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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 29,440 △25.5 459 △64.1 532 △60.8 681 803.0
21年3月期 39,511 △16.4 1,277 △71.2 1,357 △68.8 75 △97.5

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 23.22 ― 3.8 1.2 1.6
21年3月期 2.57 ― 0.4 3.1 3.2

（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 45,007 18,895 40.6 622.68
21年3月期 41,781 17,822 41.4 589.07

（参考） 自己資本   22年3月期  18,275百万円 21年3月期  17,290百万円

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 2,907 △2,456 1,166 3,859
21年3月期 3,305 △2,919 734 2,239

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 ― 6.00 ― 0.00 6.00 176 233.5 1.0
22年3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00 88 12.9 0.5
23年3月期 

（予想）
― 3.00 ― 3.00 6.00 22.0

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

19,000 53.7 1,100 ― 1,000 ― 500 ― 17.03

通期 37,000 25.7 1,900 313.7 1,700 219.2 800 17.4 27.25



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」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定基礎となる株式数については22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 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 29,424,635株 21年3月期 29,424,635株
② 期末自己株式数 22年3月期  74,448株 21年3月期  72,179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 23,298 △28.6 229 △73.5 450 △67.7 410 △17.1
21年3月期 32,644 △15.8 866 △66.3 1,395 △52.5 495 △75.1

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
円 銭 円 銭

22年3月期 13.98 ―
21年3月期 16.87 ―

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 37,345 15,695 42.0 534.78
21年3月期 34,109 15,075 44.2 513.59

（参考） 自己資本 22年3月期  15,695百万円 21年3月期  15,075百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、３ページ「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」をご覧ください。 



(1）経営成績に関する分析  

①当期の経営成績  

 当連結会計年度の経済状況は、世界的な金融危機後の影響に対しての各国政府の景気刺激策や中央銀行に

よる金融政策による効果が浸透してきたことから、最悪期は脱したものの、全般的には厳しい状況で推移し

ました。 

 わが国の経済状況については、上期は個人消費、設備投資とも低調に推移し、輸出も減少するなど大変厳

しい状況となりました。下期に入って、中国など新興国を中心に経済が回復していることを受けて、輸出が

増加し、在庫調整の進展などによって生産増加が続いていることから輸出企業は収益の改善が進行しまし

た。しかし、企業収益や雇用環境は依然厳しい状況が続くなど本格的な回復には至りませんでした。 

  この様な状況のもと、当社グループの関連するトラック製造業界は、新興国・資源国の高い経済成長を背

景に輸出の回復が鮮明となり、緩やかながらも回復の兆しが見え始めるようになりました。一方国内需要

は、前年に引き続き減少し、当連結会計年度の普通トラック（積載量４トン以上）の国内登録台数は、上期

17,858台、下期23,764台、通期41,622台で、前年比33.9％の減少となりました。 

  売上高が予想を超えて減少する状況のなか、当社グループは、総原価20％削減を目標に一年間活動してま

いりました。その結果、期初の業績予想を上回る利益を確保することができました。 

  

今年度に実施した主な施策・活動は以下のとおりです。  

1) エンジンコンポーネントを中心とする新規受注の獲得 

 国内外のトラックメーカーおよび建設・産業機械メーカーならびにエンジンメーカーに積極的な受注活動

を行い新規受注の獲得をしました。 

2) 総原価低減活動 

 総原価20％削減を目標に活動してまいりました。材料費の低減、経費の削減、役員報酬・管理職給与の一

部カット、休業、ワークシェアリングの実施等を行いました。 

3) 新規受注活動に対する開発部門の対応 

 開発部門ではトラックメーカーおよび建設・産業機械メーカーの引き合いに対応し、ブレーキ・ポンプ等

の開発を行いました。 

4) 海外業務の拡充 

 米国の2010年排出ガス規制による新規受注の拡大を行いました。 

  

 以上の結果、当社グループを挙げて諸施策の推進に努めましたが、経済環境悪化の影響を受けて、当連結

会計年度の売上高は294億40百万円（前年度比25.5％減）、経常利益は５億32百万円（同60.8％減）、当期純

利益は６億81百万円（同803.0％増）となりました。  

  

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。（セグメント情報（17ページ参照））  

（自動車部品等製造事業）  

 ブレーキ部門の売上高は、米国発の金融危機により内外需要が急激に落ち込み、国内トラックメーカー各

社からの受注が減少したことにより、前年同期比26.8％減少いたしました。 

 また、エンジンコンポーネント部門の売上高も、自動車用ポンプの受注が大きく減少したため、前年同期

比27.5%の減少となりました。この結果、当連結会計年度の売上高は前年同期比25.8%減の289億２百万円とな

りました。  

 損益面では、売上高の減少の影響を受け、当連結会計年度の営業利益は前年同期比46.7%減の11億45百万円

となりました。。   

（不動産賃貸事業）  

 不動産賃貸事業につきましては、不動産賃貸事業収入は前年度と同様に５億38百万円、営業利益は前年同

期比18.5％増の１億88百万円となりました。 

  

