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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 23,701 △28.9 445 △73.6 498 △70.7 169 △79.3

21年3月期 33,346 2.0 1,683 △1.1 1,699 △3.3 817 △7.9

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
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 19.97 ― 2.4 2.6 1.9
21年3月期 96.13 ― 12.0 7.9 5.0

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  5百万円 21年3月期  5百万円

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 17,945 7,409 39.6 836.66
21年3月期 19,759 7,132 34.7 807.35

（参考） 自己資本   22年3月期  7,104百万円 21年3月期  6,856百万円

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 778 △120 △251 2,279
21年3月期 △118 △104 △1,433 1,866

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 ― 15.00 ― 10.00 25.00 212 26.0 3.1
22年3月期 ― 3.00 ― 4.00 7.00 59 35.1 0.9

23年3月期 
（予想）

― 3.00 ― 4.00 7.00 26.4

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

12,800 14.3 250 88.5 290 83.3 105 107.0 12.36

通期 25,800 8.9 540 21.3 600 20.4 225 32.7 26.50
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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、20ページ「(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」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 8,640,000株 21年3月期 8,640,000株

② 期末自己株式数 22年3月期  148,247株 21年3月期  148,008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 21,867 △27.7 424 △70.8 491 △66.6 208 △71.2

21年3月期 30,263 1.4 1,454 △1.5 1,471 △4.2 726 △19.8

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 24.58 ―

21年3月期 85.25 ―

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 16,304 6,590 40.4 775.11
21年3月期 17,990 6,342 35.3 745.90

（参考） 自己資本 22年3月期  6,590百万円 21年3月期  6,342百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（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）

※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」をご覧下さい。 

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

11,600 11.8 220 77.2 270 79.5 105 104.0 12.35

通期 23,400 7.0 470 10.8 550 11.9 215 2.9 25.28
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１．経営成績 

(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、世界的な金融危機に起因する大幅な後退を経た後、当第１四半期以

降は持ち直しの動きを続けました。昨年初めに自動車・鉄鋼・電機などの大手各社が急激な在庫調整を行った後

は、国内外の景気刺激策や、中国をはじめとする新興国の堅調な経済を背景に、輸出と生産が徐々に回復してき

ました。しかしながら生産の水準はピーク時に比べていまだ低く、また国内では、大幅な需要減退により設備の

過剰が解消されないため、企業は設備投資を抑制するなど当社の事業環境は極めて厳しい状況で推移しました。 

この状況の下、当社は顧客に対して、原価低減、省エネルギー、品質向上などの価値提案を主とした顧客密着

営業を展開いたしました。なかでも、生産比例品および消耗品等の販売に注力することで営業目標の達成に努力

してまいりましたが、国内設備投資が抑制されるなかで、当連結会計年度における業績概況は、以下の通り厳し

い結果となりました。 

 

当社の主要顧客業界のうち鉄鋼業界においては、韓国をはじめとした東アジア諸国向けに輸出が好調に推移し、

国内も自動車向け鋼鈑などの出荷が伸びて、生産はようやく経済危機以前の９割程度の水準まで戻りました。 

当社におきましては、製鋼用副資材の販売が底堅く推移しましたが、設備更新用機器、設備補修用部品の販売

は全般的に減少となり、鉄鋼業界向け全体としては、前期比で売上高が8.3％の減少（売上総利益は15.2％の減

少）となりました。 

 

自動車業界では、需要刺激策の効果により自動車生産が回復してきましたが、その水準は経済危機以前の９割

程度に留まり、各社とも設備投資を抑制しています。また工作機械業界では、ようやく受注が回復してきました

が、いまだ経済危機以前の６割程度の水準に留まっています。 

当社におきましては、自社製ＮＣ高圧洗浄機および他社製自動車部品洗浄機、工作機械用ロータリージョイン

ト、クーラント装置用ポンプなどの販売がいずれも大幅に減少となったほか、その他の各種機器・消耗部品類の

販売も全面的に減少となり、前期比で売上高が65.5％の減少（売上総利益は54.4％の減少）となりました。 

 

ゴム・タイヤ業界では、自動車生産台数の減少に伴いタイヤ需要が低迷し、タイヤメーカーは設備投資を抑制

しています。 

当社におきましては、タイヤ加硫機用バルブ、加硫機・成形機用部品の販売が減少し、前期比で40.4％の減少

（売上総利益は38.7％の減少）となりました。 

 

以上の結果、平成22年３月期の連結業績は、売上高237億１百万円（前期比28.9％減）、営業利益４億45百万円

（前期比73.6％減）、経常利益４億98百万円（前期比70.7％減）、当期純利益１億69百万円（前期比79.3％減）と

なりました。 

 

②次期の見通し 

国内経済は、世界経済の回復や政策効果に支えられて、輸出・生産を中心に持ち直してきましたが、今後はそ

の回復ペースも緩やかになるとみられています。また、国内設備投資はようやく下げ止まり、今後上向く兆しが

みられますが、その動きは未だ強いものではありません。当社をとりまく事業環境は今後も厳しい状況で推移す

るものと予想されます。 

このようななかで当社といたしましては、緊急対策として策定した【危機対応３ヵ年計画】のもとで、「当社

の主要顧客業界に対して、顧客密着型営業をこれまで以上に迅速かつ組織的に展開すること」「中国・アジア市

場での自社・ブランド製品を拡大すること」の２点に注力し、次期の収益確保に努めてまいる所存です。 

 

この状況を踏まえ、平成23年３月期の連結業績の見通しにつきましては、売上高258億円（前期比8.9％増）、

営業利益５億40百万円（前期比21.3％増）、経常利益６億円（前期比20.4％増）、当期純利益２億25百万円（前期

比32.7％増）を見込んでおります。 
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(2) 財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

(ｲ) 資産 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて12.0％減少し、137億９百万円となりました。これは、主に現金及

び預金が４億13百万円増加し、一方で受取手形及び売掛金が21億79百万円、たな卸資産が２億52百万円それぞ

れ減少したことなどによるものです。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて1.2％増加し、42億36百万円となりました。これは有形固定資産が

１億４百万円減少し、一方で投資その他の資産が１億54百万円増加したことなどによります。 

投資その他の資産の増加は、主に投資有価証券が２億86百万円増加したことによるものであります。 

これらの結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて9.2％減少し、179億45百万円となりました。 

 

(ﾛ) 負債 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて17.8％減少し、94億33百万円となりました。これは、支払手形及び

買掛金が18億44百万円、未払費用が１億45百万円それぞれ減少したことなどによります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて4.0％減少し、11億２百万円となりました。これは、長期借入金が

１億29百万円減少したことなどによります。 

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて16.6％減少し、105億36百万円となりました。 

 

(ﾊ) 純資産 

純資産合計は、前連結会計年度に比べて3.9％増加し、74億９百万円となりました。これは、利益剰余金が

59百万円、その他有価証券評価差額金が１億77百万円それぞれ増加したことなどによります。 

 

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４億13百万円増加し、22億79百万

円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

 

