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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 112,071 △22.5 1,963 △30.6 1,864 △33.1 1,056 △29.3

21年3月期 144,639 △13.1 2,830 △31.2 2,786 △28.9 1,494 △23.1

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 30.54 ― 3.3 2.8 1.8
21年3月期 43.19 ― 4.8 3.8 2.0

（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 67,516 32,084 47.5 926.57
21年3月期 66,797 31,174 46.6 900.01

（参考） 自己資本   22年3月期  32,040百万円 21年3月期  31,132百万円

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 2,266 △1,949 △608 18,057
21年3月期 951 △641 △627 18,344

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 ― 8.50 ― 8.50 17.00 588 39.4 1.9
22年3月期 ― 8.50 ― 8.50 17.00 587 55.7 1.9

23年3月期 
（予想）

― 8.50 ― 8.50 17.00 53.4

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

51,000 0.5 600 29.1 600 76.9 280 36.8 8.10

通期 112,500 0.4 2,000 1.9 2,000 7.3 1,100 4.1 31.81



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、15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）の算定の基礎となる株式数については、19 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 34,907,025株 21年3月期 34,907,025株

② 期末自己株式数 22年3月期  327,790株 21年3月期  316,182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 106,120 △22.3 1,684 △36.0 1,627 △38.5 951 △24.9

21年3月期 136,553 △13.4 2,632 △31.2 2,648 △28.2 1,267 △28.9

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 27.51 ―

21年3月期 36.63 ―

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 64,322 30,609 47.6 885.21
21年3月期 63,677 29,822 46.8 862.16

（参考） 自己資本 22年3月期  30,609百万円 21年3月期  29,822百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異な
る結果となる可能性があります。なお、上記の予想の前提条件その他の関連する事項については、４ ページをご参照願います。 



(1）経営成績に関する分析 

①当期の経営成績 

当連結会計年度におけるわが国の経済は、中国をはじめとした新興国経済の高成長に支えられ輸

出が拡大し、国内経済対策の効果もあり生産が回復傾向となり設備投資に下げ止まり感が出てきた

ものの、長引くデフレ圧力や所得の減少などにより緩やかな回復基調ながら足踏み状態が続きまし

た。 

当社グループの関連する業界におきましても、国内外の経済政策により自動車関連やデジタル家

電関連の一部に収益回復の兆しが顕れましたが、企業の投資予算見直しや先送りによる影響が残り

本格的な回復にはいたりませんでした。 

このような状況下、当社グループは比較的景気の影響が少ないインフラ事業、システム事業の強

化に努め経営効率化を図るとともに、一層の経費削減に努めてまいりましたが、主力事業である半

導体・デバイス分野及びＦＡ分野での売上高が減少したことに加えビル建設工事の減少が響き、前

年同期水準の利益確保にはいたりませんでした。 

その結果、当期の連結売上高につきましては112,071百万円（前期比 22.5%減）、連結経常利益

1,864百万円（前期比 33.1%減）、当期連結純利益1,056百万円（前期比 29.3%減）となりました。

  

②セグメント別の営業の概況 

半導体・デバイス分野では、ハードディスクドライブ用マイコンが、パソコン向け需要増により

回復したものの、価格下落の影響を受け売上が伸び悩みました。 

一方、産業用パワーデバイスは、アジア市場での生産回復により当期後半から売上は回復しまし

たが、全般的には前期の水準にはいたりませんでした。 

電子分野では、鉄道事業者向け無線通信機器の更新需要が一巡し売上が減少しましたが、画像情

報システムは、金融・流通業界の設備投資が回復基調にあるものの価格下落の影響もあり横這いに

推移しました。 

  

ＦＡ分野では、コントローラー・駆動制御機器が中国市場の立ち上がりを受けセットメーカー向

けに一部回復しましたが全般的には苦戦しました。 

一方、産業メカトロニクス分野では、金型・板金加工業界の大幅な事業環境悪化の影響を受け大

変厳しい状況が続きました。 

計装システム分野では、設備投資減少の影響を受け制御システム・工業計器ともに伸び悩みまし

た。  

  

 設備分野では、鉄道事業者向けは堅調に推移しましたが、昇降機が新規ビル物件の減少により低

調に推移し、通信インフラ向け無停電電源装置は設備投資の延期、凍結が続き大幅な減収となりま

した。 

 冷熱分野では、低温機器が食品業界向けに堅調に推移しましたが、空調機器が価格競争の激化に

加え新規ビル物件の減少もあり厳しい状況が続きました。 

  