１．経営成績



所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。（セグメント情報（19ページ参照））  

（日本） 

 国内トラックメーカー各社による、大幅減産の影響を受け、売上高は前年同期比27.8％減の248億９百万

円、営業利益は前年同期比57.6％減の８億49百万円となりました。 

（アジア） 

 タイ国を中心としたアジア圏においても世界同時不況の影響を受け、売上高は前年同期比22.5％減の59億

99百万円となりましたが、営業利益におきましては、原価低減活動を推進した結果、前年同期比6.7％増の６

億44百万円となりました。 

（北米） 

 北米におきましては、現在積極的に拡販活動を行っており、売上高は前年同期比32.4％増の４億91百万円

となり、営業損失は１億69百万円（前年同期は営業損失３億13百万円）となりました。 

  

②次期の見通し  

 当社グループの関連いたしますトラック製造業界は、国内市場は景気回復の遅れから引き続き需要が低迷

するものの、海外市場では、資源国・新興国を中心に堅調に推移するものと予想されます。 

 また、原材料価格の値上がりが懸念されますが、当社グループといたしましては、徹底した総原価低減活

動を行い、グループの全力を挙げて業績の向上を図るべく努める所存であります。   

 なお、現時点における通期の業績見通しは、以下の通りであります。。   

  

(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況  

（資産）  

総資産については、前年度末比7.7％増の450億７百万円（前連結会計年度末は、417億81百万円）となり32億

26百万円増加いたしました。この主な要因は、前年度末に比べ、現金及び預金の増加16億20百万円に受取手

形及び売掛金の増加27億14百万円、たな卸資産の減少２億65百万円、未収還付法人税等の減少５億22百万及

び減価償却を中心とした有形固定資産の減少８億21百万円を加味したことによるものであります。  

（負債）  

負債については、前年度末比9.0％増の261億12百万円（前連結会計年度末は、239億59百万円）となり21億53

百万円増加いたしました。この主な要因は、前年度末に比べ支払手形及び買掛金の増加16億35百万円、長期

借入金の増加17億89百万円に社債の償還による減少７億40百万円、設備支払手形の減少11億９百万円を加味

したことによるものであります。 

（純資産）  

純資産については、前年度末比6.0％増の188億95百万円（前連結会計年度末は、178億22百万円）となり10億

72百万円増加いたしました。この主な要因は、当期純利益計上等に伴う利益剰余金の増加（６億81百万円）

に、株価上昇等の影響によるその他有価証券評価差額金の増加２億11百万円を加味したことによるものであ

ります。この結果、自己資本比率は前年度末41.4％から40.6％となりました。   

  

連 結 売 上 高    百万円 37,000

営 業 利 益     百万円 1,900

経 常 利 益     百万円 1,700

当 期 純 利 益     百万円 800



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（以下「資金」という。）は、売上債権の増加、有形固定

資産の取得による支出等の要因により一部相殺されたものの、税引前当期利益６億49百万円の計上、長期借

入による収入により、前連結会計年度末に比べ16億20百万円増加し、38億59百万円となりました。なお、当

連結会計年度における連結キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。  

（営業活動におけるキャッシュ・フロー）  

営業活動の結果得られた資金は、29億７百万円（前年同期比12.0％減）となりました。この主な要因は、税

金等調整前当期純利益６億49百万円に、減価償却費23億55百万円、売上債権の増加額26億54百万円、たな卸

資産の減少額２億85百万円、仕入債務の増加額16億に、法人税等の還付額３億55百万円を加味したことによ

るものであります。 

（投資活動におけるキャッシュ・フロー）  

投資活動の結果使用した資金は、24億56百万円（前年同期比15.9％減）となりました。この主な要因は、自

動車部品等製造事業の設備投資による有形固定資産の取得による支出25億21百万円によるものであります。  

（財務活動におけるキャッシュ・フロー）  

財務活動の結果得られた資金は、11億66百万円（前年同期は７億34百万円の調達）となりました。この主な

要因は、長期借入金及び社債を中心とした有利子負債が合計で13億４百万円増加したことによるものであり

ます。  

  

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移  

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

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

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

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

ます。 

   

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 利益配分につきましては、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題のひとつと位置づけたうえ

で、収益力および財務体質の一層の強化を図りながら、安定した配当を継続することを基本方針としており

ます。その実施につきましては連結業績の状況及び事業を取り巻く経済環境を勘案し、総合的に決定してお

ります。 

  当期の配当につきましては、上記の方針及び、当社を取巻く経営環境等を総合的に勘案した結果、１株当

たり３円とさせていただきます。 

 また次期の配当金につきましては、１株当たり中間配当金を３円、期末配当金３円を予定しております。  

  