(ｲ) 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、全体として７億78百万円の収入となりました。収入の主な内訳は、

税金等調整前当期純利益４億32百万円、減価償却費２億17百万円、売上債権の減少額22億15百万円、たな卸資

産の減少額２億53百万円であり、支出の主な内訳は、仕入債務の減少額19億62百万円、法人税等の支払額２億

73百万円であります。 

 

(ﾛ) 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、全体として１億20百万円の支出となりました。これは、主に有形固

定資産の取得による支出86百万円、子会社株式の取得による支出45百万円によるものであります。 

 

(ﾊ) 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、全体として２億51百万円の支出となりました。これは、主に長期借

入金の減少額１億82百万円、配当金の支払額１億10百万円によるものであります。 
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（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 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(％) 27.5 28.4 29.3 34.7 39.6 

時価ベースの自己資 

本比率(％) 
42.5 42.5 23.9 26.2 26.3 

キャッシュ・フロー 

対有利子負債比率(％) 
13.5 ― 1.4 ― 3.0 

インタレスト・カバレ 

ッジ・レシオ(倍) 
14.8 ― 69.7 ― 60.6 

 

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）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います。 

（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います。 

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。若し営業キャッシュ・フローがマイナスの

場合は、キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオの計算は省略しています。 

（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いま

す。 

 

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、創業以来一貫して、株主への利益還元を重要な課題のひとつに考えて事業経営にあたっており、財務

体質強化のための内部留保を確保しつつ、安定配当を継続し、かつ業績に応じた適正な利益配分を行うことを基

本方針としております。 

この方針に基づき、配当につきましては１株当たり７円を安定配当としつつ、個別配当性向30％を目標として、

経営成績に応じた配当を実施していく所存であります。 

当期の１株当たり配当金につきましては、中間配当３円に期末配当４円を加えた年間７円を予定しております。 

また次期の１株当たり配当金につきましても、中間配当３円、期末配当４円の年間７円を予定しております。 

なお、内部留保金につきましては、経営体質の一層の充実並びに将来の事業展開に役立てることとしたいと考

えております。 

 

(4) 事業等のリスク 

最近の有価証券報告書（平成21年６月26日提出）における「事業等のリスク」から重要な変更はありませんの

で、記載を省略いたします。 
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２．企業集団の状況 

当企業集団は、リックス株式会社（当社）、及び子会社９社、関連会社２社により構成されており、事業は高圧

液圧応用機器、精密計測・検査機器等の製造販売を行っております。 

事業内容と、当社及び関係会社の当該事業にかかる位置付け、並びに事業の種類別セグメントとの関連は、次の

とおりです。 

区 分 主 要 製 品 ・ 商 品 主 要 な 会 社 

（高圧液圧応用機器） 

 圧力発生機 

 

 

 

（商）高圧油圧ポンプ・プランジャーポンプ

水中ポンプ・モーノポンプ・渦巻ポン

プ 

 

製造

販売

 

 

㈱市丸技研 

当社 

 

 応用機器・システム製品 

 

 

（製）精密水洗浄機（ＡＸ・αＸ・ＪＸ・Ｒ

Ｘシリーズ） 

（商）高圧水洗浄機 

製造

 

販売

 

当社・SIAM RIX MANUFACTURING CO.,LTD. 

・瑞顧克斯(常州)机械制造有限公司 

当社・RIX TECHNOLOGY(THAILAND)CO.,LTD.

・瑞顧斯貿易(上海)有限公司 

 付属機器・部品 

 

 

 

（製）ロータリージョイント・マルチジョイ

ント 

（商）オイルシール・回転ノズル・フィルタ

ー 

製造

販売

 

当社 

当社・西日本オイルシール販売㈱ 

・リックステクノサービス㈱ 

 関連技術商品 

 

（商）ピストン弁・バルブ・真空ポンプ・コ

ンプレッサー 

製造

販売

㈱市丸技研・㈱四葉機械製作所 

当社 

（精密自動・計測機器） （商）測定機器・インバーター 販売 当社 

（その他） 

 

 

 

（製）ベアリング再生精密研磨加工・合成樹

脂製品 

（商）製鋼副資材・潤滑油調整剤・大気汚染

防止装置・環境関連機器 

製造

販売

 

 

タイヨー軸受㈱・㈱ロッキーケミカル 

当社 

 

 

また当社の関連当事者であるＮＯＫ㈱より、自動車用部品・電子部品等を継続的に購入しています。 

以上の企業集団等について図示すると次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 連結子会社は、西日本オイルシール販売㈱、タイヨー軸受㈱、㈱ロッキーケミカル及びSIAM RIX MANUFACTURING CO.,LTD.

の４社です。 

 

リ

ッ

ク

ス

㈱

㈱市丸技研 

㈱四葉機械製作所 

ＮＯＫ㈱ 

一般仕入先 

㈱ロッキーケミカル 

西日本オイルシール販売㈱ 

リックステクノサービス㈱ 

RIX TECHNOLOGY(THAILAND)CO.,LTD. 

瑞顧斯貿易(上海)有限公司 

顧

客

高圧液圧応用機器

（商品） 

精密自動・計測機器

（商品） 

その他 

（製品・商品） 

高圧液圧応用機器

（製品） 

タイヨー軸受㈱ 

SIAM RIX MANUFACTURING CO.,LTD. 

瑞顧克斯(常州)机械制造有限公司 
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３．経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

当社は、お客様の課題を、より専門的な立場から解決する、顧客密着型メーカー商社として、世界の産業界に

貢献します。 

 

(2) 目標とする経営指標 

米国発の金融危機の影響が実体経済に及び、主要各国の景気を急速に後退させたこの世界同時不況のなかで、

当社はその緊急対応として、平成21年度から平成23年度までの３ヵ年を対象として、その最終年度における目標

を次の通り設定いたしました。 

・営業利益 10億円（連結） 

 

(3) 中長期的な会社の経営戦略 

当社は、平成18年度に始まる中期５ヵ年計画「戦略ビジョン２０１０」を策定し、そのビジョン実現のために

努めてまいりましたが、この度の急激な世界景気の後退から、経済が回復するまでには５年間を要することを想

定し、３年以内に上記目標に達することを目指し「危機対応３ヵ年計画」を策定いたしました。 

 

（骨子）危機対応３ヵ年計画 （対象期間：平成21年度から平成23年度まで） 

① 継続的な組織能力開発と、新しい事業への転換の基礎作りを行います。 

② 経済危機後の経営環境の変化を予測した対応を重点的に行います。 

③ 最も成長が予測されるアジアでの拠点展開、特に中国での事業展開を加速します。 

④ 国内市場で成長が予測される環境、医薬、エネルギーなどの分野への展開も戦略的に行います。 

⑤ 営業活動の効率と質の向上を加速させ、収縮する国内市場においても成長できる、レベルの高い組織力への

発展を目指します。（必要なコア能力の認識と、それらの継続的な強化を行います） 

⑥ 製品事業本部においては事業の構造改革を行い、経済危機後の経営環境において高い付加価値を生み出す組

織にします。（必要なコア能力の認識とそれらの強化を行います） 

⑦ 短期戦略（単年度）で実行する「人・仕組み作り」の内容は、危機対応３ヵ年計画とベクトルを合わせて取

り組みます。 

 