１．経営成績

【情通・デバイス】 売上高 百万円52,433 （前期比  ％減） 25.3
  営業利益 百万円1,396 （前期比  百万円増） 273

【ＦＡ・計装システム】 売上高 百万円26,392 （前期比  ％減） 25.0
  営業利益 百万円973 （前期比  百万円減） 949

【設備システム】 売上高 百万円33,244 （前期比 ％減） 15.4
  営業利益 百万円643 （前期比 百万円減） 285



③次期の見通し 

  今後の見通しとしましては、中国をはじめとした新興国の需要に支えられ、輸出関連産業の回復

基調は続くと見込まれるものの、デフレの影響や雇用情勢の悪化懸念が依然残っているなど、当社

グループを取り巻く経営環境は予断を許さない厳しい状況が続くものと思われます。 

 このような状況下、当社グループはグループ理念を確実に実践するとともに、基幹ビジネスを進

化させ経営の効率化を図り“守り”をしっかり固めながら“攻め”に転じるため、成長分野に注力

し事業革新・業務革新・意識革新を強力に推し進め事業環境に対応した新ビジネスを創出する成長

戦略を描いてまいります。  

なお、現時点での連結の通期業績見通しは次の通りでございます。 

(2）財政状態に関する分析 

 ①資産、負債及び純資産の状況 

 当連結会計年度末における総資産は、67,516百万円（前連結会計年度末比718百万円増）となり

ました。 

 流動資産は、56,349百万円（前連結会計年度末比1,336百万円減）となりました。これは、前連 

結会計年度末と比較して、有価証券が2,143百万円増加した一方で、現金及び預金が2,330百万円減

少、受取手形及び売掛金が985百万円減少したことが主要な要因であります。 

 固定資産は、11,166百万円（前連結会計年度末比2,055百万円増）となりました。これは、前連

結会計年度末と比較して、投資有価証券が2,266百万円増加したことが主要な要因であります。 

 一方、流動負債は、34,196百万円（前連結会計年度末比360百万円減）となりました。これは、

前連結会計年度末と比較して、前受金が780百万円増加、未払法人税等が408百万円増加したもの

の、支払手形及び買掛金が1,318百万円減少したことが主要な要因であります。 

 固定負債は、1,235百万円（前連結会計年度末比169百万円増）となりました。 

 純資産は、32,084百万円（前連結会計年度末比910百万円増）となりました。これは、前連結会

計年度末と比較して、利益剰余金が475百万円増加、その他有価証券評価差額金が429百万円増加し

たことが主要な要因であります。 

 その結果、当連結会計年度末における自己資本比率は47.5％、１株当たり純資産額は926円57銭

となりました。 

  

 ②キャッシュ・フローの状況 

  当社グループの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を主な源泉とし

ております。営業活動によるキャッシュ・フローにおける変動要因としましては、売上債権・たな

卸資産及び仕入債務の増減が主な要因となっておりますが、決算日において仕入債務の支払時期と

売上債権の回収時期にずれが生じた場合に営業活動によるキャッシュ・フローに大きな影響を与え

ます。当社グループにおきましては、債権債務の収支管理を徹底して行っており、これらの収支の

ずれによる影響を 小限とすることで営業活動によるキャッシュ・フローの確保に努めておりま

す。 

 投資活動によるキャッシュ・フローにおきましては、売買目的の有価証券の取得による支出及び

売却による収入はなく、固定資産の取得による支出、売却による収入が増減の要因となっておりま

す。 

 財務活動によるキャッシュ・フローにおきましては、事業活動を行う上での十分な流動性を確保

していることから、資金の調達ニーズはなく、配当金の支払による支出が減少の要因となっており

ます。 

 以上のことから、当社グループの当連結会計年度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287百万円減少し、当連結会計年度末には18,057百万円（前期比 1.6％減）となりまし

た。 

【連 結】     

売上高 百万円112,500 （前期比  ％増） 0.4
営業利益 百万円2,000 （前期比  ％増） 1.9
経常利益 百万円2,000 （前期比  ％増） 7.3
当期純利益 百万円1,100 （前期比  ％増） 4.1



（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、源泉としております税金等調整

前当期純利益は減益となったものの1,917百万円（前期は2,536百万円）を確保出来たことに加え、

売上債権の減少995百万円、前受金の増加779百万円があった一方、仕入債務の減少が1,327百万

円、法人税等の支払額が437百万円に留まったこと等により、2,266百万円の収入（前期は951百万

円の収入）となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度における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

98百万円、無形固定資産の取得による支出282百万円、投資有価証券の取得による支出1,575百万円

があったこと等により、1,949百万円の支出（前期は641百万円の支出）となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払587百万円があっ

たこと等により、608百万円の支出（前期は627百万円の支出）となりました。 

 なお、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 

※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

※ 営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業キャッシュ・フローを使用してお

ります。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。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払

額を使用しております。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社グループは、株主の皆さまに対する利益還元を経営の 重要課題の一つとして認識し、安定

した配当の維持継続を基本方針としております。 

 今後もこの方針を維持しつつ、配当性向30％を指標とし、業績に裏付けられた適正な利益還元に

努めます。 

 また、内部留保資金は、インフラ整備、グローバル化、人材育成、将来の企業価値向上に資する

事業投資に充当します。 

 当該事業年度の期末配当につきましては、普通配当を１株につき８円50銭とさせていただきま

す。既に中間配当として１株につき８円50銭をお支払いたしておりますので、年間の配当は17円と

なります。 

 なお、次期の配当につきましては、業績の見込み等を総合的に勘案し、年間配当17円（中間配当

８円50銭、期末配当８円50銭）を予定しております。 

  
平成18年 

３月期 

平成19年 

３月期 

平成20年 

３月期 

平成21年 

３月期 

平成22年 

３月期 

自己資本比率（％）  42.7  41.2  38.4  46.6  47.5

時価ベースの自己資本比率（％）  40.3  34.9  23.5  24.5  25.4

キャッシュ・フロー対有利子負債比率  0.4  1.3  0.1  0.7  0.3

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍)  118.8  43.6  491.1  73.1  239.5