    第70期 第71期 第72期 第73期 第74期  

    平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月 平成22年３月 

  自己資本比率（%）  30.3  32.6  39.3  41.4  40.6

  時価ベースの自己資本比率（%）  53.7  29.8  25.1  7.7  11.4

  
キャッシュ・フロー対有利子 

負債比率（年） 
 2.0  2.1  1.4  2.5  3.2

  
インタレスト・カバレッジ 

・レシオ（倍） 
 17.2  15.3  22.7  19.3  15.5



２．企業集団の状況 

 当社グループは、当社及び子会社10社及び関連会社３社で構成され「自動車部品等製造事業」と「不動産賃貸事

業」を営んでおります。 

 各セグメント別の事業の主な内容は次のとおりであります。 

（自動車部品等製造事業） 

 「自動車部品等製造事業」は、以下の３区分において制動装置（ブレーキ）、エンジン用水ポンプ、油ポンプ等の

製造販売を行っております。 

ブレーキ部門……小型車から大型トラック・バス用の重要保安部品であるブレーキについては、当社が製造販売し

ており、一部部品及び原材料については、ティービーアール株式会社、香港のFull Win 

Developments Ltd.から、当社が仕入れております。また、一部部品については、タイ国のTBKK

(Thailand)Co.，Ltd.に納入しております。 

エンジンコンポーネント部門 

     ………小型車から大型トラック・バス用のエンジン冷却用水ポンプ・潤滑用油ポンプについては、東京

精工株式会社及びティービーアール株式会社で製造し、当社が仕入れて、販売しております。原

材料については、ティービーアール株式会社が鋳造生産し東京精工株式会社が仕入れておりま

す。また、当社で仕入れた一部部品については、タイ国のTBKK(Thailand)Co.，Ltd.及び米国の

TBK America,Inc.に納入しております。 

その他部門………その他にリターダ等の製造販売を行っております。 

なお、以上の３区分ともに、必要に応じて、当社からティービーケイ販売株式会社に納入してお

ります。 

ティービーケイ販売株式会社ではこの他にブレーキ部門の一部製品を中国のChang'an TBK Co., 

Ltd.から仕入れております。 

（不動産賃貸事業） 

 「不動産賃貸事業」では、ショッピングセンター「つきみ野サティ」の賃貸を行っております。 

 事業の系統図は次のとおりであります。 

［注記］※１ 連結子会社 

※２ 非連結子会社 

※３ 持分法非適用関連会社  



(1）経営の基本方針   

 当社グループは、「お客様に喜んでいただく商品をつくり、社会に貢献する」を経営の基本理念として、小型車か

ら大型トラック・バス用の重要保安部品であるブレーキ、及びエンジン冷却用水ポンプ・潤滑用油ポンプの専業メー

カーとして開発・生産・販売を通じて広く社会に役立つ企業を目指しております。 

 当社グループの製品は環境、安全、経済性の要求度が高く、高度の技術を必要としており、「安全で信頼性の高い

製品をお客様に提供する」を品質方針に掲げ活動をしております。 

 また、社会からの信頼を確保・維持し、企業としての責務を果たすための諸施策を実施していくことで、事業の発

展と経営の安定を実現し、株主、お客様をはじめとする企業関係者の期待にお応えしてまいります。 

  

(2）会社の対処すべき課題   

 世界経済は回復基調にあるものの、雇用情勢の悪化とそれに伴う個人消費の低迷など先行き不透明で、予断を許さ

ない状況にあります。 

 この様な状況のもと、当社グループは企業基盤を強化して総合力向上を図るための事業運営を推進してまいりま

す。 

 具体的には、  

①海外展開の拡大 

 海外市場での新規商権獲得を目指してまいります。 

②商品力の強化 

 現行コストの大幅削減と、海外市場向け商品および環境対応商品の開発を目指してまいります。  

   

３．経営方針



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,239,334 3,859,589 

受取手形及び売掛金 5,462,143 8,176,278 

商品及び製品 808,046 884,508 

仕掛品 977,235 740,019 

原材料及び貯蔵品 1,283,006 1,178,697 

未収還付法人税等 541,701 19,398 

繰延税金資産 253,233 275,252 

その他 365,929 300,598 

貸倒引当金 △75,101 △16,612 

流動資産合計 11,855,529 15,417,731 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 16,751,375 16,875,176 

減価償却累計額 △6,417,043 △7,019,464 

建物及び構築物（純額） 10,334,332 9,855,712 

機械装置及び運搬具 22,803,572 23,464,128 

減価償却累計額 △16,157,091 △17,170,486 

機械装置及び運搬具（純額） 6,646,480 6,293,642 

土地 9,942,824 9,941,062 

建設仮勘定 616,316 707,618 

その他 7,103,145 7,505,741 

減価償却累計額 △6,076,466 △6,558,428 

その他（純額） 1,026,678 947,312 

有形固定資産合計 28,566,633 27,745,348 

無形固定資産   

ソフトウエア 44,348 52,422 

その他 68,047 71,003 

無形固定資産合計 112,396 123,426 

投資その他の資産   

投資有価証券 509,036 864,393 

出資金 228,716 228,716 

繰延税金資産 339,467 493,634 

その他 224,333 191,794 

貸倒引当金 △12,046 △12,048 

投資損失引当金 △42,165 △45,052 

投資その他の資産合計 1,247,342 1,721,438 

固定資産合計 29,926,371 29,590,213 

資産合計 41,781,901 45,007,945 



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,588,981 5,224,835 

短期借入金 2,798,078 3,085,720 

1年内償還予定の社債 740,000 200,000 

リース債務 128,132 79,437 

未払法人税等 160,173 125,384 

賞与引当金 284,374 405,970 

設備関係支払手形 1,354,194 245,156 

その他 681,222 820,673 

流動負債合計 9,735,156 10,187,178 

固定負債   

社債 800,000 600,000 

長期借入金 3,474,490 5,263,630 

リース債務 205,435 184,495 

繰延税金負債 183,169 223,297 

再評価に係る繰延税金負債 3,078,026 3,077,510 

退職給付引当金 2,595,560 2,731,224 

長期前受金 544,810 518,341 

長期預り保証金 1,888,365 1,931,268 

長期預り敷金 1,344,000 1,344,000 

その他 110,367 51,740 

固定負債合計 14,224,225 15,925,509 

負債合計 23,959,381 26,112,687 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,617,309 4,617,309 

