項 

連結子会社の資産およ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。 

  

（６）のれんの償却に関する事項 

のれんは、５年間の定額法により償却を行っております。 

  

（７）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲（現金および現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可

能な預金およ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。 
  
現金および現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記載されている科目と金額との関係 

  

  

 （追加情報） 

 当社は、当連結会計年度中に連結納税の承認申請を行い、平成22年３月に承認されたことにより、当連結会計年度

より、「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い（その１）」（企業会計基準委員会実務対

応報告第５号）及び「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い（その２）」（企業会計基準

委員会実務対応報告第７号）に基づき、連結納税制度の適用を前提とした会計処理を行っております。 

  

 （連結損益計算書） 

 前連結会計年度まで区分掲記しておりました「投資有価証券売却益」（当連結会計年度は０百万円）は、金額

的重要性が乏しくなったため特別利益の「その他」に含めて表示しております。 

  

 （連結キャッシュ・フロー計算書） 

 投資活動によるキャッシュ・フローの「貸付けによる支出」（当連結会計年度は△０百万円）は、当連結会計

年度において、金額的重要性が乏しくなったため「その他」に含めております。 
  
 財務活動によるキャッシュ・フローの「自己株式の取得による支出」（当連結会計年度△３百万円）は、当連

結会計年度において、金額的重要性が乏しくなったため「その他」に含めております。 

  

 当社が、金融機関数社と締結しているシンジケートローン契約（一年以内返済予定の長期借入金のうち1,600百万

円、長期借入金のうち13,200百万円）の財務制限条項は次のとおりであります。 
  

（本契約における財務制限条項） 

①各年度の決算期及び第２四半期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額（但し、為替換算調整

勘定については控除する。）を直前の決算期（第２四半期を含む）比80%以上に維持すること。 

②各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常利益が、平成18年３月期以降の決算期につき２期連続し

て損失とならないようにすること。 

 平成22年３月末現在において、当社は当該財務制限条項に抵触しておりません。 

  前連結会計年度 当連結会計年度 

現金及び預金勘定 22,174 百万円 24,115 百万円 

預金期間が３ヶ月を超える定期預金 △ 50   △ 39   

有価証券勘定に含まれる現金同等物 24   24   

  22,148   24,100   

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

表示方法の変更

注記事項

（連結貸借対照表関係）
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前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加46千株は、単元未満株式の買取りによる増加46千株、関連会社の

期中市場買い付け０千株であります。 

      ２．普通株式の自己株式の株式数の減少19千株は、単元未満株式の買増請求による減少18千株及び関連会

社保有株市場売却による減少０千株であります。 
  

２．配当に関する事項 

 配当金支払額 

  

当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加14千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

      ２．普通株式の自己株式の株式数の減少２千株は、単元未満株式の買増請求による減少であります。 
  

２．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

  該当事項はありません。 
  
（２）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

（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（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式         

普通株式  140,331  －  －  140,331

合計  140,331  －  －  140,331

自己株式         

普通株式  （注）1, ２  3,985  46  19  4,013

合計  3,985  46  19  4,013

  
（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24日 

定時株主総会 
普通株式  683  5 平成20年３月31日 平成20年６月25日 

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式         

普通株式  140,331  －  －  140,331

合計  140,331  －  －  140,331

自己株式         

普通株式  （注）1, ２  4,013  14  2  4,025

合計  4,013  14  2  4,025

  
（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23日 

定時株主総会 
普通株式  683 利益剰余金  5 平成22年３月31日 平成22年６月24日
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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）自動車機器事業……カーエアコンシステム、カーエアコン用コンプレッサー及び各種自動車部品 

(2）流通システム事業……自動販売機各種、冷凍・冷蔵ショーケース各種、大型オープンショーケース各種 

(3）その他の事業……エコキュート、暖房・換気システム、車両販売 

３．金額は消費税等抜きであります。 

４．上記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3,376百万円であり、その主な

ものは、親会社本社の総務部門等管理部門に係る費用であります。 

５．上記資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は38,117百万円であり、その主なものは親会社