(4) 会社の対処すべき課題 

当社をとりまくビジネス環境は、平成14年に始まる国内経済の持続的回復という好環境から激変し、今後中長

期的にはたいへん厳しいものになると予想されます。少子高齢化による国内市場の縮小、産業・経済のグローバ

ル化の進行による国内生産の低下、縮小した市場での競争の激化、厳しいコストダウン要求など、当社が国内市

場だけで高い成長を続けていくことは容易ではない状況となってまいりました。 

また、この度の世界同時不況下で、当社の主要顧客である鉄鋼、自動車、電子・半導体、ゴム・タイヤ等の製

造大手は、今後の海外での事業展開を再構築し、また新たな事業展開へ向けて準備を進めていることから、当社

の得意とする分野で高い成長が期待できる市場として、海外市場がますます重要になってまいりました。 

このような環境のもとで、当社は顧客密着による課題解決型営業、すなわち、生産現場で必要となる設備更新、

生産維持メンテナンス、製品の機能・品質向上、コストダウン、環境改善など、顧客が抱えるさまざまな課題を

的確に捉え、その解決のために最適の製品・商品・サービスを提供することによって顧客の価値実現に貢献する

営業を、国内はもとより、海外にも主要拠点をおき事業展開してまいります。 

 

このために次の４つの基本方針のもと、事業展開を強化してまいります。すなわち、 

１．顧客密着、課題解決型営業の定着 

２．新商品開発の促進 

３．海外事業展開の促進 

４．組織課題解決力の高い人材の育成 

を念頭に事業展開を進めてまいります。 
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まず、【１．顧客密着・課題解決型営業の定着】については、顧客の課題・ニーズを把握し、その解決のため

の製品・商品・サービスを迅速に提供するプロセスを計画的に積み重ね、その成功事例を社内情報システムや業

界プロ会議で社内共有し、多くの成功事例をもとに、広く国内外の顧客に提案・展開していく取り組みを、これ

まで以上に迅速かつ組織的に展開してまいります。 

 

その一方で、【２．新商品開発の促進】については、特に当社の技術優位・競争優位が生きる自社・ブランド

商品や、また独占的販売権を得ることのできた他社商品に関して、開発、商品導入、販売立ち上げ、用途開発・

拡販の過程を、計画的・組織的かつスピーディに行い、息の長い大型商品までに育て上げることに取り組み、連

続的に新商品を生み出していく開発の仕組みの定着をはかります。 

 

【３．海外事業展開の促進】については、設立した中国常州の製造子会社を、今後アジアの中心市場となるこ

とが予測される中国市場へ向けての新しい生産拠点として位置づけ、自社製品であるＡＸ（注１）、ＲＸ（注２）、ロ

ッキージョイント（注３）の現地における生産体制の確立・強化を進めてまいります。 

また、この常州子会社での生産開始と、既に展開しているタイのＲＸ、ＡＸの製造・メンテナンス子会社の製

品・サービス、及び上海販売子会社の本格的営業展開の三者を緊密に連携しながら、今後の中国・アジア市場に

向けてメーカー商社機能を活かした当社独自の自社・ブランド商品のグローバルマーケティングを展開してまい

ります。 

注１：ＡＸは、半導体メーカー向けの半導体モールド用高圧水バリ取り洗浄装置の自社ブランド名称です。 

注２：ＲＸは、自動車部品メーカー向けの自動車部品ＮＣ高圧洗浄機の自社ブランド名称です。 

注３：ロッキージョイントは、鉄鋼・製紙・半導体・工作機械メーカー向けにそれぞれのシリーズをもつ流体回転継手（ロータリージョイ

ント）の自社ブランド名称です。 

 

以上の活動を支えるために、人事制度面では新しい報酬・評価制度を導入し、【４．組織課題解決力の高い人

材の育成】を行います。すなわち上記課題に対するそれぞれの具体的な目標を達成するために知を結集し、組織

力を最大限に生かすことのできるリーダーシップ能力をもち、自らの先見的行動・ビジョン設定ができるリーダ

ーの育成を行い、今後の活動の推進力の強化を進めてまいります。 
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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 1,866,664 2,279,796

受取手形 2,104,899 1,292,909

売掛金 9,266,309 7,898,599

商品及び製品 781,812 605,098

仕掛品 182,339 109,641

原材料及び貯蔵品 46,673 43,981

繰延税金資産 214,097 143,116

前払費用 42,435 43,749

短期貸付金 10,508 3,946

信託受益権 973,622 1,009,938

その他 92,637 286,212

貸倒引当金 △9,606 △7,614

流動資産合計 15,572,394 13,709,375

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 ※2  1,940,948 ※2  1,942,074

減価償却累計額 △1,157,997 △1,182,136

建物及び構築物（純額） 782,951 759,937

機械装置及び運搬具 590,839 616,698

減価償却累計額 △419,967 △433,192

機械装置及び運搬具（純額） 170,872 183,505

工具、器具及び備品 767,446 718,358

減価償却累計額 △579,628 △606,556

工具、器具及び備品（純額） 187,818 111,802

土地 ※2  657,565 ※2  640,952

リース資産 79,200 81,960

減価償却累計額 △990 △5,016

リース資産（純額） 78,210 76,943

有形固定資産合計 1,877,417 1,773,141

無形固定資産   

その他 91,930 90,290

無形固定資産合計 91,930 90,290

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1, ※2  1,412,735 ※1, ※2  1,699,086

長期貸付金 102,641 57,054

差入保証金 146,044 145,816

保険積立金 12,461 15,320

繰延税金資産 349,164 230,660

その他 ※1  218,179 ※1  241,859

貸倒引当金 △23,364 △17,008

投資その他の資産合計 2,217,861 2,372,789

固定資産合計 4,187,209 4,236,221

資産合計 19,759,604 17,945,597
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(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 ※2  3,531,649 ※2  2,366,142

買掛金 ※2  4,820,588 ※2  4,142,048

短期借入金 ※2  2,026,000 ※2  2,079,500

1年内返済予定の長期借入金 184,640 131,551

リース債務 4,158 5,013

未払費用 444,941 299,919

未払法人税等 226,237 180,158

未払消費税等 33,969 1,424

未払役員賞与 55,552 21,150

その他 150,829 207,063

流動負債合計 11,478,565 9,433,973

固定負債   

長期借入金 231,340 101,762

リース債務 77,962 75,556

繰延税金負債 － 14,903

退職給付引当金 530,507 563,871

役員退職慰労引当金 296,794 331,216

負ののれん 866 －

その他 11,010 15,248

固定負債合計 1,148,480 1,102,557

負債合計 12,627,046 10,536,530

純資産の部   

株主資本   

資本金 827,900 827,900

資本剰余金 683,986 683,986

利益剰余金 5,488,657 5,547,722

自己株式 △78,723 △78,868

株主資本合計 6,921,819 6,980,739

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,608 183,082

為替換算調整勘定 △71,413 △59,118

評価・換算差額等合計 △65,804 123,963

少数株主持分 276,543 304,363

純資産合計 7,132,558 7,409,066

負債純資産合計 19,759,604 17,945,597
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(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 33,346,404 23,701,854

