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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 1,970 △1.0 △68 ― △47 ― △92 ―

21年3月期 1,990 △17.0 △337 ― △334 ― △564 ―

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 △17.51 ― △8.9 △2.3 △3.5

21年3月期 △107.33 ― △40.9 △13.2 △16.9

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  ―百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期 2,047 992 48.5 188.76
21年3月期 1,998 1,085 54.3 206.23

（参考） 自己資本   22年3月期  992百万円 21年3月期  1,085百万円

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 △12 △33 221 427
21年3月期 △31 △16 △177 251

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
純資産配当

率第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 ― ―

22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 ― ―

23年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  23年3月期の業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
累計期間

870 △13.9 △5 ― △7 ― △9 ― △1.71

通期 1,700 △13.7 15 ― 10 ― 5 ― 0.95
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4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

(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、30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 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 5,280,000株 21年3月期 5,280,000株

② 期末自己株式数 22年3月期  19,362株 21年3月期  18,762株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の
変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
 なお、上記予想に関する事項は添付資料の３ページを参照してください。 
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(当期の経営成績)  

  当事業年度におけるわが国の経済は、金融危機を発端とする世界同時不況から 悪期を脱したもの

の、円高やデフレの進行による企業収益の悪化、設備投資や個人消費の低迷など、本格的な景気回復に

は至らぬまま推移いたしました。  

 このような中で、当社の主力製品である光ピックアップベースは、ノートパソコン市場の順調な需要

回復と主要顧客の増産により受注は堅調に推移し、第２四半期以降はフル生産の状況が続いておりま

す。また、課題であった歩留り改善が進んだことで出荷数量アップとコスト低減での効果が出てきてお

ります。しかしながら、主力のノートパソコン向けの光ピックアップベースが、モデルチェンジにより

熱伝導樹脂から一般樹脂への切り替えが進んだことで、下半期は製品単価が低下し売上高を押し上げる

ことはできませんでした。  

 一方、回復の遅れていた自動車業界も下半期には回復の兆しが見えてまいりました。それに伴って自

動車関連の含油軸受・機械部品・磁性材料の製品類については、下半期にはいくらか回復基調となって

きております。  

 以上の結果、当期の売上高は19億７千万円（前期比１.0％減）、営業損益は６千８百万円の損失（前

期は３億３千７百万円の損失）、経常損益は４千７百万円の損失（前期は３億３千４百万円の損失）、

当期純損益は９千２百万円の損失（前期は５億６千４百万円の損失）となりました。  

（次期の見通し）  

 今後の経済見通しにつきましては、上半期は経済対策の効果が一巡し景気は一時的にかなり減速する

ものの、下半期は設備投資や個人消費を中心に再び堅調な回復ペースを取り戻すものと予想されます。 

 当社の主力製品である光ピックアップベースの市場は、ノートパソコンの需要増加を受け増産傾向で

推移する見込みであります。しかしながら、当社の光ピックアップベースは熱伝導樹脂から一般樹脂へ

の切り替えが進み、数量ベースではある程度の受注は見込めるものの、低価格品の割合が増えて販売額

としては大きく落ち込むものと予想されます。一方、自動車向けの機械部品や磁性材料については、自

動車市場の回復に伴い低水準ながら徐々に増産傾向で推移する見込みであります。  

 当社は、本年１月に社長交代人事等の経営体制を刷新し、経営再建に向けて業績回復を 優先とした

再建課題、収益性改善や企業価値向上を目指した抜本的な構造改革のための戦略などを中期経営計画と

して策定しました。これに基づき次期は、熱伝導樹脂や磁性材料など新規製品の受注、徹底的な生産性

改善とコスト低減などに取り組み、より付加価値の高い事業への転換と収益性の改善に努めます。  

 以上により、次期(平成２３年３月期)の業績見通しにつきましては、  

   売上高   １，７００百万円（前期比１３．７％減）  

   営業利益     １５百万円（前期６８百万円の損失）  

   経常利益     １０百万円（前期４７百万円の損失）  

   当期純利益     ５百万円（前期９２百万円の損失）  

を予想しております。  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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①資産、負債及び純資産の状況 

当期末における資産合計は、前期末に比べ４千８百万円増加しました。その主なものは、現金及び預

金の増加１億７千５百万円、受取手形の減少１億１千５百万円、売掛金の増加５千７百万円、有形固定

資産の減少７千万円であります。負債合計は、前期末に比べ１億４千万円増加しました。その主なもの

は、支払手形の減少８千７百万円、買掛金の増加３千３百万円、借入金の増加２億２千１百万円であり

ます。純資産合計は、前期末に比べ９千２百万円減少しました。これは当期純損失９千２百万円による

ものであります。  

  

②キャッシュ・フローの状況  

 当期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前期末に比べ１億７千５百万円増

加し、４億２千７百万円となりました。  

 営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純損失が８千７百万円（前期税引前当期純損失５

億６千万円）となりましたが、売上債権の減少６千２百万円（前期４億５千万円の減少）等により△１

千２百万円（前期△３千１百万円）となりました。  

 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３千８百万円（前期９千３百

万円）等により、△３千３百万円（前期△１千６百万円）となりました。  

 財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加１億６千１百万円（前期１億２千１百万円

の減少）などにより、２億２千１百万円（前期△１億７千７百万円）となりました。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
キャッシュ・フロー指標のトレンド 

※ 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 

  債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

  インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

(注)1. 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式控除後）により算出しておりま

す。  

2. キャッシュ・フローはキャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使

用しております。有利子負債は、貸借対照表に計上されている借入金を対象としております。 

 また、利払いについてはキャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。  

3. 第65期、第66期、第67期の債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオは、営業キャッ

シュ・フローがマイナスであるため記載しておりません。 

(2) 財政状態に関する分析

第63期 第64期 第65期 第66期 第67期

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（％） 52.8 31.4 54.9 54.3 48.5