での余資運用資金（現預金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であ

ります。 

６. 会計方針の変更 

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 「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）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、自動車機器事業において217百万円減

少し、営業損失が流通システム事業において52百万円、その他の事業において13百万円それぞれ増加してお

ります。 

 （連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い） 

 「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」１．に記載のとおり、当連結会計年度より、

「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第18号 平成18

年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。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、自動車機器事業において313百万円増加し、営業損失が流通システム事業において

15百万円減少しております。 

 （リース取引に関する会計基準） 

 「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」２．に記載のとおり、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

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
自動車機器
事業 
（百万円） 

流通システ
ム事業 
（百万円） 

その他の事
業 
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全
社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

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  145,829  63,167  7,693  216,690  －  216,690

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  145,829  63,167  7,693  216,690  －  216,690

営業費用  143,142  67,780  8,590  219,513  3,376  222,889

営業利益又は営業損失

（△） 
 2,686  △4,612  △896  △2,822 (3,376)  △6,198

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的

支出 
            

資産  118,003  45,382  7,188  170,574  38,117  208,692

減価償却費  10,491  2,935  777  14,205  239  14,445

減損損失  2,318  2,759  636  5,715  －  5,715

資本的支出  10,360  1,271  849  12,481  421  12,902
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る方法に準じた会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資

産の減価償却方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を０とする定額法を採用しておりま

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、自動車機器事業において126百万円増

加し、営業損失が、流通システム事業において77百万円減少し、その他の事業において49百万円増加してお

ります。 

７．追加情報 

 （機械装置の耐用年数の変更） 

 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(2) １）に記載のとおり、当社及び一部の連結

子会社は、法人税法の改正（「所得税法等の一部を改正する法律」平成20年４月30日 法律第23号）及び

（「減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令」平成20年４月30日 財務省令第32号）

による法定耐用年数の短縮を契機として見直しを行い、当連結会計年度より一部の機械装置の耐用年数を変

更しております。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、自動車機器事業におい

て499百万円減少し、営業損失が流通システム事業において55百万円、その他の事業において９百万円それぞ

れ増加しております。   
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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）自動車機器事業……カーエアコンシステム、カーエアコン用コンプレッサー及び各種自動車部品 

(2）流通システム事業……自動販売機各種、冷凍・冷蔵ショーケース各種、大型オープンショーケース各種 

(3）その他の事業……エコキュート、セントラル暖房・換気システム、車両販売 

３．金額は消費税等抜きであります。 

４．上記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2,027百万円であり、その主な

ものは、親会社本社の総務部門等管理部門に係る費用であります。 

５．上記資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は35,207百万円であり、その主なものは親会社

での余資運用資金（現預金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であ

ります。   

  

  
自動車機器
事業 
（百万円） 

流通システ
ム事業 
（百万円） 

その他の事
業 
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全
社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

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  129,986  56,905  7,804  194,696  －  194,696

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  129,986  56,905  7,804  194,696  －  194,696

営業費用  123,161  55,566  8,737  187,465  2,027  189,492

営業利益又は営業損失

（△） 
 6,824  1,338  △933  7,230 (2,027)  5,203

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的

支出 
            

資産  118,789  43,465  7,678  169,933  35,207  205,140

減価償却費  8,847  1,304  329  10,481  254  10,735

減損損失  654  －  －  654  －  654

資本的支出  4,899  647  234  5,781  154  5,935
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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．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

アジア：シンガポール、台湾、中国、タイ、オーストラリア、マレーシア、インドネシア、フィリピン等

欧 州：フランス、イギリス、ポーランド、イタリア、ドイツ、スペイン等 

北 米：アメリカ、メキシコ等 

３．金額は消費税等抜きであります。 

４．上記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3,376百万円であり、その主な

ものは、親会社本社の総務部門等管理部門に係る費用であります。 

５．上記資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は38,117百万円であり、その主なものは、親

会社での余資運用資金（現預金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等

であります。 

６. 会計方針の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 「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）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、営業損失が、日本において284百万円増加しており