(4）事業等のリスク 

 当社グループの業績、株価及び財務状況に影響を及ぼす可能性のあるリスクには、以下のような

ものがあります。 

①経済状況について 

 当社グループの取扱商品であります半導体デバイス、情報通信機器、ＦＡ機器、ビル設備機

器、並びにそれらのシステム及び工事等の需要は、当社グループが供給を行っている顧客や業界

の市場動向の影響を強く受ける商品であります。このため、当該主要市場に需要の減退が生じた

場合は、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

②業界の特性について 

 当社グループが取扱っております無線通信機器、交通管制端末機器、受変電設備機器、車両用

電気機器等、並びにそれらのシステム及び工事につきましては、主要顧客であります鉄道事業者

の設備投資や、官公庁の公共投資の影響を強く受ける商品であります。このため、鉄道路線の新

線計画あるいは設備の更新、並びに公共投資の動向等によっては、当社グループの経営成績及び

財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

③主力商品への依存について 

 当社の取扱っております半導体のうちマイコンは、平成22年３月期で年間売上高が182億円以

上あり、この商品の連結売上高に対する比率は16.3％に達しております。この商品につき、万

一、 終需要動向の大幅な減少を余儀なくされる等、予期せぬ事態が発生した場合、当社グルー

プの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。 

④仕入先の依存について 

 当社の主要な仕入先は三菱電機株式会社であり、平成22年３月期の総仕入高に対する割合は

48.5％となっております。同社との間には販売代理店契約等を締結し取引関係は安定しており、

今後ともこの関係を継続する方針でありますが、取引関係が継続困難となった場合や、仕入先の

製品供給の動向によっては、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があり

ます。 

⑤業績の下期偏重について 

 当社グループは当社及び子会社11社により構成されており、情通・デバイス、ＦＡ・計装シス

テム、設備システムの３事業を主としております。 

 情通・デバイス事業における官公庁・自治体向販売及び設備システム事業における建設業界向

販売の場合、工事完了・検収時期が年度末に集中することが多いこと等から当社グループの業績

は下半期に偏る傾向があります。 

⑥企業買収等について 

 当社は、新規事業分野の創出と新商材の開拓、並びに既存事業の基盤拡大のため、企業買収や

資本提携を模索しております。企業買収等の着手に際しては事前に充分な検討を行いますが、買

収等の対象事業について経営資源の有効活用が出来なかった場合は、当社グループの経営成績及

び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

⑦債権管理について 

 当社グループの販売先は多種多様であるため、債権管理には特に注力し、販売先の業態・資力

に応じた信用限度設定を行うとともに、必要に応じて担保等の提供を受けるほか、信用状態の継

続的な把握をするなど、不良債権の発生を極力少なくするよう努めております。また、貸倒引当

金の計上に関しては、一般債権については貸倒実績率による計算額を、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が、今後の動向に

よっては、貸倒引当金の積増しを要する事態が生じるため、当社グループの経営成績及び財政状

態に影響を及ぼす可能性があります。 

⑧為替レートの変動による影響について 

 当社グループの事業には、外貨による取引が含まれております。そのため、当社は先物為替予

約等による通貨ヘッジ取引を行い、米ドル及び円を含む主要通貨間の為替レートの短期的な変動

による影響を 小限に抑える努力をしておりますが、そのリスクを全面的に回避することは不可

能であり、為替レートの変動は当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があ

ります。 



⑨退職給付債務 

 当社グループの従業員退職給付費用及び債務は、割引率等数理計算で設定される前提条件や年

金資産の期待運用収益率に基づいて算出されております。実際の結果が前提条件と異なる場合、

又は前提条件が変更された場合、その影響は累積され、将来にわたって規則的に認識されるた

め、一般的には将来期間において認識される費用及び計上される債務に影響を及ぼします。特に

運用利回りの悪化は、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

⑩人材の確保 

 当社グループはエレクトロニクス分野において、優れた能力を有する新たな人材を確保し雇用

を維持することにより、高い成長力が継続できると考えており、優秀な人材の確保及び雇用の維

持は、今後の技術進化への対応力を強化するために特に重要であります。当社が優秀な人材の確

保及び雇用の維持ができなくなった場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及

ぼす可能性があります。 

⑪訴訟のリスク 

 当社グループの事業活動の遂行に当たっては、様々な法規制の適用下にあって、訴訟等のリス

ク可能性があり、その結果経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

⑫投資有価証券の時価変動リスク 

 当社グループが所有する投資有価証券は仕入先企業、取引金融機関、販売先企業など、業務上

密接な関係にある企業の株式が大半でありますが、株式相場の動向等によりましては、当社グル

ープの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

 近の有価証券報告書（平成21年６月26日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関

係会社の状況」から重要な変更がないため開示を省略しております。 

  