売上原価 ※2  27,274,548 ※2  19,652,046

売上総利益 6,071,856 4,049,808

販売費及び一般管理費 ※1, ※2  4,388,685 ※1, ※2  3,604,642

営業利益 1,683,170 445,166

営業外収益   

受取利息 4,686 3,268

受取配当金 24,459 14,934

不動産賃貸料 33,106 32,095

負ののれん償却額 1,037 866

持分法による投資利益 5,681 5,973

仕入割引 13,582 6,814

信託受益権利息 14,616 8,605

その他 25,509 17,143

営業外収益合計 122,680 89,703

営業外費用   

支払利息 24,654 12,899

為替差損 41,358 6,293

投資事業組合運用損 17,257 15,477

その他 23,161 1,960

営業外費用合計 106,431 36,631

経常利益 1,699,419 498,237

特別利益   

固定資産売却益 － ※3  3,507

投資有価証券売却益 1,900 2,321

貸倒引当金戻入額 － 2,779

特別利益合計 1,900 8,608

特別損失   

固定資産売却損 ※4  1,097 ※4  1,118

固定資産除却損 ※5  1,835 ※5  5,660

減損損失 ※6  1,406 ※6  18,352

投資有価証券売却損 － 23,168

投資有価証券評価損 139,436 －

会員権評価損 2,030 16,930

工場閉鎖損失 － 9,372

特別損失合計 145,806 74,602

税金等調整前当期純利益 1,555,512 432,243

法人税、住民税及び事業税 667,700 190,063

法人税等調整額 30,452 64,000

法人税等合計 698,153 254,063

少数株主利益 39,605 8,570

当期純利益 817,753 169,609
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(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 827,900 827,900

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 827,900 827,900

資本剰余金   

前期末残高 683,986 683,986

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 683,986 683,986

利益剰余金   

前期末残高 5,121,475 5,488,657

当期変動額   

剰余金の配当 △426,868 △110,544

当期純利益 817,753 169,609

連結範囲の変動 △23,704 －

当期変動額合計 367,181 59,064

当期末残高 5,488,657 5,547,722

自己株式   

前期末残高 △39,886 △78,723

当期変動額   

自己株式の取得 △38,871 △144

自己株式の処分 33 －

当期変動額合計 △38,837 △144

当期末残高 △78,723 △78,868

株主資本合計   

前期末残高 6,593,475 6,921,819

当期変動額   

剰余金の配当 △426,868 △110,544

当期純利益 817,753 169,609

自己株式の取得 △38,871 △144

自己株式の処分 33 －

連結範囲の変動 △23,704 －

当期変動額合計 328,344 58,919

当期末残高 6,921,819 6,980,739
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(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 228,420 5,608

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △222,811 177,473

当期変動額合計 △222,811 177,473

当期末残高 5,608 183,082

為替換算調整勘定   

前期末残高 － △71,413

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △71,413 12,294

当期変動額合計 △71,413 12,294

当期末残高 △71,413 △59,118

評価・換算差額等合計   

前期末残高 228,420 △65,804

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △294,225 189,768

当期変動額合計 △294,225 189,768

当期末残高 △65,804 123,963

少数株主持分   

前期末残高 250,110 276,543

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 26,433 27,820

当期変動額合計 26,433 27,820

当期末残高 276,543 304,363

純資産合計   

前期末残高 7,072,006 7,132,558

当期変動額   

剰余金の配当 △426,868 △110,544

当期純利益 817,753 169,609

自己株式の取得 △38,871 △144

自己株式の処分 33 －

連結範囲の変動 △23,704 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △267,792 217,588

当期変動額合計 60,551 276,508

当期末残高 7,132,558 7,409,066
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(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 1,555,512 432,243

減価償却費 238,598 217,867

減損損失 1,406 18,352

負ののれん償却額 △1,037 △866

未払役員賞与の増減額（△は減少） △13,321 △34,402

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,438 33,363

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 20,904 34,422

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,268 △8,348

受取利息及び受取配当金 △29,146 △18,203

支払利息 24,654 12,899

為替差損益（△は益） △368 △2,597

有形固定資産売却損益（△は益） 1,097 △2,389

有形固定資産除却損 1,835 5,660

投資有価証券売却損益（△は益） △1,900 20,846

投資有価証券評価損益（△は益） 139,436 －

投資事業組合運用損益（△は益） － 15,477

会員権評価損 2,030 16,930

持分法による投資損益（△は益） △5,681 △5,973

工場閉鎖損失 － 9,372

売上債権の増減額（△は増加） 1,215,735 2,215,887

たな卸資産の増減額（△は増加） 144,664 253,792

その他の資産の増減額（△は増加） △38,171 △13,751

仕入債務の増減額（△は減少） △2,261,091 △1,962,242

未払消費税等の増減額（△は減少） △21,938 △32,564

その他の負債の増減額（△は減少） △98,962 △159,792

小計 885,964 1,045,986

利息及び配当金の受取額 30,425 18,597

利息の支払額 △24,755 △12,843

法人税等の支払額 △1,009,816 △273,068

営業活動によるキャッシュ・フロー △118,182 778,671
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(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) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

信託受益権の取得による支出 △3,259,719 △2,468,785

信託受益権の償還による収入 3,411,177 2,432,469

有形固定資産の取得による支出 △120,666 △86,172

有形固定資産の売却による収入 630 25,014

投資有価証券の取得による支出 △36,686 △18,865

投資有価証券の売却による収入 16,254 44,169

子会社株式の取得による支出 △100,000 △45,000

貸付けによる支出 △56,862 △28,822

貸付金の回収による収入 77,439 80,970

その他の支出 △76,115 △55,766

その他の収入 39,653 259

投資活動によるキャッシュ・フロー △104,893 △120,527

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 50,474,400 42,197,000

短期借入金の返済による支出 △51,167,600 △42,143,500

長期借入れによる収入 － 1,951

長期借入金の返済による支出 △268,272 △184,640

リース債務の返済による支出 △1,039 △4,308

自己株式の取得による支出 △38,837 △144

配当金の支払額 △425,595 △110,577

少数株主への配当金の支払額 △6,800 △6,800

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,433,743 △251,019

現金及び現金同等物に係る換算差額 △21,057 6,006

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,677,876 413,131

現金及び現金同等物の期首残高 3,498,260 1,866,664

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 46,847 －

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △566 －

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  1,866,664 ※1  2,279,796
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該当事項はありません。 

  

 

(5) 継続企業の前提に関する注記

(6) 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)