ます。 

 （連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い） 

 「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」１．に記載のとおり、当連結会計年度より、

「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第18号 平成18

年５月17日）を適用しております。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、アジ

アにおいて７百万円の減少、欧州において366百万円増加、営業損失が北米において31百万円増加しておりま

す。 

 （リース取引に関する会計基準の適用） 

 「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」２．に記載のとおり、「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。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却方法に

ついては、リース期間を耐用年数とし、残存価額を０とする定額法を採用しております。この変更に伴い、

従来の方法によった場合に比べて、営業損失が、日本において153百万円減少しております。 

５．追加情報 

 （機械装置の耐用年数の変更） 

 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(2) １）に記載のとおり、当社及び一部の連結

子会社は、法人税法の改正（「所得税法等の一部を改正する法律」 平成20年４月30日 法律第23号）及び

（「減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令」平成20年４月30日 財務省令第32号）

による法定耐用年数の短縮を契機として見直しを行い、当連結会計年度より一部の機械装置の耐用年数を変

更しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業損失が、日本において564百万円

増加しております。  

ｂ．所在地別セグメント情報

  
日本 

(百万円) 
アジア
(百万円) 

欧州
(百万円) 

北米
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は
全社 
(百万円) 

連結
(百万円) 

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  80,756  35,110  72,019  28,803  216,690  －  216,690

(2)セグメント間の内部売上高  60,888  2,998  3,291  2,951  70,130 (70,130)  －

計  141,645  38,108  75,311  31,755  286,820 (70,130)  216,690

営業費用  146,715  36,722  73,645  33,999  291,082 (68,193)  222,889

営業利益又は営業損失（△）  △5,070  1,386  1,666  △2,244  △4,261 (1,936)  △6,198

Ⅱ 資産  115,513  28,470  45,618  15,097  204,700  3,992  208,692
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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．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

アジア：シンガポール、台湾、中国、タイ、オーストラリア、マレーシア、インドネシア、フィリピン等

欧 州：フランス、イギリス、ポーランド、イタリア、ドイツ、スペイン等 

北 米：アメリカ、メキシコ等 

３．金額は消費税等抜きであります。 

４．上記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2,027百万円であり、その主な

ものは、親会社本社の総務部門等管理部門に係る費用であります。 

５．上記資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は35,207百万円であり、その主なものは、親

会社での余資運用資金（現預金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等

であります。 

  

 （注）１．国又は地域の区分の方法および各区分に属する主な国又は地域 

１）国又は地域の区分方法：地理的近接度によっております。 

２）各区分の属する主な国又は地域 

アジア：シンガポール、台湾、中国、タイ、オーストラリア、マレーシア、インドネシア、フィリピン等

欧 州：フランス、イギリス、ポーランド、イタリア、ドイツ、スペイン等 

北 米：アメリカ、メキシコ等 

２．海外売上高は、当社およ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。  

  

  
日本 

(百万円) 
アジア
(百万円) 

欧州
(百万円) 

北米
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は
全社 
(百万円) 

連結
(百万円) 

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  73,493  34,925  64,580  21,696  194,696  －  194,696

(2)セグメント間の内部売上高  49,060  2,383  1,289  1,368  54,101 (54,101)  －

計  122,554  37,308  65,870  23,065  248,797 (54,101)  194,696

営業費用  118,367  35,692  63,832  23,780  241,672 (52,179)  189,492

営業利益又は営業損失（△）  4,186  1,615  2,038  △715  7,125 (1,922)  5,203

Ⅱ 資産  119,565  34,129  45,087  15,601  214,383 (9,243)  205,140

ｃ．海外売上高

    アジア 欧州 北米 計

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） 

Ⅰ 海外売上高  45,877  68,640  29,368  143,886

Ⅱ 連結売上高  －  －  －  216,690

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 21.1  31.7  13.6  66.4

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） 

Ⅰ 海外売上高  46,048  62,142  22,201  130,391

Ⅱ 連結売上高  －  －  －  194,696

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 23.7  31.9  11.4  67.0
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 （注） １株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額および潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基

礎は、以下のとおりであります。 

  

該当事項はありません。 

  

リース取引、関連当事者情報、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オ

プション等、賃貸等不動産に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられ

るため開示を省略しております。 

（１株当たり情報）

区分 
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            296円35銭    円 銭 323 92