時価ベースの自己資本比率（％） 68.7 230.4 122.3 39.5 26.0

債務償還年数（年） 79.9 10.2 ― ― ―

インタレスト・カバレッジ・レシオ 1.0 7.5 ― ― ―
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当社は、株主に対する利益還元を重要政策の一つと考えており、急速な技術革新に対応した設備投

資、研究開発投資を行い、新製品・新技術の開発・量産化に努め、会社の競争力を維持・強化し、収益

力の向上、財務体質の強化を図りながら、配当水準の向上と安定化に努めることを基本方針としており

ます。 

 しかしながら、当期も前期に引き続き業績不振が続いておりますので、当期の利益配当は見送らせて

いただく所存であります。今後につきましては、各期の経営成績及び財政状態を勘案しつつ、利益配当

による株主への利益還元を検討していく所存であります。 

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等 

当事業年度の営業損益は68,371千円の損失、経常損益は47,326千円の損失となり、７期連続で営業損

失及び経常損失を計上しております。当該状況により、当社には継続企業の前提に重要な疑義を生じさ

せるような状況が存在しております。 

当事業年度は、主力製品である光ピックアップベースがノートパソコン市場の順調な需要回復により

受注も回復し、課題であった歩留り改善も進んだことで業績は大きく改善しましたが、年度後半には光

ピックアップベースのモデルチェンジにより熱伝導樹脂から一般樹脂への切り替えが進んだことで製品

単価が低下し売上高を押し上げることができず、業績の黒字化には今一歩届きませんでした。 

このような中で当社は、本年１月からの社長交代人事等により経営体制を刷新し、経営再建に向けて

業績回復を 優先とした再建課題、収益性改善や企業価値向上を目指した抜本的な構造改革のための戦

略などを中期経営計画として策定しました。これに基づき次期は、熱伝導樹脂や磁性材料など新規製品

の受注、徹底的な生産性改善とコスト低減などに取り組み、より付加価値の高い事業への転換と収益性

の改善に努めてまいります。経営再建に向けての方針として、①販路拡大による新規製品の受注、②生

産性改善による原価率の低減、③海外生産移転の推進、④不採算製品の顧客対応、⑤原材料等の仕入コ

スト低減、⑥労働分配率の低減、⑦企業連携の推進、⑧財務体質の強化、⑨事業資産の有効活用、を掲

げて既に具体的施策を実施しているところであります。なお、海外生産につきましては、当社大口顧客

から海外生産拠点での部品供給体制が求められており、コストダウンへの対応とともに当社としては光

ピックアップベース事業の商圏を守り更に発展させるための重要課題と位置づけ、また今後のグローバ

ル化の流れや企業連携による事業展開も見据えて検討を進めております。 

次期（平成23年3月期）の業績予想につきましては、主力の光ピックアップベースが増産傾向で推移

する見込みでありますが、熱伝導樹脂から一般樹脂への切り替えが進み、低価格品の割合が増えて販売

額としては大きく落ち込むものと予想されます。それに対して当社は、前述の生産性改善やコスト低減

などへの取り組みにより損益分岐点の引き下げを図り、次期は減収の中での赤字脱却を目指します。し

かし、下半期の経済環境や販売計画及び海外生産の実現可能性には不透明な部分があることから、当該

対応を行った上でもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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当社は、子会社および関連会社はありません。 

  

2. 企業集団の状況
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当社は、素形材に関する高度な技術力とアイデア力により、つねに市場やお客様のニーズに 適なソ

リューションを提供する素材創造のベストパートナーであり続けるとともに、それを通してお客様、社

員、株主をはじめとするステークホルダーに対する価値の 大化を目指します。 

  

当社は、既存事業で培ったコア技術（粉末冶金、樹脂成形、材料開発、工法開発、金型・自動機製

作）を活かし、「高精度、高機能、小型化、熱対策」などが求められる機能性部品やユニット製品及び

これらに関連するサービスなど事業の高付加価値化と差別化、「医療、環境・エネルギー」など新しい

成長分野への事業領域の拡大を図るとともに、当社の強みを効果的に活かすために企業連携による水平

分業体制を構築してまいります。  

1) 高付加価値事業へのシフト  

  ① 材料構成比の低い小物などを中心とした高付加価値製品へのシフト  

 ② 付加価値の低い大量生産品はコスト対応の可能な海外生産へ移行  

 ③ 素形材開発・生産に関する総合力を活かしたエンジニアリング事業へ展開  

 ④ 素材単品だけではなくユニット製品の事業を開発  

2) 成長・ニッチ分野への販路拡大  

 ① 共同開発先や商社などとの連携による新たな販路の開拓  

 ② 成長分野などに視野を広げてニッチ商品やニュービジネス関連事業の探索  

3) 多品種小ロット・水平分業の生産体制の構築  

 ① 工場生産能力に見合った採算の取れる小～中量ロット品の生産対応  

 ② 水平分業型の生産体制により海外生産やユニット製品事業への対応  

  