資本剰余金 250,000 250,000 

利益剰余金 8,319,349 9,003,310 

自己株式 △26,050 △25,523 

株主資本合計 13,160,609 13,845,096 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △87,353 124,503 

繰延ヘッジ損益 △15,269 △11,018 

土地再評価差額金 4,628,690 4,625,377 

為替換算調整勘定 △396,052 △308,235 

評価・換算差額等合計 4,130,015 4,430,627 

少数株主持分 531,894 619,533 

純資産合計 17,822,519 18,895,257 

負債純資産合計 41,781,901 45,007,945 



（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 39,511,151 29,440,746 

売上原価 35,100,104 26,341,461 

売上総利益 4,411,046 3,099,285 

販売費及び一般管理費 3,133,438 2,640,037 

営業利益 1,277,608 459,247 

営業外収益   

受取利息 1,708 527 

受取配当金 11,830 1,420 

助成金収入 72,553 157,379 

作業くず売却益 153,954 55,848 

為替差益 － 17,995 

その他 99,831 83,220 

営業外収益合計 339,879 316,391 

営業外費用   

支払利息 212,931 236,470 

社債発行費 16,568 － 

為替差損 16,533 － 

その他 13,677 6,580 

営業外費用合計 259,710 243,051 

経常利益 1,357,777 532,586 

特別利益   

前期損益修正益 2,821 49,357 

固定資産売却益 35,987 1,446 

貸倒引当金戻入額 － 58,487 

受取補償金 － 25,357 

持分変動利益 25,609 － 

特別利益合計 64,418 134,649 

特別損失   

前期損益修正損 91,655 － 

固定資産売却損 953 5,224 

固定資産廃棄損 49,144 10,118 

投資有価証券評価損 206,249 － 

投資損失引当金繰入額 37,393 2,887 

会員権評価損 28,150 － 

特別損失合計 413,545 18,229 

税金等調整前当期純利益 1,008,650 649,006 

法人税、住民税及び事業税 187,087 217,959 

過年度法人税等戻入額 △33,662 △71,014 

法人税等調整額 689,084 △279,896 

法人税等合計 842,508 △132,950 

少数株主利益 90,650 100,282 

当期純利益 75,491 681,674 



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 4,617,309 4,617,309 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 4,617,309 4,617,309 

資本剰余金   

前期末残高 250,149 250,000 

当期変動額   

自己株式の処分 △149 － 

当期変動額合計 △149 － 

当期末残高 250,000 250,000 

利益剰余金   

前期末残高 8,662,765 8,319,349 

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △7,349 － 

当期変動額   

剰余金の配当 △410,943 － 

当期純利益 75,491 681,674 

土地再評価差額金の取崩 － 3,312 

自己株式の処分 △613 △1,026 

当期変動額合計 △336,065 683,960 

当期末残高 8,319,349 9,003,310 

自己株式   

前期末残高 △25,543 △26,050 

当期変動額   

自己株式の取得 △2,741 △1,144 

自己株式の処分 2,235 1,670 

当期変動額合計 △506 526 

当期末残高 △26,050 △25,523 

株主資本合計   

前期末残高 13,504,680 13,160,609 

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △7,349 － 

当期変動額   

剰余金の配当 △410,943 － 

当期純利益 75,491 681,674 

土地再評価差額金の取崩 － 3,312 

自己株式の取得 △2,741 △1,144 

自己株式の処分 1,472 644 

当期変動額合計 △336,721 684,487 

当期末残高 13,160,609 13,845,096 



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 138,412 △87,353 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △225,765 211,856 

当期変動額合計 △225,765 211,856 

当期末残高 △87,353 124,503 

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △19,251 △15,269 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,982 4,250 

当期変動額合計 3,982 4,250 

当期末残高 △15,269 △11,018 

土地再評価差額金   

前期末残高 4,645,721 4,628,690 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △17,031 △3,312 

当期変動額合計 △17,031 △3,312 

当期末残高 4,628,690 4,625,377 

為替換算調整勘定   

前期末残高 63,187 △396,052 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △459,240 87,816 

当期変動額合計 △459,240 87,816 

当期末残高 △396,052 △308,235 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 4,828,070 4,130,015 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △698,054 300,611 

当期変動額合計 △698,054 300,611 

当期末残高 4,130,015 4,430,627 

少数株主持分   

前期末残高 582,841 531,894 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △50,947 87,639 

当期変動額合計 △50,947 87,639 

当期末残高 531,894 619,533 



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 18,915,592 17,822,519 

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △7,349 － 

当期変動額   

剰余金の配当 △410,943 － 

当期純利益 75,491 681,674 

土地再評価差額金の取崩 － 3,312 

自己株式の取得 △2,741 △1,144 

自己株式の処分 1,472 644 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △749,001 388,251 