(1) 会社の経営の基本方針 

【ミッション（使命・存在意義）・ビジョン(目指す姿)】 

当社グループは「私たちは、お客様の立場に立って、よきものづくりに支えられた健全で活力あ

る社会の発展に貢献することを使命とします。この使命を達成するために、全員がたゆまぬ努力と

研鑚を積み 高のソリューションを提供することにより、産業界の発展に寄与します」を経営理念

とし、さらに「私たちは、それぞれの立場でお客様を も知る企業となることを目指し、真のエレ

クトロニクス技術商社としてお客様にトータルメリットを提供できるベストパートナーとしてかけ

がえのない存在となり、社会の持続的な発展に寄与します」を基本方針としております。 

  

(2) 中長期的な会社の経営戦略、目標とする経営指標 

① カナデン・グループ長期経営構想 －カナデンビジョン＜KV2020＞－  

１）私たちは、日本のよきものづくりの為に、お客様の立場に立って、 高のソリューションを

提供することにより、産業界の発展に貢献します。 

２）私たちは、お客様にトータルメリットを提供できるベストパートナーとなる為、真のエレク

トロニクス技術商社となることを追求します。 

３）私たちは、高い倫理観を持ち、公明正大で透明性のある企業活動を行うとともに、積極的に

環境の保全と調和を図ります。 

４）私たちは、「お客様に喜ばれ・社会に役立つ」企業となることを目指し、全てのステークホ

ルダーの支持と信頼を獲得するとともに、経済的貢献と社会的責任を両立させることでサス

テナブル企業として、企業価値を高めます。 

５）私たちは、事業環境の変化にしなやかに対応し、「堅実性」と「成長性」を併せ持った「健

全な経営」を目指します。 

２．企業集団の状況

３．経営方針



② 中長期的な経営戦略 

 カナデンビジョン＜KV2020＞では、従来の延長線上にとどまらない事業の再編・強化、人材

育成・インフラ整備を加速させ、グローバル化を推進し、グループ・シナジーの拡大を図りま

す。また、必要な経営資源の投下を行い、より収益性の向上を図り、企業価値を高めます。 

(3) 会社の対処すべき課題 

長期経営構想及び中期経営計画の見直しについて 

 当社グループは、創立101年目となる2008年度を第二創生期のスタートと位置づけ、10年後を

見据えた経営の基本姿勢として、カナデングループ長期経営構想－カナデンビジョン＜KV2017＞

－を掲げ、この長期経営構想にもとづく3ヵ年中期経営計画『CI・PLAN2010』を策定しておりま

した。 

 しかしながら、時を同じくして、米国サブプライムローン問題に端を発した世界的な金融危機

は瞬く間に世界同時不況へと波及し経済は混迷を極め、中期経営計画『CI・PLAN2010』は見直し

を余儀なくされました。 

 当期後半から景気は緩やかな回復基調に転じましたが、当社グループを取り巻く事業環境は今

後もグローバル化に伴う変化を繰り返すことが予測されます。  

当社グループにおきましては、このような事業環境の変化にしなやかに対応し、「堅実性」と

「成長性」を併せ持った「健全な経営」を目指してまいります。2010年度を初年度とするカナデ

ングループ長期経営構想－カナデンビジョン＜KV2020＞－を掲げ、新3ヵ年中期経営計画『CI・

W-3』（Challenge & Innovation for Win）を策定いたします。 

新3ヵ年中期経営計画『CI・W-3』では、基幹ビジネスを進化させ経営の効率化を図り“守

り”をしっかり固めながら“攻め”に転じるため、成長分野に注力し事業革新・業務革新・意識

革新を強力に推し進め、事業環境に対応した新ビジネスを創出する成長戦略を描いてまいりま

す。 

なお、長期経営構想－カナデンビジョン＜KV2020＞－の経営目標水準及び新3ヵ年中期経営計

画『CI・W-3』の事業戦略、経営目標数値等につきましては、現在の不透明な事業環境をしっか

りと見極めた後、平成23年3月期第2四半期決算の公表に併せてお知らせさせていただく予定で

す。 



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 11,824 9,494

受取手形及び売掛金 32,628 31,642

有価証券 6,720 8,864

商品及び製品 3,469 3,290

原材料及び貯蔵品 4 3

繰延税金資産 579 509

未収入金 1,558 1,557

その他 937 1,019

貸倒引当金 △37 △31

流動資産合計 57,686 56,349

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,831 3,835

減価償却累計額 △2,385 △2,463

建物及び構築物（純額） 1,445 1,372

機械装置及び運搬具 90 90

減価償却累計額 △80 △82

機械装置及び運搬具（純額） 10 8

工具、器具及び備品 516 553

減価償却累計額 △425 △436

工具、器具及び備品（純額） 90 117

土地 3,281 3,281

リース資産 36 41

減価償却累計額 △4 △13

リース資産（純額） 31 28

建設仮勘定 29 －

有形固定資産合計 4,890 4,807

無形固定資産 733 929

投資その他の資産   

投資有価証券 2,465 4,732

繰延税金資産 586 344

その他 635 470

貸倒引当金 △201 △119

投資その他の資産合計 3,486 5,428

固定資産合計 9,110 11,166

資産合計 66,797 67,516



（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 30,652 29,334

未払法人税等 404 812

賞与引当金 1,044 895

役員賞与引当金 57 41

その他 2,398 3,112

流動負債合計 34,556 34,196

固定負債   

リース債務 39 27

退職給付引当金 421 607

役員退職慰労引当金 184 179

再評価に係る繰延税金負債 420 420

固定負債合計 1,065 1,235

負債合計 35,622 35,431

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,576 5,576

資本剰余金 5,362 5,362

利益剰余金 20,449 20,925

自己株式 △172 △178

株主資本合計 31,215 31,686

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △430 △1

土地再評価差額金 525 525

為替換算調整勘定 △178 △170

評価・換算差額等合計 △83 353

少数株主持分 42 44

純資産合計 31,174 32,084

負債純資産合計 66,797 67,516



（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 144,639 112,071

売上原価 130,047 99,711

売上総利益 14,591 12,359

販売費及び一般管理費 11,761 10,396

営業利益 2,830 1,963