当社は、平成16年３月期以降７期連続して営業損失、経常損失を計上しております。当社は、当該状

況を解消するため、経営再建計画に基づき下記を重点課題とし、収益体質の改善及び経営基盤の強化に

取り組んでおります。  

① 販路拡大による新規製品の受注  

② 生産性改善による原価率の低減  

③ 海外生産移転の推進  

④ 不採算製品の顧客対応  

⑤ 原材料等の仕入コスト低減  

⑥ 労働分配率の低減  

⑦ 企業連携の推進  

⑧ 財務体質の強化  

⑨ 事業資産の有効活用 

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 中長期的な会社の経営戦略

(3) 会社の対処すべき課題
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4.【財務諸表】

(1)【貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 251,829 427,346

受取手形 ※2 185,139 ※2 69,815

売掛金 209,150 266,238

商品及び製品 42,494 29,027

原材料及び貯蔵品 33,646 52,565

仕掛品 78,367 78,687

前払費用 5,520 7,705

未収入金 7 －

その他 1,921 1,724

貸倒引当金 △1,104 △1,402

流動資産合計 806,973 931,708

固定資産

有形固定資産

建物 ※1 1,287,488 ※1 1,287,488

減価償却累計額 △916,581 △941,589

建物（純額） 370,907 345,899

構築物 118,697 118,697

減価償却累計額 △116,253 △116,646

構築物（純額） 2,444 2,051

機械及び装置 3,481,598 3,469,280

減価償却累計額 △3,453,162 △3,449,556

機械及び装置（純額） 28,436 19,724

車両運搬具 6,346 6,346

減価償却累計額 △6,085 △6,166

車両運搬具（純額） 260 179

工具、器具及び備品 646,823 625,143

減価償却累計額 △625,039 △615,878

工具、器具及び備品（純額） 21,784 9,265

土地 ※1 622,955 ※1 599,414

有形固定資産合計 1,046,788 976,534

投資その他の資産

投資有価証券 35,524 35,884

従業員に対する長期貸付金 5,211 4,595

保険積立金 86,321 80,739

破産更生債権等 7,089 3,271

その他 17,791 17,825

貸倒引当金 △7,089 △3,271

投資その他の資産合計 144,848 139,045

固定資産合計 1,191,637 1,115,579

資産合計 1,998,610 2,047,288
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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)

負債の部

流動負債

支払手形 201,646 113,775

買掛金 31,875 65,747

短期借入金 ※1 256,000 ※1 417,600

1年内返済予定の長期借入金 ※1 20,004 ※1 29,714

未払金 13,290 23,288

未払費用 37,855 45,789

未払法人税等 4,326 8,499

未払消費税等 11,404 2,957

預り金 3,201 6,212

賞与引当金 33,418 16,593

設備関係支払手形 4,435 4,613

その他 9,436 7,727

流動負債合計 626,894 742,517

固定負債

長期借入金 ※1 3,314 ※1 53,600

退職給付引当金 159,001 133,287

役員退職慰労引当金 107,271 112,651

繰延税金負債 4,655 4,798

その他 12,451 7,449

固定負債合計 286,693 311,786

負債合計 913,588 1,054,304

純資産の部

株主資本

資本金 919,000 919,000

資本剰余金

資本準備金 1,170,534 1,170,534

資本剰余金合計 1,170,534 1,170,534

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 △997,411 △1,089,539

利益剰余金合計 △997,411 △1,089,539

自己株式 △14,142 △14,252

株主資本合計 1,077,980 985,742

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 7,041 7,258

繰延ヘッジ損益 － △16

評価・換算差額等合計 7,041 7,242

純資産合計 1,085,021 992,984

負債純資産合計 1,998,610 2,047,288
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  (2)【損益計算書】

(単位：千円)

前事業年度
(平成20年４月１日から
平成21年３月31日まで)

当事業年度
(平成21年４月１日から
平成22年３月31日まで)

売上高

製品売上高 1,960,085 1,952,066

商品売上高 30,306 18,140

売上高合計 1,990,392 1,970,207

売上原価

製品期首たな卸高 44,452 42,159

当期製品製造原価 1,934,978 1,686,772

合計 1,979,431 1,728,931

製品期末たな卸高 42,159 28,716

製品売上原価 1,937,272 1,700,215

商品期首たな卸高 321 334

当期商品仕入高 24,366 14,711

合計 24,687 15,046

商品期末たな卸高 334 310

商品売上原価 24,352 14,736

売上原価合計 1,961,624 1,714,951

売上総利益 28,767 255,255

販売費及び一般管理費

運賃及び荷造費 76,289 104,598

役員報酬 32,550 28,605

役員退職慰労引当金繰入額 10,432 5,379

従業員給料及び手当 93,424 78,980

退職給付費用 14,290 956

賞与引当金繰入額 5,413 2,456

福利厚生費 26,132 20,206

旅費及び交通費 13,569 5,908

通信費 3,974 3,473

減価償却費 3,728 3,309

賃借料 11,584 10,594

租税公課 9,034 9,478

貸倒引当金繰入額 8,193 334

その他の経費 57,394 49,345

販売費及び一般管理費合計 366,011 323,627

営業損失（△） △337,244 △68,371
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(単位：千円)

前事業年度
(平成20年４月１日から
平成21年３月31日まで)

当事業年度
(平成21年４月１日から
平成22年３月31日まで)

営業外収益

受取利息 449 124

受取配当金 625 475

作業屑売却益 3,968 1,597

助成金収入 － 18,265

為替差益 － 1,196

受取事務手数料 1,009 944

受取手数料 1,200 1,200

雑収入 3,076 5,511

営業外収益合計 10,328 29,316

営業外費用

支払利息 7,684 5,642

手形売却損 － 2,521

雑損失 65 107

営業外費用合計 7,749 8,270

経常損失（△） △334,666 △47,326

特別利益

固定資産売却益 ※1 347 ※1 －

賞与引当金戻入額 － 16,718

貸倒引当金戻入額 － 3,854

特別利益合計 347 20,573

特別損失

固定資産処分損 ※2 1,481 ※2 47

保険解約損 514 231

減損損失 ※3 223,790 ※3 60,282

特別損失合計 225,786 60,562

税引前当期純損失（△） △560,105 △87,315

法人税、住民税及び事業税 4,812 4,812

法人税等合計 4,812 4,812

当期純損失（△） △564,917 △92,127
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【製造原価明細書】