１ 連結の範囲に関する事項

 (1) 連結子会社 連結子会社は、西日本オイルシール販

売㈱、タイヨー軸受㈱、㈱ロッキーケ

ミカル及びSIAM RIX MANUFACTURING 

CO.,LTD.の４社であります。 

前連結会計年度まで非連結子会社に含

めておりましたSIAM RIX 

MANUFACTURING CO.,LTD.は、重要性が

増したことにより、当連結会計年度よ

り連結の範囲に含めております。 

前連結会計年度まで連結子会社に含め

ておりました㈱セーカは、休眠会社と

なり重要性が乏しくなったため、当連

結会計年度より連結の範囲から除外し

ております。 

 

連結子会社は、西日本オイルシール販

売㈱、タイヨー軸受㈱、㈱ロッキーケ

ミカル及びSIAM RIX MANUFACTURING 

CO.,LTD.の４社であります。

 (2) 非連結子会社 非連結子会社は、瑞顧斯貿易(上海)有

限公司、リックステクノサービス㈱、

RIX TECHNOLOGY(THAILAND)CO.,LTD.、

㈱セーカ、瑞顧克斯(常州)机械制造有

限公司の５社であります。 

上記５社については、いずれも小規模

会社であり、合計の総資産、売上高、

当期純損益及び利益剰余金(持分に見

合う額)等はいずれも連結財務諸表に

重要な影響を及ぼしていないため、連

結の範囲から除いております。 

 

同左

２ 持分法の適用に関する事

項

持分法適用関連会社は㈱市丸技研の１

社であります。

同左

非連結子会社５社、関連会社１社に対

する投資勘定については、持分法を適

用しておりません。

同左

持分法を適用しない子会社は、瑞顧斯

貿易(上海)有限公司、リックステクノ

サービス㈱、RIX TECHNOLOGY

(THAILAND)CO.,LTD.、㈱セーカ、瑞顧

克斯(常州)机械制造有限公司の５社

で、関連会社は、㈱四葉機械製作所の

１社であります。 

上記６社については、それぞれ当期純

損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が

軽微であり、かつ全体としても重要性

がないため、持分法を適用せず原価法

により評価しております。 

 

同左

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、SIAM RIX 

MANUFACTURING CO.,LTD.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。

同左
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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)

４ 会計処理基準に関する事

項

 (1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法

  ① 有価証券の評価基準

及び評価方法

その他有価証券

 ａ 時価のあるもの

 連結決算日の市場価格等に基づく時

価法(評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平均法に

より算定しております。)

その他有価証券

 ａ 時価のあるもの

   同左

 ｂ 時価のないもの

    移動平均法による原価法 

 

 ｂ 時価のないもの

   同左

  ② 通常の販売目的で保

有するたな卸資産の

評価基準及び評価方

法

 評価基準は原価法（収益性の低下に

よる簿価切下げの方法）によっており

ます。 

 

商品

 主として移動平均法

 

  

 

 

商品

 同左

製品、半製品、仕掛品

 個別法

製品、半製品、仕掛品

 同左 

原材料及び貯蔵品

 主として移動平均法 

 
（会計方針の変更）
 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。 
 なお、この変更による損益に与える
影響はありません。 
 

原材料及び貯蔵品

 同左  

 
──────────
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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) 重要な減価償却資産の

   減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

 定率法

  ただし、平成10年４月１日以降に

取得した建物(建物附属設備を除

く)については、定額法を採用し

ております。  

なお、主な耐用年数は次のとおり

であります。  

 建物及び構築物   15～50年 

 機械装置及び運搬具 ８～12年 

 工具、器具及び備品 ２～15年  

また、取得価額が10万円以上20万

円未満の少額減価償却資産につい

ては、３年間で均等償却する方法

を採用しております。

有形固定資産（リース資産を除く）

 定率法

 同左

無形固定資産（リース資産を除く）

 定額法

  なお、耐用年数については法人税

法に規定する方法と同一の基準に

よっております。

  ただし、ソフトウェア(自社利用

分)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

無形固定資産（リース資産を除く）

 同左

 

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

存価額を零とする定額法を採用し

ております。 

 なお、所有権移転外ファイナン

ス・リース取引のうち、リース取

引開始日が平成20年３月31日以前

のリース取引については、通常の

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す。

リース資産

 同左

長期前払費用

 均等償却

  なお、償却期間については法人税

法に規定する方法と同一の基準に

よっております。

長期前払費用

 同左

リックス株式会社（7525）　平成22年３月期　決算短信

- 18 -



 
  

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)

 (3) 重要な引当金の計上基

準

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法

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。 

 

貸倒引当金

 同左

退職給付引当金 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

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。また、連結子会

社である、西日本オイルシール販売㈱

については、当連結会計年度末の退職

給付債務及び年金資産に基づき、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。 

 また、数理計算上の差異について

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

る按分額を、翌連結会計年度より費用

処理することとしております。 

 

 同左

役員退職慰労引当金 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、内規に基づく当連結会計年度末要

支給額を計上しております。

 同左 

  

 

 (4) その他重要な事項 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理

 税抜方式を採用しております。  同左

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

 連結子会社の資産及び負債の評価方

法は、全面時価評価法によっておりま

す。

 同左

６ のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

 のれん及び負ののれんは、５年間で

均等償却しております。

 同左

７ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

 手許現金、要求払預金及び取得日か

ら３ケ月以内に満期日の到来する流動

性の高い、容易に換金可能であり、か

つ、価格の変動について僅少なリスク

しか負わない短期的な投資でありま

す。

 同左

リックス株式会社（7525）　平成22年３月期　決算短信

- 19 -



  

 
  

(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

会計処理の変更

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)

（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る方法に準じ

た会計処理によっております。 

 なお、リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所

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によ

っております。 

 この変更による損益に与える影響はありません。 

     

（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） 

 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。 

 なお、この変更による損益に与える影響はありませ

ん。 

 

──────────

────────── 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

    

────────── 

  

 

  

 

  

 

  

 

（退職給付に係る会計基準） 

 当連結会計年度から平成20年７月31日公表の「退職給

付に係る会計基準」の一部改正（その３）（企業会計基

準委員会 企業会計基準第19号）を適用しております。 

 これによる営業損益、経常損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。 
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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

れたものは、当連結会計年度から「商品及び製品」「仕

掛品」「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」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、それ

ぞれ736,557千円、349,912千円、42,885千円でありま

す。

──────────

（連結損益計算書）

１ 前連結会計年度において営業外収益の「その他」に

含めて表示しておりました「仕入割引」（前連結会

計年度 14,175千円）は、営業外収益の総額の100分

の10を超えたため、当連結会計年度より区分掲記し

ております。

２ 前連結会計年度において営業外費用の「その他」に

含めて表示しておりました「投資事業組合運用損」

（前連結会計年度 1,692千円）は、営業外費用の総

額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より区

分掲記しております。 
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(8) 連結財務諸表に関する注記事項

(連結貸借対照表関係)

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)

 

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次の
とおりであります。
投資有価証券(株式) 380,144千円
その他(出資金) 124,130千円

 

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次の
とおりであります。
投資有価証券(株式) 384,212千円
その他(出資金) 169,130千円

 