営業外収益   

受取利息 91 43

受取配当金 74 55

仕入割引 49 30

不動産賃貸料 22 19

保険配当金 17 16

その他 28 45

営業外収益合計 282 211

営業外費用   

支払利息 12 9

売上割引 73 52

手形売却損 19 12

債権売却損 43 28

為替差損 150 168

その他 26 37

営業外費用合計 326 310

経常利益 2,786 1,864

特別利益   

前期損益修正益 2 3

受取和解金 46 －

受取保険金 9 －

訴訟損失未払金戻入益 － 31

貸倒引当金戻入額 － 9

投資有価証券売却益 － 17

ゴルフ会員権売却益 － 18

その他 2 －

特別利益合計 61 80

特別損失   

固定資産除却損 35 6

投資有価証券評価損 177 9

退職特別加算金 82 －

ゴルフ会員権評価損 － 5

その他 15 4

特別損失合計 311 27

税金等調整前当期純利益 2,536 1,917

法人税、住民税及び事業税 1,079 840

法人税等調整額 △39 17

法人税等合計 1,040 858

少数株主利益 2 2

当期純利益 1,494 1,056



（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 5,576 5,576

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,576 5,576

資本剰余金   

前期末残高 5,363 5,362

当期変動額   

自己株式の処分 △1 △0

当期変動額合計 △1 △0

当期末残高 5,362 5,362

利益剰余金   

前期末残高 19,568 20,449

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △1 －

当期変動額   

剰余金の配当 △605 △587

当期純利益 1,494 1,056

在外子会社資産再評価 △5 7

従業員奨励福利基金 △0 △0

当期変動額合計 882 475

当期末残高 20,449 20,925

自己株式   

前期末残高 △163 △172

当期変動額   

自己株式の取得 △17 △6

自己株式の処分 8 0

当期変動額合計 △9 △5

当期末残高 △172 △178

株主資本合計   

前期末残高 30,344 31,215

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △1 －

当期変動額   

剰余金の配当 △605 △587

当期純利益 1,494 1,056

自己株式の取得 △17 △6

自己株式の処分 6 0

在外子会社資産再評価 △5 7

従業員奨励福利基金 △0 △0

当期変動額合計 872 470

当期末残高 31,215 31,686



（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 452 △430

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △882 429

当期変動額合計 △882 429

当期末残高 △430 △1

土地再評価差額金   

前期末残高 525 525

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － －

当期変動額合計 － －

当期末残高 525 525

為替換算調整勘定   

前期末残高 △13 △178

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △165 8

当期変動額合計 △165 8

当期末残高 △178 △170

評価・換算差額等合計   

前期末残高 964 △83

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,048 437

当期変動額合計 △1,048 437

当期末残高 △83 353

少数株主持分   

前期末残高 40 42

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1 2

当期変動額合計 1 2

当期末残高 42 44

純資産合計   

前期末残高 31,350 31,174

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △1 －

当期変動額   

剰余金の配当 △605 △587

当期純利益 1,494 1,056

自己株式の取得 △17 △6

自己株式の処分 6 0

在外子会社資産再評価 △5 7

従業員奨励福利基金 △0 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,046 440

当期変動額合計 △174 910

当期末残高 31,174 32,084



（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 2,536 1,917

減価償却費 201 244

貸倒引当金の増減額（△は減少） 75 △36

賞与引当金の増減額（△は減少） △247 △149

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △6 △15

退職給付引当金の増減額（△は減少） 106 186

受取利息及び受取配当金 △165 △98

支払利息 12 9

売上債権の増減額（△は増加） 9,871 995

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,545 185

前渡金の増減額（△は増加） 37 △126

仕入債務の増減額（△は減少） △12,615 △1,327

前受金の増減額（△は減少） △501 779

未払消費税等の増減額（△は減少） △13 6

その他 799 44

小計 2,636 2,614

利息及び配当金の受取額 167 98

利息の支払額 △13 △9

法人税等の支払額 △1,839 △437

営業活動によるキャッシュ・フロー 951 2,266

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △100 △100

定期預金の払戻による収入 30 －

有形固定資産の取得による支出 △103 △98

有形固定資産の売却による収入 0 0

無形固定資産の取得による支出 △409 △282

投資有価証券の取得による支出 △122 △1,575

投資有価証券の売却による収入 7 39

その他 56 67

投資活動によるキャッシュ・フロー △641 △1,949

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △606 △587

その他 △21 △21

財務活動によるキャッシュ・フロー △627 △608

現金及び現金同等物に係る換算差額 △119 4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △437 △287