当期変動額合計 △1,085,723 1,072,738 

当期末残高 17,822,519 18,895,257 



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 1,008,650 649,006 

減価償却費 2,386,338 2,355,890 

賞与引当金の増減額（△は減少） △379,531 119,794 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △100,000 － 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 257,457 134,786 

受取利息及び受取配当金 △13,539 △1,947 

支払利息 212,931 236,470 

固定資産売却損益（△は益） △35,034 3,778 

固定資産廃棄損 49,144 10,118 

投資有価証券評価損益（△は益） 206,249 － 

持分変動損益（△は益） △25,609 － 

売上債権の増減額（△は増加） 5,760,410 △2,654,878 

たな卸資産の増減額（△は増加） 63,231 285,055 

仕入債務の増減額（△は減少） △4,162,678 1,600,841 

未収消費税等の増減額（△は増加） △145,231 151,476 

未払消費税等の増減額（△は減少） △106,460 65,842 

未払金の増減額（△は減少） △64,162 △7,502 

その他 26,570 △210,349 

小計 4,938,737 2,738,381 

利息及び配当金の受取額 13,539 1,947 

利息の支払額 △171,675 △187,897 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △1,475,105 355,109 

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,305,495 2,907,540 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △2,665,416 △2,521,203 

有形固定資産の売却による収入 144,816 51,215 

無形固定資産の取得による支出 △6,195 △8,657 

投資有価証券の取得による支出 △369,258 △3,596 

貸付けによる支出 △15,500 △6,260 

貸付金の回収による収入 675 1,170 

その他 △8,814 30,739 

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,919,693 △2,456,592 



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 5,422,184 1,387,078 

短期借入金の返済による支出 △5,178,500 △1,374,852 

長期借入れによる収入 2,817,400 3,914,000 

長期借入金の返済による支出 △2,007,714 △1,881,543 

社債の発行による収入 983,431 － 

社債の償還による支出 △940,000 △740,000 

少数株主からの払込みによる収入 79,536 － 

配当金の支払額 △408,533 △3,288 

その他 △33,178 △134,975 

財務活動によるキャッシュ・フロー 734,624 1,166,418 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △73,016 2,887 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,047,410 1,620,254 

現金及び現金同等物の期首残高 1,191,924 2,239,334 

現金及び現金同等物の期末残高 2,239,334 3,859,589 



 該当事項はありません。 

  

会計処理基準に関する事項 

 ・重要な引当金の計上基準 

  ・退職給付引当金 

当社及び国内連結子会社は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基づき、当連結会計年度末において発生していると認められる額を計上しておりま

す。 

なお、会計基準変更時差異（2,010,838千円）については、15年による按分額を費用処理しております。 

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（10年）による定額法により

費用処理しております。 

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10

年）による定額法により、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。 

（会計方針の変更）  

当連結会計年度から「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その３）（企業会計基準第19号 平成20年

７月31日）を適用しております。 

なお、従来の割引率と同一の割引率を使用することとなったため、当連結会計年度の財務諸表に与える影

響はありません。   

  

 なお、上記以外の事項につきましては、最近の有価証券報告書（平成21年６月24日提出）における記載から重

要な変更がないため、開示を省略しております。 

継続企業の前提に関する注記

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項



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 事業の区分は社内管理上使用している区分によっております。 

２ 各事業の主な製品 

(1）自動車部品等製造事業  制動装置（ブレーキ）、エンジン用水ポンプ・油ポンプ、エンジン関連部品 

(2）不動産賃貸事業     ショッピングセンター「つきみ野サティ」 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用1,030,485千円の主なものは、本社総務部

門等管理部門に係る費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産は2,018,859千円であり、その主なものは、親会社での

余資運用資金（現金）、長期投資資金（投資有価証券）等であります。 

５ 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」１．（1）①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）を適用しております。こ

れにより、従来の方法によった場合に比べて、「自動車部品等製造事業」で営業利益が 千円減少し

ております。 

  （在外子会社等の資産又は負債の本邦通貨への換算基準） 

      「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」１．（3）に記載のとおり、当連結会計年度より、

在外子会社等の資産及び負債は在外子会社等の決算日の直物為替相場により、収益及び費用は期中平均相場

により円換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び少数株主持分に含める方法に変更し

ております。これにより、従来の方法によった場合に比べて、「自動車部品等製造事業」で売上高は

千円増加し、営業利益は 千円減少しております。 

６ 追加情報 

 （有形固定資産の耐用年数の変更） 

 「追加情報」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、法人税法改正を契機として、経済的耐用年数

を見直したことにより、機械装置については、従来、耐用年数を２～11年としておりましたが、当連結会計

年度より２～９年に変更しております。 

 これにより営業利益は、「自動車部品等製造事業」で 千円減少しております。 

  

注記事項

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
自動車部品等
製造事業 
（千円） 

不動産賃貸 
事業（千円） 

計（千円） 
消去又は全社 

（千円） 
連結（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益                              

(1）外部顧客に対する売上高  38,972,683  538,468  39,511,151  －  39,511,151

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 －  －  －  －  －

計  38,972,683  538,468  39,511,151  －  39,511,151

営業費用  36,823,587  379,470  37,203,057  1,030,485  38,233,543

営業利益  2,149,095  158,998  2,308,093 (1,030,485)  1,277,608

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支出                              

資産  27,508,462  12,254,578  39,763,041  2,018,859  41,781,901

減価償却費  2,113,970  269,446  2,383,417  －  2,383,417

資本的支出  3,404,040  －  3,404,040  －  3,404,040

101,364

462,141 60,378

104,611



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 事業の区分は社内管理上使用している区分によっております。 