※２ 担保提供資産
   債務の担保に供している資産

建物 330,250千円
構築物 18,840千円
土地 73,312千円
投資有価証券 100,179千円

合計 522,582千円

   担保資産に対応する債務
支払手形 334,602千円
買掛金 110,683千円
短期借入金 540,000千円

合計 985,285千円

 

※２ 担保提供資産
   債務の担保に供している資産

建物 303,427千円
構築物 16,942千円
土地 73,312千円
投資有価証券 187,969千円

合計 581,651千円

   担保資産に対応する債務
支払手形 384,576千円
買掛金 174,842千円
短期借入金 540,000千円

合計 1,099,418千円
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(連結損益計算書関係)

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 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額
は次のとおりであります。
給料手当 1,611,460千円
賞与 732,018千円
役員賞与 56,352千円
役員退職慰労引当金繰入額 20,904千円
退職給付費用 73,835千円
賃借料 339,726千円
試験研究費 8,735千円
減価償却費 129,443千円

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額
は次のとおりであります。
給料手当 1,498,277千円
賞与 359,996千円
役員賞与 20,580千円
役員退職慰労引当金繰入額 36,122千円
退職給付費用 87,402千円
賃借料 334,784千円
試験研究費 4,785千円
減価償却費 121,776千円

 

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発
費は157,224千円であります。なお、販売費及び
一般管理費の費目のうち「試験研究費」として表
示しているものは研究開発用の購入部品費であ
り、人件費等については、給料手当、賞与等の費
目に含まれております。

──────────

※４ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。
機械装置及び運搬具 1,097千円

 

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発
費は137,056千円であります。なお、販売費及び
一般管理費の費目のうち「試験研究費」として表
示しているものは研究開発用の購入部品費であ
り、人件費等については、給料手当、賞与等の費
目に含まれております。

※３ 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 284千円
土地 3,222千円

計 3,507千円

※４ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。
機械装置及び運搬具 1,118千円

 

 

※５ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。
機械装置及び運搬具 52千円
工具、器具及び備品 1,782千円

計 1,835千円

※６ 減損損失

 当連結会計年度において、以下の資産における減

損損失を計上しております。

用途 種類 場所
金額 

（千円）

遊休資産 土地
福岡県遠賀郡
岡垣町

654

遊休資産 土地 千葉県君津市 752

計 1,406

 減損損失の算定にあたっては、事業部門単位を基

本とし、製造部門においては工場を単位とし、将来

の使用が見込まれていない遊休資産等については

個々の物件単位でグループ化を行いました。その結

果、当連結会計年度において、継続的な地価の下落

に伴い、帳簿価額に対し著しく時価が下落している

固定資産グループについて、帳簿価額を回収可能価

額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損

失に計上いたしました。 

 なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却

価額により測定しております。正味売却価額は固定

資産税評価額を基準に算定しております。

 

 

※５ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。
建物及び構築物 1,753千円
機械装置及び運搬具 11千円
工具、器具及び備品 3,780千円
ソフトウエア 115千円

計 5,660千円

※６ 減損損失 

 当連結会計年度において、以下の資産における減

損損失を計上しております。

用途 種類 場所
金額 

（千円）

遊休資産 土地
福岡県遠賀郡岡
垣町

449

高圧液圧応用
機器(製品) 
製造設備

建物及び構築物
機械装置及び 

運搬具 
工具、器具及び

備品

名古屋事業所 
愛知県岡崎市

17,903

計 18,352

 減損損失の算定にあたっては、事業部門単位を基

本とし、製造部門においては工場を単位とし、将来

の使用が見込まれていない遊休資産等については

個々の物件単位でグループ化を行いました。その結

果、当連結会計年度において、継続的な地価の下落

に伴い、帳簿価額に対し著しく時価が下落している

固定資産グループについて、また自動車業界の急激

な設備投資の抑制により、主に同業界向けの製造設

備であった名古屋事業所の業績が悪化したため、同

資産グループについて、帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に

計上いたしました。 

 なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却

価額により測定しております。正味売却価額は固定

資産税評価額を基準に算定しております。
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(変動事由の概要)  

増加・減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

 取締役会決議による自己株式の取得による増加   48,300株 

 単元未満株式の買取りによる増加     156株 

 単元未満株式の売渡しによる減少      45株 

  

  

  

     該当事項ありません。 

  
  

 
  

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係)

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 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 8,640,000 ─ ─ 8,640,000

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 99,597 48,456 45 148,008

３ 新株予約権等に関する事項

４ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり配当額

(円)
基準日 効力発生日

平成20年６月26日 
定時株主総会

普通株式 299,316 35 平成20年３月31日 平成20年６月27日

平成20年11月５日 
取締役会

普通株式 127,551 15 平成20年９月30日 平成20年12月４日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年６月25日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 85,034 10 平成21年３月31日 平成21年６月26日
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(変動事由の概要)  

増加数の内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加     239株 

  

  

  

     該当事項ありません。 

  

  

 
  

 
  

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 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 8,640,000 ─ ─ 8,640,000

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 148,008 239 ─ 148,247

３ 新株予約権等に関する事項

４ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり配当額

(円)
基準日 効力発生日

平成21年６月25日 
定時株主総会

普通株式 85,034 10 平成21年３月31日 平成21年６月26日

平成21年11月５日 
取締役会

普通株式 25,509 ３ 平成21年９月30日 平成21年12月４日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成22年６月25日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 34,013 ４ 平成22年３月31日 平成22年６月28日
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

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 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表
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 1,866,664千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 ─

現金及び現金同等物 1,866,664千円

 ２ 重要な非資金取引の内容 
当連結会計年度に新たに計上したファイナンス・
リース取引に係る資産及び負債の額は、それぞれ
79,200千円及び82,120千円であります。 
 

 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表
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 2,279,796千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 ─

現金及び現金同等物 2,279,796千円

 ２ 重要な非資金取引の内容 
当連結会計年度に新たに計上したファイナンス・
リース取引に係る資産及び負債の額は、それぞれ
2,760千円及び2,760千円であります。 
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(注) １ 事業区分は、商品・製品の別及び商品・製品の種類、性質により区分しております。 

２ 各事業区分に属する主要な内容 

 
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916,487千円であり、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。 

４ 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5,460,410千円であり、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。 

５ 減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用及びその償却額を含んでおります。 

  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

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)

高圧液圧応用機器
(千円)

精密自
動・計測
機器 
(千円) 
(商品)

その他
(千円) 計 

(千円)

消去 
又は全社 
(千円)

連結
(千円)

(商品) (製品) (商品) (製品)

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

20,038,015 3,841,631 1,179,765 7,751,739 535,251 33,346,404 ─ 33,346,404

 (2) セグメント間の 
   内部売上高又 
   は振替高

52,238 ─ ─ ─ ─ 52,238 （52,238) ─

計 20,090,254 3,841,631 1,179,765 7,751,739 535,251 33,398,642 (52,238) 33,346,404

  営業費用 18,820,574 3,085,947 1,190,623 7,277,307 424,530 30,798,984 864,249 31,663,233

  営業利益又は 
  営業損失(△)