現金及び現金同等物の期首残高 18,782 18,344

現金及び現金同等物の期末残高 18,344 18,057



 該当事項はありません。 

  

 なお、上記以外の事項につきましては、 近の有価証券報告書（平成21年６月26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。 

  

(5）継続企業の前提に関する注記

(6）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

２ 持分法の適

用に関する

事項 

持分法を適用していない関連会社(菱神電子エン

ジニアリング㈱)は、当期純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみ

て、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及

ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要

性がないため、持分法の適用範囲から除外してお

ります。 

持分法を適用していない関連会社（菱神電子エ

ンジニアリング㈱、勝心知（上海）国際貿易有

限公司）は、当期純損益（持分に見合う額）及

び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、

持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼ

す影響が軽微であり、かつ、全体としても重要

性がないため、持分法の適用範囲から除外して

おります。 

４ 会計処理基

準に関する

事項 

  

(3) 重要な引当金の計上基準 

④ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当連結会

計年度末における退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき、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。 

過去勤務債務は、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（14

年）による定額法により按分した額を費用

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(14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。

―――――― 

  

(3) 重要な引当金の計上基準 

④ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当連結会

計年度末における退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき、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。 

過去勤務債務は、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（14

年）による定額法により按分した額を費用

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(14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。

（会計方針の変更）  

 当連結会計年度より、「「退職給付に係

る会計基準」の一部改正（その３）」（企

業会計基準第19 号 平成20年7月31日）を

適用しております。 

 なお、これによる営業利益、経常利益及

び税金等調整前当期純利益に与える影響は

ありません。 



  

連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項

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。 

 また、リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付等に関す

る注記事項についても、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。 

  

(7）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

  該当事項はありません。    

(8）表示方法の変更

前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

（連結貸借対照表） 

 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等

の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府

令第50号）が適用となることに伴い、前連結会計年度にお

いて、「たな卸資産」として掲記されていたものは、当連

結会計年度から「商品及び製品」「原材料及び貯蔵品」に

区分掲記しております。 

 なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商

品及び製品」「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ6,101百

万円、０百万円であります。 

（連結損益計算書） 

 前連結会計年度において、特別損失の「その他」に含め

て表示していました「固定資産除却損」は、当連結会計年

度において、特別損失の100分の10を超えたため、区分掲

記することとしました。 

 なお、前連結会計年度は特別損失の「その他」に２百万

円含まれております。  

 前連結会計年度において、特別損失の「その他」に含め

て表示していました「退職特別加算金」は、当連結会計年

度において、特別損失の100分の10を超えたため、区分掲

記することとしました。 

 なお、前連結会計年度は特別損失の「その他」に33百万

円含まれております。  

  

―――――― 

  

  

  

  

  

  

   

  

  

（連結損益計算書） 

 前連結会計年度において、特別損失の「その他」に含め

て表示していました「ゴルフ会員権評価損」は、当連結会

計年度において、特別損失の100分の10を超えたため、区

分掲記することとしました。 

 なお、前連結会計年度は特別損失の「その他」に６百万

円含まれております。 

(9）連結財務諸表に関する注記事項



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、商品の種類・性質、販売市場等の類似性を考慮した区分としております。 

２ 各区分の主な商品 

(1) 情通・デバイス事業……コンピュータ、携帯電話、監視カメラ、赤外線カメラ、セキュリティ機器、AV

システム、映像表示装置、無線通信機器、交通管制端末機器、放送機器、航空

機用電装品、メモリー、マイコン、ASIC、パワーデバイス、コネクタ、銅合

金、電子応用品並びにそれらのシステム及び工事 

(2) FA・計装システム事業…回転機、配電制御機器、コントローラ、駆動制御機器、放電加工機、レーザ加

工機、産業用ロボット、生産自動化機器、工業計器、電子計測機器並びにそれ

らのシステム及び工事 

(3) 設備システム事業………エレベータ、エスカレータ、ビル管理システム、受変電設備機器、無停電電源

装置、車両用電気機器、照明器具、空調機器、住宅設備機器、低温機器、真空

予冷装置並びにそれらのシステム及び工事 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、1,144百万円であります。その

主なものは、提出会社本社の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(28,595百万円)の主なものは、提出会社での余資運用資

金(現金及び有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)、本社及び支社・支店の土地、建物及び管理部門に係

る資産等であります。 

５ 減価償却費及び資本的支出には償却費が営業費用に含まれる長期前払費用と同費用に係る償却費が含まれて

おります。 

６．会計方針の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

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、情通・デバイ

ス事業で56百万円、FA・計装システム事業で１百万円減少しております。 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
情通・ 

デバイス事業 
(百万円) 

FA・計装
システム事業
(百万円) 

設備システム
事業 

(百万円) 

計
(百万円) 

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結
(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益                                    