１株当たり当期純利益金額 

又は当期純損失金額（△） 

   △226円20銭     円 銭 32 36

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額については、潜在株式は

存在するものの１株当たり当期純

損失である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

利益金額については、潜在株式が

存在しないため記載しておりませ

ん。 

  
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株当たり当期純利益金額     

当期純利益又は当期純損失金額（△）

（百万円） 
 △30,838  4,410

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

失金額（△）（百万円） 
 △30,838  4,410

期中平均株式数（株）  136,332,014  136,312,487

      

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額     

当期純利益調整額（百万円）  －  －

普通株式増加数（株）  －  －

（うち新株予約権）  (－)  (－)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

  １．平成17年6月22日定時株主総会決議に

よる新株予約権 

 (新株予約権数  個） 

  なお、概要は「第４ 提出会社の状況、

１株式等の状況、(２)新株予約権等の状

況」に記載のとおりであります。  

1,243

    －

（重要な後発事象）

（開示の省略）
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：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 15,469 11,458

受取手形 2,075 1,874

売掛金 23,255 33,360

商品 699 648

製品 5,584 5,375

半製品 60 43

仕掛品 2,028 1,973

貯蔵品 589 555

前払費用 222 416

未収収益 8 6

関係会社短期貸付金 103 104

未収入金 3,650 3,410

未収消費税等 270 547

その他 345 305

貸倒引当金 △198 △254

流動資産合計 54,165 59,827

固定資産   

有形固定資産   

建物 26,608 26,462

減価償却累計額 △12,872 △13,883

建物（純額） 13,735 12,578

構築物 6,233 6,201

減価償却累計額 △3,760 △4,006

構築物（純額） 2,472 2,194

機械及び装置 35,620 35,783

減価償却累計額 △27,275 △29,021

機械及び装置（純額） 8,344 6,761

車両運搬具 85 84

減価償却累計額 △67 △71

車両運搬具（純額） 18 12

工具、器具及び備品 15,421 16,174

減価償却累計額 △13,994 △15,263

工具、器具及び備品（純額） 1,427 911

土地 15,109 15,079

リース資産 6,595 6,862

減価償却累計額 △5,546 △6,135

リース資産（純額） 1,048 727

建設仮勘定 303 870

有形固定資産合計 42,460 39,136
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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) 

無形固定資産   

借地権 104 104

ソフトウエア 340 260

リース資産 141 138

その他 4 4

無形固定資産合計 591 508

投資その他の資産   

投資有価証券 5,775 6,268

関係会社株式 10,495 10,809

出資金 88 78

関係会社出資金 5,678 5,623

関係会社長期貸付金 411 70

破産更生債権等 127 69

長期前払費用 68 69

退職金年金基金 7,576 5,985

その他 758 785

貸倒引当金 △572 △253

投資その他の資産合計 30,406 29,506

固定資産合計 73,458 69,151

資産合計 127,624 128,978

負債の部   

流動負債   

支払手形 6,134 5,607

買掛金 13,821 21,825

短期借入金 8,000 －

関係会社短期借入金 1,136 1,720

1年内返済予定の長期借入金 4,132 9,854

1年内償還予定の社債 5,000 －

リース債務 590 420

未払金 10,254 2,685

未払費用 1,036 891

未払法人税等 － 32

未払事業所税 15 11

前受金 40 68

預り金 146 105

賞与引当金 1,434 1,943

売上割戻引当金 3 4

製品保証引当金 825 801

設備関係支払手形 1,672 259

その他 181 －

流動負債合計 54,426 46,230
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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) 