1,269,679 755,683 △10,858 474,431 110,720 2,599,657 (916,487) 1,683,170

Ⅱ 資産、減価償却費、 
  減損損失及び資本的 
  支出

  資産 7,846,524 2,541,280 475,274 3,216,463 434,726 14,514,270 5,245,333 19,759,604

  減価償却費 16,405 108,898 1,083 7,116 16,216 149,719 88,878 238,598

  減損損失 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 1,406 1,406

  資本的支出 57,605 71,755 4,257 27,975 8,388 169,983 49,575 219,559

 高圧液圧応用機器； 

  (商品)

(圧力発生機) 高圧油圧ポンプ、プランジャーポンプ、水中ポン

プ、モーノポンプ、渦巻ポンプ

(応用機器・システム商品)高圧水洗浄機等

(付属機器・部品) オイルシール、回転ノズル、フィルター等

(関連技術商品) ピストン弁、バルブ、真空ポンプ、コンプレッサー

等

 高圧液圧応用機器； (応用機器・システム製品)精密水洗浄機等

  (製品) (付属機器・部品) ロータリージョイント、マルチジョイント等

 精密自動・計測機器； 測定機器・インバーター

 その他(商品)； 製鋼副資材、潤滑油調整剤、大気汚染防止装置、環境関連機器等

 その他(製品)； ベアリング再生精密研磨加工、合成樹脂製品等
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(注) １ 事業区分は、商品・製品の別及び商品・製品の種類、性質により区分しております。 

２ 各事業区分に属する主要な内容 

 
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762,242千円であり、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。 

４ 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6,239,441千円であり、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。 

５ 減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用及びその償却額を含んでおります。 

  

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)

高圧液圧応用機器
(千円)

精密自
動・計測
機器 
(千円) 
(商品)

その他
(千円) 計 

(千円)

消去 
又は全社 
(千円)

連結
(千円)

(商品) (製品) (商品) (製品)

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

13,918,598 1,764,681 487,248 7,141,263 390,061 23,701,854 ─ 23,701,854

 (2) セグメント間の 
   内部売上高又 
   は振替高

11,740 ─ ─ ─ ─ 11,740 （11,740) ─

計 13,930,338 1,764,681 487,248 7,141,263 390,061 23,713,595 (11,740) 23,701,854

  営業費用 13,173,933 1,685,512 475,144 6,824,604 346,991 22,506,186 750,501 23,256,688

  営業利益 756,405 79,169 12,104 316,659 43,070 1,207,408 (762,242) 445,166

Ⅱ 資産、減価償却費、 
  減損損失及び資本的 
  支出

  資産 6,347,878 1,652,405 224,709 3,269,324 419,275 11,913,593 6,032,004 17,945,597

  減価償却費 15,122 96,215 610 8,951 15,568 136,468 81,399 217,867

  減損損失 ─ 17,903 ─ ─ ─ ─ 449 18,352

  資本的支出 1,065 21,703 46 682 41,867 65,364 83,850 149,214

 高圧液圧応用機器； 

  (商品)

(圧力発生機) 高圧油圧ポンプ、プランジャーポンプ、水中ポン

プ、モーノポンプ、渦巻ポンプ

(応用機器・システム商品)高圧水洗浄機等

(付属機器・部品) オイルシール、回転ノズル、フィルター等

(関連技術商品) ピストン弁、バルブ、真空ポンプ、コンプレッサー

等

 高圧液圧応用機器； (応用機器・システム製品)精密水洗浄機等

  (製品) (付属機器・部品) ロータリージョイント、マルチジョイント等

 精密自動・計測機器； 測定機器・インバーター

 その他(商品)； 製鋼副資材、潤滑油調整剤、大気汚染防止装置、環境関連機器等

 その他(製品)； ベアリング再生精密研磨加工、合成樹脂製品等
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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)及び当連結会計年度(自 平成21

年４月１日 至 平成22年３月31日)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「日本」の割合が、いずれも90％を超えているため、記載を省略しておりま

す。 

  

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)及び当連結会計年度(自 平成21

年４月１日 至 平成22年３月31日)における海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売

上高の記載を省略しております。 

  

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高
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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、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、開示を省略いたします。 

  

  

(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 807.35円 １株当たり純資産額 836.66円

１株当たり当期純利益 96.13円 １株当たり当期純利益 19.97円

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

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。

 

１株当たり当期純利益の算定上の基礎

連結損益計算書上の当期純利益 817,753千円

普通株式に係る当期純利益 817,753千円

普通株主に帰属しない金額 ─千円

普通株式の期中平均株式数 8,506千株

 

１株当たり当期純利益の算定上の基礎

連結損益計算書上の当期純利益 169,609千円

普通株式に係る当期純利益 169,609千円

普通株主に帰属しない金額 ─千円

普通株式の期中平均株式数 8,491千株

(重要な後発事象)

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)

 該当事項はありません。

 

  

 

同左

(開示の省略)
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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 1,073,852 1,634,789

受取手形 1,979,946 1,244,962

売掛金 8,920,810 7,553,901

商品及び製品 582,167 421,979

仕掛品 177,336 103,658

原材料 36,390 31,965

前渡金 45,619 189,051

前払費用 32,963 33,275

繰延税金資産 178,703 128,328

未収収益 113 30

関係会社短期貸付金 15,508 3,946

未収入金 37,219 55,261

信託受益権 973,622 1,009,938

その他 5,736 3,416

貸倒引当金 △9,860 △7,940

流動資産合計 14,050,130 12,406,567

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,630,588 1,617,058

減価償却累計額 △995,471 △1,005,525

建物（純額） 635,116 611,533

構築物 135,872 142,528

減価償却累計額 △111,662 △114,498

構築物（純額） 24,210 28,030

機械及び装置 422,376 416,961

減価償却累計額 △293,121 △313,026

機械及び装置（純額） 129,255 103,934

車両運搬具 9,278 5,458

減価償却累計額 △8,048 △5,164

車両運搬具（純額） 1,229 293

工具、器具及び備品 705,128 653,999

減価償却累計額 △539,964 △558,569

工具、器具及び備品（純額） 165,163 95,429

土地 626,273 608,380

リース資産 79,200 79,200

減価償却累計額 △990 △4,950

リース資産（純額） 78,210 74,250

有形固定資産合計 1,659,459 1,521,851

無形固定資産   

特許権 2,083 1,083

商標権 － 3,949

ソフトウエア 72,547 67,475

水道施設利用権 18 174
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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) 