売上高                                    

(1) 外部顧客に対する 

売上高 
 70,147  35,209  39,282  144,639  ―  144,639

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 22  59  20  102 (102)  ―

計  70,170  35,269  39,302  144,742 (102)  144,639

営業費用  69,047  33,345  38,372  140,766  1,042  141,808

営業利益  1,122  1,923  929  3,975 (1,144)  2,830

Ⅱ 資産、減価償却費 

及び資本的支出 
                                   

資産  17,014  10,603  10,584  38,201  28,595  66,797

減価償却費  44  4  1  50  151  201

資本的支出  25  1  1  28  604  632



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、商品の種類・性質、販売市場等の類似性を考慮した区分としております。 

２ 各区分の主な商品 

(1) 情通・デバイス事業……コンピュータ、携帯電話、監視カメラ、赤外線カメラ、セキュリティ機器、AV

システム、映像表示装置、無線通信機器、交通管制端末機器、放送機器、航空

機用電装品、メモリー、マイコン、ASIC、パワーデバイス、コネクタ、電子応

用品並びにそれらのシステム及び工事 

(2) FA・計装システム事業…回転機、配電制御機器、コントローラ、駆動制御機器、放電加工機、レーザ加

工機、産業用ロボット、生産自動化機器、工業計器、電子計測機器並びにそれ

らのシステム及び工事 

(3) 設備システム事業………エレベータ、エスカレータ、ビル管理システム、受変電設備機器、無停電電源

装置、車両用電気機器、照明器具、空調機器、住宅設備機器、低温機器、真空

予冷装置並びにそれらのシステム及び工事 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、1,050百万円であります。その

主なものは、提出会社本社の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(30,250百万円)の主なものは、提出会社での余資運用資

金(現金及び有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)、本社及び支社・支店の土地、建物及び管理部門に係

る資産等であります。 

５ 減価償却費及び資本的支出には償却費が営業費用に含まれる長期前払費用と同費用に係る償却費が含まれて

おります。 

  

前連結会計年度及び当連結会計年度における全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合

計額に占める本邦の割合が、いずれも90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しており

ます。 

  
情通・ 

デバイス事業 
(百万円) 

FA・計装
システム事業
(百万円) 

設備システム
事業 

(百万円) 

計
(百万円) 

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結
(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益                                    

売上高                                    

(1) 外部顧客に対する 

売上高 
 52,433  26,392  33,244  112,071  ―  112,071

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 19  56  17  93 (93)   ―

計  52,452  26,449  33,262  112,164 (93)   112,071

営業費用  51,056  25,475  32,619  109,150  956  110,107

営業利益  1,396  973  643  3,014 (1,050)   1,963

Ⅱ 資産、減価償却費 

及び資本的支出 
                                   

資産  16,188  9,830  11,246  37,265  30,250  67,516

減価償却費  27  2  1  31  213  244

資本的支出  114  0  1  116  277  393

ｂ．所在地別セグメント情報



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) 

（注）１ 国又は地域の区分の方法は、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は以下のとおりであります。 

アジア ： シンガポール、中国 

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。 

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 国又は地域の区分の方法は、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は以下のとおりであります。 

アジア ： 中国、シンガポール、タイ 

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。 

 （注） 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。 

ｃ．海外売上高

  アジア 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  31,576  31,576

Ⅱ 連結売上高（百万円）  ―  144,639

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  21.8  21.8

  アジア 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  24,198  24,198

Ⅱ 連結売上高（百万円）  ―  112,071

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  21.6  21.6

（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 円 900.01

１株当たり当期純利益 円 43.19

１株当たり純資産額 円 926.57

１株当たり当期純利益 円 30.54

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額は、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） 