前事業年度
(平成20年４月１日から
平成21年３月31日まで)

当事業年度
(平成21年４月１日から
平成22年３月31日まで)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

Ⅰ 材料費 848,901 44.6 754,995 44.6

Ⅱ 労務費 778,219 40.9 599,190 35.4

Ⅲ 経費 ※１ 277,501 14.5 338,419 20.0

  当期総製造費用 1,904,623 100.0 1,692,606 100.0

  仕掛品期首たな卸高 111,035 78,367

合計 2,015,658 1,770,973

  他勘定振替高 ※２ 2,312 5,513

  仕掛品期末たな卸高 78,367 78,687

  当期製品製造原価 1,934,978 1,686,772

  (脚注)

前事業年度
(平成20年４月１日から
平成21年３月31日まで)

当事業年度
(平成21年４月１日から
平成22年３月31日まで)

原価計算の方法

  原価計算の方法は、組別工程別総合実際原価計算を

採用しております。

※１ 経費のうち主なものは次のとおりです。

動力費 76,922千円

減価償却費 45,584千円

修繕費 38,108千円

原価計算の方法

同左

※１ 経費のうち主なものは次のとおりです。

外注加工費 93,392千円

動力費 80,866千円

減価償却費 45,199千円

※２ 他勘定振替高の内容は次のとおりです。

有形固定資産(建設仮勘定) 2,312千円

※２ 他勘定振替高の内容は次のとおりです。

有形固定資産(建設仮勘定) 5,513千円
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  (3)【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

前事業年度
(平成20年４月１日から
平成21年３月31日まで)

当事業年度
(平成21年４月１日から
平成22年３月31日まで)

株主資本

資本金

前期末残高 919,000 919,000

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 919,000 919,000

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 1,170,534 1,170,534

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,170,534 1,170,534

資本剰余金合計

前期末残高 1,170,534 1,170,534

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,170,534 1,170,534

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高 △432,494 △997,411

当期変動額

当期純損失（△） △564,917 △92,127

当期変動額合計 △564,917 △92,127

当期末残高 △997,411 △1,089,539

利益剰余金合計

前期末残高 △432,494 △997,411

当期変動額

当期純損失（△） △564,917 △92,127

当期変動額合計 △564,917 △92,127

当期末残高 △997,411 △1,089,539

自己株式

前期末残高 △11,191 △14,142

当期変動額

自己株式の取得 △2,950 △110

当期変動額合計 △2,950 △110

当期末残高 △14,142 △14,252

株主資本合計

前期末残高 1,645,848 1,077,980
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(単位：千円)

前事業年度
(平成20年４月１日から
平成21年３月31日まで)

当事業年度
(平成21年４月１日から
平成22年３月31日まで)

当期変動額

当期純損失（△） △564,917 △92,127

自己株式の取得 △2,950 △110

当期変動額合計 △567,867 △92,238

当期末残高 1,077,980 985,742

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 31,106 7,041

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△24,065 217

当期変動額合計 △24,065 217

当期末残高 7,041 7,258

繰延ヘッジ損益

前期末残高 167 －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△167 △16

当期変動額合計 △167 △16

当期末残高 － △16

評価・換算差額等合計

前期末残高 31,274 7,041

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△24,233 200

当期変動額合計 △24,233 200

当期末残高 7,041 7,242

純資産合計

前期末残高 1,677,122 1,085,021

当期変動額

当期純損失（△） △564,917 △92,127

自己株式の取得 △2,950 △110

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △24,233 200

当期変動額合計 △592,100 △92,037

当期末残高 1,085,021 992,984
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  (4)【キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

前事業年度
(平成20年４月１日から
平成21年３月31日まで)

当事業年度
(平成21年４月１日から
平成22年３月31日まで)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△） △560,105 △87,315

減価償却費 49,313 48,508

減損損失 223,790 60,282

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8,193 △3,520

賞与引当金の増減額（△は減少） △933 △16,824

退職給付引当金の増減額（△は減少） 76,237 △25,714

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △21,537 5,379

固定資産処分損益（△は益） 1,481 47

固定資産売却損益（△は益） △347 －

保険解約損益（△は益） 514 231

受取利息及び受取配当金 △1,074 △599

支払利息 7,684 5,642

売上債権の増減額（△は増加） 450,283 62,054

たな卸資産の増減額（△は増加） 44,204 △5,762

仕入債務の増減額（△は減少） △267,737 △53,999

その他 △30,524 9,105

小計 △20,557 △2,485

利息及び配当金の受取額 1,187 605

利息の支払額 △7,321 △6,209

法人税等の支払額 △4,812 △4,812

営業活動によるキャッシュ・フロー △31,503 △12,900

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 44,000 －

有形固定資産の取得による支出 △93,400 △38,417

有形固定資産の売却による収入 350 －

保険積立金の積立による支出 △6,424 △7,238

保険積立金の払戻による収入 39,468 12,588

投資活動によるキャッシュ・フロー △16,005 △33,067

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） △121,400 161,600

長期借入れによる収入 － 80,000

長期借入金の返済による支出 △53,204 △20,004

自己株式の取得による支出 △2,950 △110

財務活動によるキャッシュ・フロー △177,554 221,485

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △225,063 175,517

現金及び現金同等物の期首残高 476,892 251,829

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 251,829 ※1 427,346
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(5)【継続企業の前提に関する注記】

前事業年度
(平成20年４月１日から
平成21年３月31日まで)