電話加入権 12,594 12,594

無形固定資産合計 87,244 85,276

投資その他の資産   

投資有価証券 891,696 1,080,674

関係会社株式 577,772 577,772

出資金 520 520

関係会社出資金 124,130 169,130

長期貸付金 62,171 39,224

従業員に対する長期貸付金 7,650 8,530

関係会社長期貸付金 22,824 2,502

破産更生債権等 16,441 10,839

長期前払費用 12,675 14,793

繰延税金資産 306,844 226,082

差入保証金 135,037 134,686

その他 52,312 36,685

貸倒引当金 △16,521 △10,889

投資その他の資産合計 2,193,554 2,290,551

固定資産合計 3,940,257 3,897,680

資産合計 17,990,387 16,304,247

負債の部   

流動負債   

支払手形 2,883,511 1,905,419

買掛金 4,742,189 4,023,686

短期借入金 2,000,000 2,050,000

1年内返済予定の長期借入金 178,640 124,840

リース債務 4,158 4,158

未払金 95,151 79,890

未払法人税等 182,000 179,600

未払消費税等 21,983 －

未払費用 359,900 247,521

前受金 2,808 31,596

預り金 28,920 27,931

前受収益 1,315 1,748

未払役員賞与 43,482 14,380

その他 3,117 3,731

流動負債合計 10,547,177 8,694,502

固定負債   

長期借入金 222,340 97,500

リース債務 77,962 73,804

長期預り保証金 19,010 19,260

退職給付引当金 494,525 527,298

役員退職慰労引当金 286,609 300,936

固定負債合計 1,100,447 1,018,799

負債合計 11,647,624 9,713,301
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 827,900 827,900

資本剰余金   

資本準備金 675,837 675,837

資本剰余金合計 675,837 675,837

利益剰余金   

利益準備金 168,740 168,740

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 5,920 5,636

別途積立金 2,920,000 2,920,000

繰越利益剰余金 1,794,978 1,893,699

利益剰余金合計 4,889,638 4,988,075

自己株式 △72,444 △72,589

株主資本合計 6,320,931 6,419,222

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 21,831 171,722

評価・換算差額等合計 21,831 171,722

純資産合計 6,342,762 6,590,945

負債純資産合計 17,990,387 16,304,247
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(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   

商品売上高 26,693,007 20,213,755

製品売上高 3,570,192 1,653,445

売上高合計 30,263,199 21,867,200

売上原価   

商品売上原価   

商品期首たな卸高 330,409 387,976

当期商品仕入高 22,883,990 17,092,529

合計 23,214,399 17,480,506

商品期末たな卸高 387,976 263,663

商品売上原価 22,826,422 17,216,842

製品売上原価   

製品期首たな卸高 163,924 124,180

当期製品製造原価 2,246,669 1,148,208

合計 2,410,594 1,272,388

製品期末たな卸高 124,180 87,467

製品売上原価 2,286,414 1,184,920

売上原価合計 25,112,836 18,401,762

売上総利益 5,150,363 3,465,437

販売費及び一般管理費   

運搬費 34,156 34,101

広告宣伝費 35,402 18,617

給料及び手当 1,335,684 1,232,341

役員賞与 44,282 14,380

賞与 589,712 301,061

退職給付費用 59,197 73,431

役員退職慰労引当金繰入額 16,919 16,027

福利厚生費 277,538 231,045

交際費 94,895 66,222

旅費及び交通費 240,240 193,005

通信費 74,898 73,985

水道光熱費 25,267 23,957

保険料 16,398 15,705

租税公課 42,657 37,048

事業所税 845 845

修繕費 17,062 7,699

事務用品費 34,400 32,131

支払手数料 100,791 106,693

賃借料 286,702 287,884

試験研究費 8,678 4,810

減価償却費 117,282 113,506

業務委託費 10,366 9,104

貸倒引当金繰入額 18,318 －

雑費 214,427 147,817

販売費及び一般管理費合計 3,696,127 3,041,423

営業利益 1,454,235 424,014
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(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) 

営業外収益   

受取利息 3,211 2,591

受取配当金 30,969 24,599

仕入割引 13,516 6,754

不動産賃貸料 37,996 41,253

信託受益権利息 14,616 8,605

その他 13,785 20,089

営業外収益合計 114,095 103,892

営業外費用   

支払利息 23,491 12,228

売上割引 1,274 896

為替差損 36,318 6,641

投資事業組合運用損 17,257 15,477

その他 18,403 1,063

営業外費用合計 96,745 36,307

経常利益 1,471,585 491,599

特別利益   

固定資産売却益 － 3,507

投資有価証券売却益 1,900 1,020

貸倒引当金戻入額 － 1,983

特別利益合計 1,900 6,511

特別損失   

固定資産売却損 685 －

固定資産除却損 1,821 5,511

減損損失 1,406 18,352

投資有価証券売却損 － 23,168

投資有価証券評価損 133,772 －

会員権評価損 2,030 15,700

工場閉鎖損失 － 9,372

特別損失合計 139,716 72,105

税引前当期純利益 1,333,769 426,006

法人税、住民税及び事業税 577,882 187,914

法人税等調整額 29,693 29,109

法人税等合計 607,576 217,024

当期純利益 726,192 208,981
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(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 827,900 827,900

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 827,900 827,900

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 675,837 675,837

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 675,837 675,837

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 168,740 168,740

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 168,740 168,740

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 6,218 5,920

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △298 △284

当期変動額合計 △298 △284

当期末残高 5,920 5,636

別途積立金   

前期末残高 2,920,000 2,920,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,920,000 2,920,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,495,355 1,794,978

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 298 284

剰余金の配当 △426,868 △110,544

当期純利益 726,192 208,981

当期変動額合計 299,623 98,720

当期末残高 1,794,978 1,893,699
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(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) 

利益剰余金合計   

前期末残高 4,590,314 4,889,638

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

剰余金の配当 △426,868 △110,544

当期純利益 726,192 208,981

当期変動額合計 299,324 98,436

当期末残高 4,889,638 4,988,075

自己株式   

前期末残高 △33,607 △72,444

当期変動額   

自己株式の取得 △38,871 △144

自己株式の処分 33 －

当期変動額合計 △38,837 △144

当期末残高 △72,444 △72,589

株主資本合計   

前期末残高 6,060,444 6,320,931

当期変動額   

剰余金の配当 △426,868 △110,544

当期純利益 726,192 208,981

自己株式の取得 △38,871 △144

自己株式の処分 33 －

当期変動額合計 260,487 98,291

当期末残高 6,320,931 6,419,222

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 201,223 21,831

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △179,391 149,891

当期変動額合計 △179,391 149,891

当期末残高 21,831 171,722

評価・換算差額等合計   

前期末残高 201,223 21,831

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △179,391 149,891

当期変動額合計 △179,391 149,891

当期末残高 21,831 171,722
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(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 6,261,667 6,342,762

当期変動額   

剰余金の配当 △426,868 △110,544

当期純利益 726,192 208,981

自己株式の取得 △38,871 △144

自己株式の処分 33 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △179,391 149,891

当期変動額合計 81,095 248,182

当期末残高 6,342,762 6,590,945
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

新任取締役候補 

 
  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

６．その他

(1) 役員の異動

①代表者の異動

②その他の役員の異動 (平成22年６月25日付予定)

     取締役営業本部副本部長 

     兼事業推進統括部部長 

     兼業界プロ推進部部長 

     兼市場推進部部長

芹川 康介 (現 営業本部副本部長 

   兼事業推進統括部部長 

   兼業界プロ推進部部長 

   兼市場推進部部長)
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