固定負債   

社債 10,000 8,600

長期借入金 38,868 43,130

退職給付引当金 7,041 7,183

役員退職慰労引当金 205 193

リース債務 895 575

長期未払金 26 73

長期預り保証金 63 67

繰延税金負債 385 601

固定負債合計 57,486 60,425

負債合計 111,913 106,656

純資産の部   

株主資本   

資本金 11,037 11,037

資本剰余金   

資本準備金 27,205 4,453

その他資本剰余金 － －

資本剰余金合計 27,205 4,453

利益剰余金   

利益準備金 2,759 －

その他利益剰余金   

土地圧縮積立金 301 －

建物圧縮積立金 252 －

構築物圧縮積立金 0 －

機械装置圧縮積立金 9 －

器具備品圧縮積立金 0 －

特別償却準備金 26 －

繰越利益剰余金 △24,124 8,363

利益剰余金合計 △20,773 8,363

自己株式 △1,978 △1,980

株主資本合計 15,491 21,874

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 147 495

繰延ヘッジ損益 72 △47

評価・換算差額等合計 219 447

純資産合計 15,710 22,321

負債純資産合計 127,624 128,978
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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 133,735 114,927

売上原価   

商品期首たな卸高 667 699

製品期首たな卸高 7,446 5,584

当期製品製造原価 105,583 89,926

当期商品仕入高 8,777 5,097

合計 122,474 101,308

他勘定振替高 344 167

商品期末たな卸高 699 648

製品期末たな卸高 5,584 5,375

売上原価合計 115,845 95,116

売上総利益 17,890 19,810

販売費及び一般管理費 27,102 19,014

営業利益又は営業損失（△） △9,212 796

営業外収益   

受取利息 137 22

受取配当金 4,040 6,428

受取賃貸料 134 111

為替差益 － 948

雑収入 176 309

営業外収益合計 4,489 7,819

営業外費用   

支払利息 729 1,244

社債利息 200 163

租税公課 11 224

為替差損 897 －

シンジケートローン手数料 6 26

退職年金基金運用損 287 －

雑損失 43 121

営業外費用合計 2,177 1,780

経常利益又は経常損失（△） △6,900 6,835

特別利益   

固定資産売却益 112 19

貸倒引当金戻入額 494 431

製品保証引当金戻入額 150 51

事業譲渡益 21 －

受取保険金 － 99

その他 99 94

特別利益合計 877 696
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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) 

特別損失   

固定資産処分損 262 64

投資有価証券評価損 688 96

関係会社株式評価損 6,415 886

リース会計基準の適用に伴う影響額 104 －

関係会社支援損 2,051 －

減損損失 2,434 －

早期割増退職金 4,489 －

その他 207 52

特別損失合計 16,654 1,100

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △22,676 6,431

法人税、住民税及び事業税 235 45

法人税等調整額 7,477 －

法人税等合計 7,712 45

当期純利益又は当期純損失（△） △30,389 6,386

- 26 -



（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 11,037 11,037

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 11,037 11,037

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 27,205 27,205

当期変動額   

欠損填補 － △22,751

当期変動額合計 － △22,751

当期末残高 27,205 4,453

その他資本剰余金   

前期末残高 0 －

当期変動額   

自己株式の処分 △0 －

当期変動額合計 △0 －

当期末残高 － －

資本剰余金合計   

前期末残高 27,206 27,205

当期変動額   

欠損填補 － △22,751

自己株式の処分 △0 －

当期変動額合計 △0 △22,751

当期末残高 27,205 4,453

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 2,759 2,759

当期変動額   

欠損填補 － △2,759

当期変動額合計 － △2,759

当期末残高 2,759 －

その他利益剰余金   

圧縮積立金   

前期末残高 596 564

当期変動額   

圧縮積立金の取崩 △32 △564

当期変動額合計 △32 △564

当期末残高 564 －

特別償却準備金   

前期末残高 26 26

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 △0 △26

当期変動額合計 △0 △26

当期末残高 26 －
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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) 