２ 各事業の主な製品 

(1）自動車部品等製造事業  制動装置（ブレーキ）、エンジン用水ポンプ・油ポンプ、エンジン関連部品 

(2）不動産賃貸事業     ショッピングセンター「つきみ野サティ」 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用874,751千円の主なものは、本社総務部門

等管理部門に係る費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産は3,723,058千円であり、その主なものは、親会社での

余資運用資金（現金）、長期投資資金（投資有価証券）等であります。 

  

  
自動車部品等
製造事業 
（千円） 

不動産賃貸 
事業（千円） 

計（千円） 
消去又は全社 

（千円） 
連結（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益                              

(1）外部顧客に対する売上高  28,902,278  538,468  29,440,746  －  29,440,746

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 －  －  －  －  －

計  28,902,278  538,468  29,440,746  －  29,440,746

営業費用  27,756,705  350,042  28,106,748  874,751  28,981,499

営業利益  1,145,572  188,425  1,333,998 (874,751)  459,247

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支出                              

資産  29,270,645  12,014,242  41,284,887  3,723,058  45,007,945

減価償却費  2,111,991  242,284  2,354,276  －  2,354,276

資本的支出  1,490,808  －  1,490,808  －  1,490,808



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 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

アジア：タイ国・中国 

北米 ：米国 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用1,030,485千円の主なものは、「事業の種

類別セグメント情報」の「注３」と同一であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産は2,018,859千円であり、その主なものは、「事業の種

類別セグメント情報」の「注４」と同一であります。 

５ 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」１．（1）①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）を適用しております。こ

れにより、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が「日本」で 千円減少しております。 

 （在外子会社等の資産又は負債の本邦通貨への換算基準） 

 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」１．（3）に記載のとおり、当連結会計年度より、

在外子会社等の資産及び負債は在外子会社等の決算日の直物為替相場により、収益及び費用は期中平均相場

により円換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び少数株主持分に含める方法に変更し

ております。これにより、従来の方法によった場合に比べて、外部顧客に対する売上高は「アジア」で

千円、「北米」で 千円それぞれ増加し、営業利益は「アジア」で 千円減少し、「北

米」においては営業損失が 千円増加しております。 

６ 追加情報 

 （有形固定資産の耐用年数の変更） 

 「追加情報」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、法人税法改正を契機として、経済的耐用年数

を見直したことにより、機械装置については、従来、耐用年数を２～11年としておりましたが、当連結会計

年度より２～９年に変更しております。 

 これにより営業利益は、「日本」で 千円減少しております。 

  

ｂ．所在地別セグメント情報

  
日本 

 （千円） 
アジア 
（千円） 

北米 
（千円） 

計（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益                                    

売上高                                    

(1）外部顧客に対する売上高  33,886,458  5,519,015  105,677  39,511,151  －  39,511,151

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 467,040  2,218,481  265,238  2,950,760 (2,950,760)  －

計  34,353,498  7,737,496  370,916  42,461,911 (2,950,760)  39,511,151

営業費用  32,348,416  7,133,591  684,350  40,166,358 (1,932,815)  38,233,543

営業利益又は営業損失（△）  2,005,082  603,905  △313,434  2,295,553 (1,017,944)  1,277,608

Ⅱ 資産  36,223,571  4,811,605  802,154  41,837,331 (55,430)  41,781,901

101,364

439,369 22,772 39,596

20,781

104,611



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 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

アジア：タイ国・中国 

北米 ：米国 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用874,751千円の主なものは、「事業の種類

別セグメント情報」の「注３」と同一であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産は3,723,058千円であり、その主なものは、「事業の種

類別セグメント情報」の「注４」と同一であります。 

  

  
日本 

 （千円） 
アジア 
（千円） 

北米 
（千円） 

計（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益                                    

売上高                                    

(1）外部顧客に対する売上高  24,307,316  4,649,595  483,834  29,440,746  －  29,440,746

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 502,183  1,349,745  7,404  1,859,333 (1,859,333)  －

計  24,809,499  5,999,341  491,239  31,300,079 (1,859,333)  29,440,746

営業費用  23,959,869  5,355,025  660,380  29,975,276 (993,776)  28,981,499

営業利益又は営業損失（△）  849,630  644,315  △169,141  1,324,803 (865,556)  459,247

Ⅱ 資産  36,563,972  5,797,625  1,164,597  43,526,195  1,481,750  45,007,945



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 各区分に属する主な国又は地域 

北米   ：米国 

アジア  ：タイ国・中国 

ヨーロッパ：ベルギー 

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

４ 会計処理の方法の変更 

 （在外子会社等の資産又は負債の本邦通貨への換算基準） 

 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」１．（3）に記載のとおり、当連結会計年度より、

在外子会社等の資産及び負債は在外子会社等の決算日の直物為替相場により、収益及び費用は期中平均相場

により円換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び少数株主持分に含める方法に変更し

ております。これにより、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の売上高は「北米」で

千円、「アジア」で 千円それぞれ増加しております。 

  