当事業年度
(平成21年４月１日から
平成22年３月31日まで)

 当事業年度の営業損益は337,244千円の損失、経常損

益は334,666千円の損失となり、６期連続で営業損失及

び経常損失を計上しております。当該状況により、当社

には継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しており

ます。 

 当事業年度の上半期は、主力製品である熱伝導樹脂製

光ピックアップベースの歩留り改善等の施策に取り組み

損益は大きく改善しましたが、下半期に入って米国の金

融危機に端を発した世界的な経済状況の変化により、主

要事業の光ピックアップベースをはじめすべての受注が

急激に減少し、先行きが全く不透明な状況となりまし

た。第４四半期には生産が大幅に減少しましたので、そ

れに対して、派遣社員及び非正規社員の削減、時間外労

働ゼロ、賃金・給与等の削減、休業制度の導入及び雇用

調整金の受給等の経費削減を優先課題とした諸施策を実

施いたしました。これら施策は今後も継続して実施して

いく予定であります。 

 新しい事業年度に入り、自動車、ＩＴ、デジタル家電

などの市場では在庫及び生産の調整がほぼ一段落した模

様で、当社の主要製品であります光ピックアップベース

も急速に受注が回復しつつあります。当社は、前述の経

費削減対策をできる限り維持しながら増産に対応すると

ともに、光ピックアップベースを超薄型のノートブック

タイプパソコンやブルーレイディスクの用途に絞り、熱

伝導樹脂や環境対応樹脂を集中的に投入することによっ

て差別化し、より付加価値の高い経営を目指し収益体質

の改善に努める所存であります。 

 次期（平成22年３月期）の業績予想につきましては、

主力の光ピックアップベースの受注回復や高付加価値製

品へのシフト、経費削減対策により、営業損益は当事業

年度に比べ大きく改善するものの残念ながら黒字化には

いま一歩届かない見通しとなっております。また、資金

調達につきましては、手形の割引、有価証券の売却、事

業家保険の解約等を状況に応じて実施する予定でありま

す。それと並行して不動産の売却なども検討してまいり

ます。 

 なお、下半期の経済環境や販売計画の実現可能性には

現時点で不透明な部分があるため業績の見通しには不確

実性を有しております。 

 財務諸表は継続企業を前提として作成されており、こ

のような重要な不確実性の影響を財務諸表には反映して

おりません。

当事業年度の営業損益は68,371千円の損失、経常損益

は47,326千円の損失となり、７期連続で営業損失及び経

常損失を計上しております。当該状況により、当社には

継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が

存在しております。

当事業年度は、主力製品である光ピックアップベース

がノートパソコン市場の順調な需要回復により受注も回

復し、課題であった歩留り改善も進んだことで業績は大

きく改善しましたが、年度後半には光ピックアップベー

スのモデルチェンジにより熱伝導樹脂から一般樹脂への

切り替えが進んだことで製品単価が低下し売上高を押し

上げることができず、業績の黒字化には今一歩届きませ

んでした。

このような中で当社は、本年１月からの社長交代人事

等により経営体制を刷新し、経営再建に向けて業績回復

を 優先とした再建課題、収益性改善や企業価値向上を

目指した抜本的な構造改革のための戦略などを中期経営

計画として策定しました。これに基づき次期は、熱伝導

樹脂や磁性材料など新規製品の受注、徹底的な生産性改

善とコスト低減などに取り組み、より付加価値の高い事

業への転換と収益性の改善に努めてまいります。経営再

建に向けての方針として、①販路拡大による新規製品の

受注、②生産性改善による原価率の低減、③海外生産移

転の推進、④不採算製品の顧客対応、⑤原材料等の仕入

コスト低減、⑥労働分配率の低減、⑦企業連携の推進、

⑧財務体質の強化、⑨事業資産の有効活用、を掲げて既

に具体的施策を実施しているところであります。なお、

海外生産につきましては、当社大口顧客から海外生産拠

点での部品供給体制が求められており、コストダウンへ

の対応とともに当社としては光ピックアップベース事業

の商圏を守り更に発展させるための重要課題と位置づ

け、また今後のグローバル化の流れや企業連携による事

業展開も見据えて検討を進めております。

次期（平成23年3月期）の業績予想につきましては、

主力の光ピックアップベースが増産傾向で推移する見込

みでありますが、熱伝導樹脂から一般樹脂への切り替え

が進み、低価格品の割合が増えて販売額としては大きく

落ち込むものと予想されます。それに対して当社は、前

述の生産性改善やコスト低減などへの取り組みにより損

益分岐点の引き下げを図り、次期は減収の中での赤字脱

却を目指します。しかし、下半期の経済環境や販売計画

及び海外生産の実現可能性には不透明な部分があること

から、当該対応を行った上でもなお継続企業の前提に関

する重要な不確実性が認められます。

なお、財務諸表は継続企業を前提として作成されてお

り、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を財

務諸表には反映しておりません。
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(6)【重要な会計方針】

項目
前事業年度

(平成20年４月１日から
平成21年３月31日まで)

当事業年度
(平成21年４月１日から
平成22年３月31日まで)

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法

(1) その他有価証券： 

ⅰ時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法

によっております。なお、評価差額

については全部純資産直入法により

処理をし、売却原価は総平均法によ

り算定しております。

(1) その他有価証券：

ⅰ時価のあるもの

同左

ⅱ時価のないもの

総平均法による原価法によっており

ます。

ⅱ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・商品・原材料・仕掛品：

総平均法による原価

法（収益性の低下に

よる簿価切り下げの

方法）によっており

ます。

(2) 貯蔵品： 終仕入原価法によ

る原価法

 （会計方針の変更）

「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）を第１四

半期会計期間から適用し、評価基準に

ついては、総平均法による低価法から

原価法（収益性の低下による簿価切下

げの方法）に変更しております。  

 この変更により、財務諸表に与える

影響はありません。

 