繰越利益剰余金   

前期末残高 6,918 △24,124

当期変動額   

剰余金の配当 △683 －

特別償却準備金の取崩 0 26

圧縮積立金の取崩 32 564

欠損填補 － 25,511

当期純利益又は当期純損失（△） △30,389 6,386

自己株式の処分 △3 △0

当期変動額合計 △31,043 32,487

当期末残高 △24,124 8,363

利益剰余金合計   

前期末残高 10,301 △20,773

当期変動額   

剰余金の配当 △683 －

欠損填補 － 22,751

当期純利益又は当期純損失（△） △30,389 6,386

自己株式の処分 △3 △0

当期変動額合計 △31,075 29,137

当期末残高 △20,773 8,363

自己株式   

前期末残高 △1,971 △1,978

当期変動額   

自己株式の取得 △15 △3

自己株式の処分 9 1

当期変動額合計 △6 △2

当期末残高 △1,978 △1,980

株主資本合計   

前期末残高 46,573 15,491

当期変動額   

剰余金の配当 △683 －

欠損填補 － －

当期純利益又は当期純損失（△） △30,389 6,386

自己株式の取得 △15 △3

自己株式の処分 6 0

当期変動額合計 △31,082 6,382

当期末残高 15,491 21,874
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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) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 1,796 147

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,649 347

当期変動額合計 △1,649 347

当期末残高 147 495

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 10 72

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 62 △119

当期変動額合計 62 △119

当期末残高 72 △47

評価・換算差額等合計   

前期末残高 1,806 219

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,587 228

当期変動額合計 △1,587 228

当期末残高 219 447

純資産合計   

前期末残高 48,380 15,710

当期変動額   

剰余金の配当 △683 －

欠損填補 － －

当期純利益又は当期純損失（△） △30,389 6,386

自己株式の取得 △15 △3

自己株式の処分 6 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,587 228

当期変動額合計 △32,669 6,610

当期末残高 15,710 22,321
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 該当事項はありません。 

  

 （追加情報） 

 当社は、当事業年度中に連結納税の承認申請を行い、平成22年３月に承認されたことにより、当事業年度より、

「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い（その１）」（企業会計基準委員会実務対応報告

第５号）及び「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い（その２）」（企業会計基準委員会

実務対応報告第７号）に基づき、連結納税制度の適用を前提とした会計処理を行っております。 

  

 （貸借対照表） 

 前事業年度まで区分掲記しておりました「従業員長期貸付金」（当事業年度は０百万円）は、金額的重要性が

乏しくなったため、投資その他の資産の「その他」に含めて表示しております。 

  

 （損益計算書） 

 前事業年度まで区分掲記しておりました「社債発行費」（当事業年度は０百万円）は、金額的重要性が乏しく

なったため、営業外費用の「雑損失」に含めて表示しております。 

  

５．当社が、金融機関数社と締結しているシンジケートローン契約（一年以内返済予定の長期借入金のうち1,600

百万円、長期借入金のうち13,200百万円）の財務制限条項は次のとおりであります。 
  
 （本契約における財務制限条項） 

①各年度の決算期及び第２四半期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額（但し、為替換算

調整勘定については控除する。）を直前の決算期（第２四半期を含む）比80%以上に維持すること。 

②各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常利益が、平成18年３月期以降の決算期につき２期連

続して損失とならないようにすること。 

   平成22年３月末現在において、当社は当該財務制限条項に抵触しておりません。 

継続企業の前提に関する注記

会計処理の変更

表示方法の変更

注記事項

（貸借対照表関係）

  
前事業年度末 

（平成21年３月31日）  

当事業年度末 

（平成22年３月31日） 

１．有形固定資産の減価償却累計額 63,711 百万円 68,382 百万円 

２．受取手形割引高 36  〃 －  〃 

３．債務保証額 5,340  〃 18,228  〃 

保証予約等額 1,562  〃 1,057  〃 

４．関係会社に対する債権 12,580  〃 21,898  〃 

関係会社に対する債務 3,183  〃 4,278  〃 

- 30 -



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）１．普通株式の自己株式の増加46,096株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

２．普通株式の自己株式の減少18,909株は、単元未満株式の買増請求による減少であります。  

  

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）１．普通株式の自己株式の増加14,638株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

２．普通株式の自己株式の減少2,323株は、単元未満株式の買増請求による減少であります。  

  

該当事項はありません。 

  

  補足資料をご参照下さい。 

  

（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  3,592,467  46,096  18,909  3,619,654

合計  3,592,467  46,096  18,909  3,619,654

  
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  3,619,654  14,638  2,323  3,631,969

合計  3,619,654  14,638  2,323  3,631,969

（重要な後発事象）

６．その他
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