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 （注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

北米   ：米国 

アジア  ：タイ国・中国 

ヨーロッパ：スペイン 

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

ｃ．海外売上高

  北米 アジア ヨーロッパ 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,141,037  5,670,867  35,762  6,847,668

Ⅱ 連結売上高（千円）                    39,511,151

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 2.9  14.3  0.1  17.3

22,772

439,369

  北米 アジア ヨーロッパ 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,159,381  5,170,618  21,568  6,351,568

Ⅱ 連結売上高（千円）                    29,440,746

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 3.9  17.6  0.1  21.6



 （注） １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりでありま

す。 

該当事項はありません。 

 リース取引、金融商品関係、有価証券、デリバティブ、退職給付、税効果会計、賃貸等不動産関係、関連当事者

情報に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略して

おります。  

  

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日 

当連結会計年度 
自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日 

１株当たり純資産額       589.07円 

１株当たり当期純利益       2.57円 

１株当たり純資産額        円 622.68

１株当たり当期純利益        円 23.22

 なお、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。           

 なお、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            

当期純利益（千円）  75,491  681,674

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（千円）  75,491  681,674

期中平均株式数（千株）  29,352  29,353

潜在株式調整後１株当たり当期純利益            

  当期純利益調整額（千円）  －  －

  （うち社債償還損(税額相当額控除後)） (    －)  (    )  －

普通株式増加数（千株）  －  －

  （うち転換社債型新株予約権付社債） (    －)  (    )  －

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 

―――――― ―――――― 

（重要な後発事象）

（開示の省略）



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,648,188 3,005,682 

受取手形 81,892 51,501 

売掛金 4,442,339 6,294,036 

商品及び製品 252,462 379,400 

仕掛品 58,794 81,661 

原材料及び貯蔵品 787,963 628,252 

前払費用 35,492 36,157 

未収入金 1,004,582 1,408,718 

未収還付法人税等 496,322 2,019 

繰延税金資産 109,289 122,612 

その他 4,420 30,209 

貸倒引当金 △78,344 △20,863 

流動資産合計 8,843,404 12,019,389 

固定資産   

有形固定資産   

建物 9,918,653 9,919,559 

減価償却累計額 △3,035,911 △3,387,010 

建物（純額） 6,882,741 6,532,548 

構築物 1,482,295 1,479,395 

減価償却累計額 △657,952 △717,776 

構築物（純額） 824,342 761,619 

機械及び装置 6,738,133 6,783,445 

減価償却累計額 △5,169,852 △5,402,299 

機械及び装置（純額） 1,568,280 1,381,146 

車両運搬具 95,676 92,876 

減価償却累計額 △89,318 △88,581 

車両運搬具（純額） 6,358 4,295 

工具、器具及び備品 4,482,812 4,662,675 

減価償却累計額 △4,058,785 △4,270,046 

工具、器具及び備品（純額） 424,027 392,628 

土地 8,364,064 8,364,064 

建設仮勘定 88,131 80,694 

有形固定資産合計 18,157,946 17,516,997 

無形固定資産   

ソフトウエア 29,569 40,498 

電話加入権 2,818 2,818 

その他 － 4,305 

無形固定資産合計 32,388 47,622 

投資その他の資産   

投資有価証券 370,671 717,375 

関係会社株式 2,834,374 2,386,692 

関係会社出資金 554,357 554,357 

長期貸付金 15,000 15,000 

関係会社長期貸付金 3,410,000 3,600,000 



（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) 

長期前払費用 18,388 14,095 

敷金及び保証金 168,058 141,862 

繰延税金資産 394,932 397,980 

その他 50 880 

貸倒引当金 △21,142 △21,657 

投資損失引当金 △668,470 △45,052 

投資その他の資産合計 7,076,220 7,761,535 

固定資産合計 25,266,555 25,326,154 

資産合計 34,109,959 37,345,543 

負債の部   

流動負債   

支払手形 171,944 162,029 

買掛金 3,401,468 5,636,906 

短期借入金 1,050,000 920,000 

1年内返済予定の長期借入金 1,108,400 1,321,400 

1年内償還予定の社債 740,000 200,000 

リース債務 5,953 11,269 

未払金 800,518 537,040 

未払費用 138,121 118,707 

未払法人税等 144,365 88,880 

未払消費税等 16,171 40,235 

前受金 71,268 71,268 

預り金 43,541 22,862 

賞与引当金 104,139 164,520 

設備関係支払手形 217,130 45,053 

流動負債合計 8,013,022 9,340,175 

固定負債   

社債 800,000 600,000 

長期借入金 2,236,600 3,655,200 

リース債務 21,905 37,223 

再評価に係る繰延税金負債 2,991,931 2,991,931 

退職給付引当金 1,105,867 1,200,946 

長期前受金 544,810 518,341 

長期預り保証金 1,866,446 1,910,121 

長期預り敷金 1,344,000 1,344,000 

その他 110,367 51,740 

固定負債合計 11,021,929 12,309,506 

負債合計 19,034,951 21,649,682 



（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,617,309 4,617,309 

資本剰余金   

資本準備金 250,000 250,000 

その他資本剰余金 － － 

資本剰余金合計 250,000 250,000 

利益剰余金   

利益準備金 140,326 140,326 

その他利益剰余金   

特別償却準備金 36,129 32,575 

別途積立金 2,000,000 2,000,000 

繰越利益剰余金 4,085,467 4,498,408 

利益剰余金合計 6,261,922 6,671,311 

自己株式 △26,050 △25,523 

株主資本合計 11,103,182 11,513,097 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △88,961 117,726 