(1) 製品・商品・原材料・仕掛品：

同左 

  

  

  

 

(2) 貯蔵品： 終仕入原価法によ

る原価法

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）

 定率法によっております。但し、

平成10年４月以降に取得した建物

(建物附属設備は除く)については、

定額法を採用しております。 

 主な耐用年数は次のとおりであり

ます。 

      建物     ３～50年  

       機械及び装置 ４～10年 

 また、平成19年３月31日以前に取

得したものについては、償却可能限

度額まで償却が終了した翌年から５

年間で均等償却する方法によってお

ります。

 なお、取得価額が10万円以上20万

円未満の資産については、３年間で

均等償却する方法を採用しておりま

す。

(1) 有形固定資産（リース資産を除

く）

       同左
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項目
前事業年度

(平成20年４月１日から
平成21年３月31日まで)

当事業年度
(平成21年４月１日から
平成22年３月31日まで)

(2) 無形固定資産（リース資産を除

く）

 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(５

年)に基づく定額法を採用しており

ます。

 なお、当事業年度末においては、

無形固定資産の残高がないため、計

上しておりません。

(2) 無形固定資産（リース資産を除

く）

      同左

(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 

 リース期間を耐用年数とし、残存

価額をゼロとする定額法によってお

ります。

 なお、リース取引会計基準の改正

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採用して

おります。

 また、当事業年度末においては、

リース資産の残高がないため、計上

しておりません。

(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検

討し、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

 従業員の賞与(使用人兼務取締役

の使用人分を含む)の支給に充てる

ため、期末在籍従業員をもとに支給

見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

同左

(3) 退職給付引当金

 従業員の退職給付に備えるため、

期末における退職給付債務及び年金

資産の額に基づき、発生していると

認められる額を計上しております。

 なお、当社は退職給付費用の算定

にあたり、簡便法を採用しておりま

す。

(3) 退職給付引当金

同左

(4) 役員退職慰労引当金

 役員の退職慰労金の支出に備える

ため、内規に基づく額を計上してお

ります。(内規に基づき、期末要支

給額の100％を引当計上しておりま

す。)

(4) 役員退職慰労引当金

 役員の退職慰労金の支出に備える

ため、内規に基づく額を計上してお

ります。
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項目
前事業年度

(平成20年４月１日から
平成21年３月31日まで)

当事業年度
(平成21年４月１日から
平成22年３月31日まで)

５ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法

 繰延ヘッジ処理によっておりま

す。為替予約等が付されている外貨

建金銭債権債務等については、振当

処理を行っております。

(1) ヘッジ会計の方法

同左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段

デリバティブ取引(為替予約取引)

・ヘッジ対象

相場変動による損失の可能性があ

る外貨建債権・債務

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(3) ヘッジ方針

 外貨建取引において、その取引契

約時に為替予約により円貨額を確定

させ、為替リスクをヘッジすること

を目的としております。

(3) ヘッジ方針

同左

(4) ヘッジ有効性評価の方法

 ヘッジ対象と為替予約取引の通貨

種別、期日、金額の同一性を確認す

ることにより有効性を判定しており

ます。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

同左

６ キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

 キャッシュ・フロー計算書における

資金(現金及び現金同等物)は、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ケ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

７ その他財務諸表作成のた

めの重要な事項

消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は税抜方式によ

っております。

消費税等の会計処理

同左

日本科学冶金㈱（5995）　平成22年３月期決算短信

－19－



 
  

【会計処理の変更】

前事業年度
(平成20年４月１日から
平成21年３月31日まで)

当事業年度
(平成21年４月１日から
平成22年３月31日まで)

（リース取引に関する会計基準等）

 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会計処理によっ

ております。  

 なお、リース取引会計基準の改正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

採用しております。  

 この変更により、財務諸表に与える影響はありませ

ん。

―――――
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【表示方法の変更】

前事業年度
(平成20年４月１日から
平成21年３月31日まで)

当事業年度
(平成21年４月１日から
平成22年３月31日まで)

（損益計算書）

 前事業年度において営業外収益「雑収入」に含めて表

示しておりました「受取手数料」（前事業年度1,200千

円）は、営業外収益の総額の１/10を超えたため、当事

業年度においては区分掲記することとしました。

―――――
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(7)【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 担保資産及び担保付債務は次のとおりでありま

す。

   担保資産

建物 370,907千円

土地 622,955千円

   担保付債務

短期借入金 256,000千円

１年内返済予定の長期借入金 20,004千円

長期借入金 3,314千円

 

※１ 担保資産及び担保付債務は次のとおりでありま

す。

   担保資産

建物 345,899千円

土地 599,414千円

   担保付債務

短期借入金 417,600千円

１年内返済予定の長期借入金 29,714千円

長期借入金 53,600千円

※２ 受取手形割引高及び受取手形裏書譲渡高

―――――

※２ 受取手形割引高及び受取手形裏書譲渡高

受取手形割引高 119,705千円

受取手形裏書譲渡高 45,000千円
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(損益計算書関係)

前事業年度
(平成20年４月１日から
平成21年３月31日まで)

当事業年度
(平成21年４月１日から
平成22年３月31日まで)

※１ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

工具、器具及び備品 347千円

※１ 

―――――

※２ 固定資産処分損の内訳は次のとおりであります。

    (除却損)

構築物 253千円

機械及び装置 980千円

工具、器具及び備品 246千円

計 1,481千円  

※２ 固定資産処分損の内訳は次のとおりであります。

    (除却損)