当期純利益（百万円）  1,494  1,056

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（百万円）  1,494  1,056

普通株式の期中平均株式数（千株）  34,598  34,584



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 10,427 7,991

受取手形 4,135 3,699

売掛金 27,256 26,758

有価証券 6,720 8,864

商品及び製品 3,028 2,972

原材料及び貯蔵品 3 3

前渡金 － 119

前払費用 95 85

繰延税金資産 494 440

未収入金 1,242 1,220

未収消費税等 808 751

その他 13 13

貸倒引当金 △33 △26

流動資産合計 54,191 52,894

固定資産   

有形固定資産   

建物 3,742 3,737

減価償却累計額 △2,339 △2,411

建物（純額） 1,402 1,325

機械及び装置 90 90

減価償却累計額 △80 △82

機械及び装置（純額） 10 8

工具、器具及び備品 390 428

減価償却累計額 △315 △328

工具、器具及び備品（純額） 74 99

土地 3,281 3,281

リース資産 19 25

減価償却累計額 △2 △8

リース資産（純額） 16 16

建設仮勘定 29 －

有形固定資産合計 4,815 4,732

無形固定資産   

ソフトウエア 152 761

リース資産 18 12

ソフトウエア仮勘定 487 －

その他 31 31

無形固定資産合計 691 805



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 2,068 3,955

関係会社株式 998 1,365

破産更生債権等 158 59

長期前払費用 9 8

繰延税金資産 574 328

その他 369 287

貸倒引当金 △200 △114

投資その他の資産合計 3,978 5,889

固定資産合計 9,485 11,428

資産合計 63,677 64,322

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,803 1,836

買掛金 27,807 26,541

リース債務 11 13

未払金 772 759

未払法人税等 316 733

前受金 467 1,238

預り金 45 66

賞与引当金 898 750

役員賞与引当金 47 30

受入保証金 634 552

その他 121 109

流動負債合計 32,926 32,634

固定負債   

リース債務 26 18

退職給付引当金 328 501

役員退職慰労引当金 151 137

再評価に係る繰延税金負債 420 420

固定負債合計 927 1,078

負債合計 33,854 33,712



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,576 5,576

資本剰余金   

資本準備金 5,359 5,359

その他資本剰余金 3 3

資本剰余金合計 5,362 5,362

利益剰余金   

利益準備金 588 588

その他利益剰余金   

別途積立金 16,140 16,740

繰越利益剰余金 2,233 1,996

利益剰余金合計 18,961 19,325

自己株式 △172 △178

株主資本合計 29,727 30,085

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △430 △1

土地再評価差額金 525 525

評価・換算差額等合計 95 524

純資産合計 29,822 30,609

負債純資産合計 63,677 64,322



（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   

商品売上高 136,374 105,898

手数料収入 178 221

売上高合計 136,553 106,120

売上原価   

商品期首たな卸高 5,536 3,028

当期商品仕入高 121,720 96,039

合計 127,257 99,067

商品期末たな卸高 3,028 2,972

商品売上原価 124,229 96,095

売上総利益 12,324 10,024

販売費及び一般管理費 9,691 8,340

営業利益 2,632 1,684

営業外収益   

受取利息 82 42

受取配当金 106 66

仕入割引 49 30

不動産賃貸料 69 62

保険配当金 15 13

その他 22 34

営業外収益合計 346 248

営業外費用   

支払利息 12 9

売上割引 73 52

手形売却損 19 12

債権売却損 43 28

為替差損 157 168

その他 24 32

営業外費用合計 330 305

経常利益 2,648 1,627



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

特別利益   

前期損益修正益 2 3

訴訟損失未払金戻入益 － 31

貸倒引当金戻入額 － 15

投資有価証券売却益 － 17

ゴルフ会員権売却益 － 18

受取和解金 46 －

その他 2 －

特別利益合計 51 85

特別損失   

固定資産除却損 32 3

投資有価証券評価損 177 9

ゴルフ会員権評価損 － 5

退職特別加算金 82 －

その他 15 3

特別損失合計 309 22

税引前当期純利益 2,391 1,691

法人税、住民税及び事業税 972 733

法人税等調整額 151 5

法人税等合計 1,124 739

当期純利益 1,267 951



（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 5,576 5,576

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,576 5,576

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 5,359 5,359

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,359 5,359

その他資本剰余金   

前期末残高 4 3

当期変動額   

自己株式の処分 △1 △0

当期変動額合計 △1 △0

当期末残高 3 3

資本剰余金合計   

前期末残高 5,363 5,362

当期変動額   

自己株式の処分 △1 △0

当期変動額合計 △1 △0

当期末残高 5,362 5,362

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 588 588

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 588 588

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 15,140 16,140

当期変動額   

別途積立金の積立 1,000 600

当期変動額合計 1,000 600

当期末残高 16,140 16,740

繰越利益剰余金   

前期末残高 2,571 2,233

当期変動額   

別途積立金の積立 △1,000 △600

剰余金の配当 △605 △587

当期純利益 1,267 951

当期変動額合計 △338 △236

当期末残高 2,233 1,996



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

利益剰余金合計   

前期末残高 18,299 18,961

当期変動額   

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △605 △587

当期純利益 1,267 951

当期変動額合計 661 363

当期末残高 18,961 19,325

自己株式   

前期末残高 △163 △172

当期変動額   

自己株式の取得 △17 △6

自己株式の処分 8 0

当期変動額合計 △9 △5

当期末残高 △172 △178

株主資本合計   

前期末残高 29,076 29,727

当期変動額   

剰余金の配当 △605 △587

当期純利益 1,267 951

自己株式の取得 △17 △6

自己株式の処分 6 0

当期変動額合計 651 357

当期末残高 29,727 30,085

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 452 △430

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △882 429

当期変動額合計 △882 429

当期末残高 △430 △1

土地再評価差額金   

前期末残高 525 525

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － －

当期変動額合計 － －

当期末残高 525 525

評価・換算差額等合計   

前期末残高 977 95

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △882 429

当期変動額合計 △882 429

当期末残高 95 524



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 30,054 29,822

当期変動額   

剰余金の配当 △605 △587

当期純利益 1,267 951

自己株式の取得 △17 △6

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） △882 429

当期変動額合計 △231 786

当期末残高 29,822 30,609



(4）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

  

(1）役員の異動 

 ①代表取締役の異動 

   該当事項はありません。 

  

 ②その他役員の異動 

・新任取締役候補者  

  取締役 深山 庸（現 三菱電機株式会社 営業本部 事業企画部長） 

   ※深山 庸氏は社外取締役の候補者です。 

・退任予定取締役 

  社外取締役 井口 弘義 

  

・新任監査役候補者 

  監査役 藤田 英司（現 三菱電機株式会社 営業本部 事業企画部 代理店グループリーダー）

   ※藤田 英司氏は社外監査役の候補者です。 

・退任予定監査役 

  社外監査役 齋藤 立也  

  

 ③異動予定日 

   平成22年6月29日 

  

６．その他
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