繰延ヘッジ損益 △15,269 △11,018 

土地再評価差額金 4,076,056 4,076,056 

評価・換算差額等合計 3,971,825 4,182,764 

純資産合計 15,075,007 15,695,861 

負債純資産合計 34,109,959 37,345,543 



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高   

製品売上高 32,105,592 22,759,590 

不動産賃貸収入 538,468 538,468 

売上高合計 32,644,060 23,298,059 

売上原価   

製品期首たな卸高 456,525 252,462 

当期製品製造原価 29,431,894 21,330,714 

合計 29,888,419 21,583,177 

製品期末たな卸高 252,462 379,400 

不動産賃貸原価 379,470 350,042 

売上原価合計 30,015,427 21,553,819 

売上総利益 2,628,633 1,744,239 

販売費及び一般管理費 1,762,596 1,514,835 

営業利益 866,037 229,403 

営業外収益   

受取利息 59,991 63,266 

受取配当金 532,740 207,635 

受取保証料 1,384 1,557 

助成金収入 31,219 65,810 

その他 69,708 47,549 

営業外収益合計 695,044 385,819 

営業外費用   

支払利息 121,237 147,397 

社債利息 10,255 11,365 

社債発行費 16,568 － 

その他 17,332 5,801 

営業外費用合計 165,394 164,564 

経常利益 1,395,687 450,659 

特別利益   

前期損益修正益 － 49,357 

貸倒引当金戻入額 － 63,862 

固定資産売却益 34,793 9 

投資有価証券売却益 1 － 

特別利益合計 34,794 113,230 

特別損失   

前期損益修正損 88,439 － 

固定資産売却損 － 20 

固定資産廃棄損 11,455 2,935 

投資有価証券評価損 182,551 － 

関係会社株式評価損 － 205,457 

会員権評価損 28,150 － 

投資損失引当金繰入額 392,139 2,887 

特別損失合計 702,736 211,299 

税引前当期純利益 727,745 352,590 

法人税、住民税及び事業税 169,530 169,058 



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

過年度法人税等戻入額 △73,928 △71,287 

法人税等調整額 137,076 △155,595 

法人税等合計 232,678 △57,824 

当期純利益 495,067 410,414 



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 4,617,309 4,617,309 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 4,617,309 4,617,309 

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 250,000 250,000 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 250,000 250,000 

その他資本剰余金   

前期末残高 149 － 

当期変動額   

自己株式の処分 △149 － 

当期変動額合計 △149 － 

当期末残高 － － 

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 99,232 140,326 

当期変動額   

利益準備金の積立 41,094 － 

当期変動額合計 41,094 － 

当期末残高 140,326 140,326 

その他利益剰余金   

特別償却準備金   

前期末残高 37,947 36,129 

当期変動額   

特別償却準備金の積立 △1,818 △3,553 

当期変動額合計 △1,818 △3,553 

当期末残高 36,129 32,575 

別途積立金   

前期末残高 2,000,000 2,000,000 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 2,000,000 2,000,000 

繰越利益剰余金   

前期末残高 4,041,233 4,085,467 

当期変動額   

利益準備金の積立 △41,094 － 

特別償却準備金の積立 1,818 3,553 

剰余金の配当 △410,943 － 

当期純利益 495,067 410,414 

自己株式の処分 △613 △1,026 

当期変動額合計 44,234 412,941 

当期末残高 4,085,467 4,498,408 



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

自己株式   

前期末残高 △25,543 △26,050 

当期変動額   

自己株式の取得 △2,741 △1,144 

自己株式の処分 2,235 1,670 

当期変動額合計 △506 526 

当期末残高 △26,050 △25,523 

株主資本合計   

前期末残高 11,020,327 11,103,182 

当期変動額   

剰余金の配当 △410,943 － 

当期純利益 495,067 410,414 

自己株式の取得 △2,741 △1,144 

自己株式の処分 1,472 644 

当期変動額合計 82,854 409,914 

当期末残高 11,103,182 11,513,097 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 144,855 △88,961 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △233,817 206,688 

当期変動額合計 △233,817 206,688 

当期末残高 △88,961 117,726 

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △19,251 △15,269 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,982 4,250 

当期変動額合計 3,982 4,250 

当期末残高 △15,269 △11,018 

土地再評価差額金   

前期末残高 4,092,611 4,076,056 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △16,554 － 

当期変動額合計 △16,554 － 

当期末残高 4,076,056 4,076,056 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 4,218,215 3,971,825 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △246,390 210,938 

当期変動額合計 △246,390 210,938 

当期末残高 3,971,825 4,182,764 



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 15,238,542 15,075,007 

当期変動額   

剰余金の配当 △410,943 － 

当期純利益 495,067 410,414 

自己株式の取得 △2,741 △1,144 

自己株式の処分 1,472 644 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △246,390 210,938 

当期変動額合計 △163,535 620,853 

当期末残高 15,075,007 15,695,861 



 該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に関する注記
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