機械及び装置 0千円

工具、器具及び備品 46千円

計 47千円

 

※３ 減損損失

 当社は、減損会計の適用に当たって、原則とし

て事業の種類別セグメントを基礎としたグルーピ

ングを行っております。下表の資産は、当初想定

していた収益が見込めなくなったことにより、回

収可能価額まで減額しております。なお、回収可

能価額を正味売却価額により測定しており、土地

については固定資産税評価額等により、算定して

おります。

用途 場所 種類 減損損失

製造用資産 三重県 土地 197,178千円

機械及び装置 15,559千円

工具、器具及び備品 5,479千円

その他 5,573千円

合計 223,790千円

 

※３ 減損損失

 当社は、減損会計の適用に当たって、原則とし

て事業の種類別セグメントを基礎としたグルーピ

ングを行っております。下表の資産は、当初想定

していた収益が見込めなくなったことにより、回

収可能価額まで減額しております。なお、回収可

能価額を正味売却価額により測定しており、土地

については不動産鑑定評価により、算定しており

ます。

用途 場所 種類 減損損失

製造用資産 三重県 機械及び装置 6,717千円

工具、器具及び備品 16,175千円

その他 13,847千円

小計 36,741千円

遊休不動産 三重県 土地 23,541千円

合計 60,282千円

 

 ４ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は、111,309千円であります。

 ４ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は、101,749千円であります。
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前事業年度（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
２ 自己株式に関する事項 

 
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加3,730株 

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

４ 配当に関する事項 

該当事項はありません。 

  

当事業年度（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

 
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加 600 株 

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

  

４ 配当に関する事項 

該当事項はありません。 

(株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 5,280,000 ― ― 5,280,000

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 15,032 3,730 ― 18,762

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 5,280,000 ― ― 5,280,000

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 18,762 600 ― 19,362
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(キャッシュ・フロー計算書関係)

前事業年度
(平成20年４月１日から
平成21年３月31日まで)

当事業年度
(平成21年４月１日から
平成22年３月31日まで)

※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

現金及び預金勘定 251,829千円

預入期間が３か月を超える定期預金 ―千円

現金及び現金同等物 251,829千円

※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

現金及び預金勘定 427,346千円

預入期間が３か月を超える定期預金 ―千円

現金及び現金同等物 427,346千円
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(リース取引関係)

前事業年度
(平成20年４月１日から
平成21年３月31日まで)

当事業年度
(平成21年４月１日から
平成22年３月31日まで)

 

 リース取引に関する会計基準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

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

工具、器具及び備品

取得価額相当額 27,876千円

減価償却累計額相当額 2,553千円

減損損失累計額相当額 25,322千円

期末残高相当額 ―千円

 

 リース取引に関する会計基準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

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

 
同左

 

 

 

２ 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損

勘定期末残高

未経過リース料期末残高相当額

１年以内 5,001千円

１年超 12,451千円

合計 17,453千円

 

リース資産減損勘定期末残高 17,453千円

 （注）未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期末残高に占める割

合が低いため、支払利子込み法により算定しており

ます。

 

 

 

２ 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損

勘定期末残高

未経過リース料期末残高相当額

１年以内 5,001千円

１年超 7,449千円

合計 12,451千円

リース資産減損勘定期末残高 12,451千円

 （注）未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期末残高に占める割

合が低いため、支払利子込み法により算定しており

ます。

 

３ 支払リース料、減価償却費相当額及び減損損失

支払リース料 5,001千円

リース資産減損勘定の取崩額 5,001千円

減価償却費相当額 ―千円

減損損失 ―千円

 
 

３ 支払リース料、減価償却費相当額及び減損損失

支払リース料 5,001千円

リース資産減損勘定の取崩額 5,001千円

減価償却費相当額 ―千円

減損損失 ―千円

４ 減価償却費相当額の算定方法

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。

４ 減価償却費相当額の算定方法

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。
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(持分法投資損益等)

前事業年度
(平成20年４月１日から
平成21年３月31日まで)

当事業年度
(平成21年４月１日から
平成22年３月31日まで)

該当事項はありません。 同左
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前事業年度(平成20年４月１日から平成21年３月31日まで) 

該当事項はありません。 

  

当事業年度(平成21年４月１日から平成22年３月31日まで) 

該当事項はありません。 

  

(関連当事者情報)
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(退職給付関係)

前事業年度
(平成20年４月１日から
平成21年３月31日まで)

当事業年度
(平成21年４月１日から
平成22年３月31日まで)

１ 採用している退職給付制度の概要

 当社の退職給付制度は、勤続期間が３年以上の従業員

が退職する場合、社内の退職年金支給規程に基づき、

退職時までの勤続年数や給与等に基づき算定された退

職一時金又は年金を支払うこととなっております。 

 この退職一時金又は年金の支払いに当てるため、適

格退職年金制度を100％採用し、外部拠出を行ってお

ります。なお、当社は退職給付債務の算定にあたり、

簡便法を採用しております。

１ 採用している退職給付制度の概要

同左

２ 退職給付債務に関する事項(平成21年３月31日)

退職給付債務 △468,999千円

年金資産 309,997千円

未積立退職給付債務 △159,001千円

退職給付引当金 △159,001千円

２ 退職給付債務に関する事項(平成22年３月31日)

退職給付債務 △475,200千円

年金資産 341,913千円

未積立退職給付債務 △133,287千円

退職給付引当金 △133,287千円

３ 退職給付費用に関する事項

（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）

退職給付費用の額    109,259千円

 なお、当社は退職給付費用の算定にあたり、簡便法

を採用しております。

３ 退職給付費用に関する事項

（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）

退職給付費用の額    3,672千円

 なお、当社は退職給付費用の算定にあたり、簡便法

を採用しております。

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

①退職給付債務の計算方法

 在籍する従業員については、退職給付にかかる期末

自己都合要支給額を、年金受給者については直近の年

金計算上の責任準備金を退職給付債務とする方法によ

っております。

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

①退職給付債務の計算方法

同左

②会計基準変更時差異の処理方法

 過年度に一括償却しております。

 なお、当社は退職給付費用の算定にあたり、簡便法

を採用しておりますので、基礎率等については記載し

ておりません。

②会計基準変更時差異の処理方法

同左
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(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 
  

   
２ １株当たり当期純損失 

  

 
  

  

(１株当たり情報)

前事業年度
(平成20年４月１日から
平成21年３月31日まで)

当事業年度
(平成21年４月１日から
平成22年３月31日まで)

１株当たり純資産額 206円23銭

１株当たり当期純損失（△） △107円33銭

１株当たり純資産額 188円76銭

１株当たり当期純損失（△） △17円51銭

 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、潜在株式がないため

記載しておりません。

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)

貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 1,085,021 992,984

普通株式に係る純資産額(千円) 1,085,021 992,984

差額の主な内訳(千円) ― ―

普通株式の発行済株式数(株) 5,280,000 5,280,000

普通株式の自己株式数(株) 18,762 19,362

１株当たり純資産額の算定に用いられた
普通株式の数(株)

5,261,238 5,260,638

前事業年度
(平成20年４月１日から
平成21年３月31日まで)

当事業年度
(平成21年４月１日から
平成22年３月31日まで)

当期純損失（△）(千円) △564,917 △92,127

普通株式に係る当期純損失（△）(千円) △564,917 △92,127

普通株式に帰属しない金額   (千円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(株) 5,263,438 5,260,730
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税効果会計関係、金融商品関係、有価証券関係、デリバティブ取引関係、ストック・オプション等関係、

企業結合等関係、賃貸等不動産関係についての注記事項は、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おります。 

(重要な後発事象)

前事業年度
(平成20年４月１日から
平成21年３月31日まで)

当事業年度
(平成21年４月１日から
平成22年３月31日まで)

ジェット・ＮＥＫＯ株式会社との資本提携中止
(1) 資本提携中止の理由
 平成21年1月16日にジェット・ＮＥＫＯ株式会社との
資本提携を前提とする基本協定を締結し、ジェット・Ｎ
ＥＫＯ株式会社の発行済株式をすべて取得する形（株式
交換）にて資本提携（子会社化）を行う予定で、両社社
長を委員長とする経営統合推進委員会を設立し協議を進
めてまいりましたが、お互いの条件等で合意に至るのは
困難と判断し、資本提携を中止することといたしまし
た。
(2) 資本提携中止の相手会社
  ① 会社名  ジェット・ＮＥＫＯ株式会社
  ② 代表者  小橋川 史龍 
  ③ 所在地    宮崎県宮崎市江平西2丁目3-48
(3) 資本提携中止の日程
 平成21年4月7日  
 両社の取締役会にて資本提携の中止を決議
(4) 業績等への影響
 資本提携中止による業績等に与える影響はありませ
ん。

―――――

(開示の省略)
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① 代表者の異動 

該当事項はありません。 

  

② その他の役員の異動（平成22年６月28日付予定） 

１．新任取締役候補 

取締役技術部長  上本 育男 （現 当社技術部長） 

２．退任予定取締役 

取締役  松川 清喬 

  

5. その他

(1) 役員の異動
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(注) （ ）内は、販売金額のうちの輸出高であります。 

  

(2) その他

部門別売上高明細表

     

  

 

前   期
(平成20年４月１日から
平成21年３月31日まで)

当   期
(平成21年４月１日から
平成22年３月31日まで)

増減 

      （△）

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 金額(千円)

製 

  

 

品

含 油 軸 受
224,358 11.3 182,637 9.3 △41,720

(   117,252) (      5.9) (    64,993) (      3.3) (      △52,258)

機 械 部 品
142,289 7.2 115,525 5.8 △26,763

(   106,533) (      5.4) (    74,071) (      3.8) (     △32,461)

磁 性 材 料
70,571 3.5 80,363 4.1 9,791

(        - ) (       - ) (        - ) (       - ) (            - )

樹 脂 成 形 品
1,124,549 56.5 1,256,361 63.8 131,812

(    38,746) (      1.9) (   195,583) (      9.9) (     156,837)

精 密 金 型 398,316 20.0 317,178 16.1 △81,138

小  計
1,960,085 98.5 1,952,066 99.1 △8,018

(   262,532) (     13.2) (   334,648) (     17.0) (       72,116)

商  品
30,306 1.5 18,140 0.9 △12,165

(        - ) (       - ) (        - ) (       - ) (            - )

合  計
1,990,392 100.0 1,970,207 100.0      △20,184

(   262,532) (    13.2) (   334,648) (     17.0) (      72,116)

主要部門の受注高及び受注残高

受 注 高 受 注 残 高

前   期
(平成20年４月１日から
平成21年３月31日まで)

当   期
(平成21年４月１日から
平成22年３月31日まで)

増減 

 （△）
前期末

(平成21年３月31日)
当期末

(平成22年３月31日)

千円 千円 千円 千円 千円

含 油 軸 受 216,374 181,536 △ 34,838 8,359 7,258

機 械 部 品 132,979 121,723 △ 11,255 8,616 14,813

磁 性 材 料 63,477 96,339 32,862 775 16,751

樹 脂 成 形 品 1,111,701 1,412,912 301,211 92,708 249,259

精 密 金 型 306,721 358,731 52,010 59,620 101,173

合  計 1,831,254 2,171,244 339,989 170,079 389,257
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