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1.  22年3月期の業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 5,516 △20.7 △317 ― △373 ― △510 ―
21年3月期 6,959 △28.8 △291 ― △329 ― △432 ―

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 △126.91 ― △15.9 △4.1 △5.7
21年3月期 △103.70 ― △11.5 △3.2 △4.2

（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 8,916 2,962 33.2 748.31
21年3月期 9,459 3,449 36.5 848.64

（参考） 自己資本   22年3月期  2,962百万円 21年3月期  3,449百万円

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 219 △189 △153 2,763
21年3月期 779 △225 △164 2,888

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計） 配当性向

純資産配当
率第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00 20 ― 0.6
22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
23年3月期 

（予想）
― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

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

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
累計期間

2,300 △23.1 △35 ― △75 ― △230 ― △57.18

通期 5,000 △9.4 100 ― 10 ― △150 ― △37.29
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4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、29ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 4,605,760株 21年3月期 4,605,760株
② 期末自己株式数 22年3月期  647,126株 21年3月期  540,918株

※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当たっての注意事項等について
は、４ページ「１．経営成績 次事業年度の見通し」をご覧ください。 

- 2 -



(1）経営成績に関する分析 

① 全般的状況 

 当事業年度におけるわが国経済は、政府の経済対策や中国を始めとするアジア地域での内需拡大による輸出増

加等を要因に、昨年秋以降持ち直してきており、主要企業では収益の改善が見られるようにもなりました。しか

しながら、企業の設備投資は抑制傾向が続き、また、個人の所得環境・雇用情勢は厳しく、緩やかなデフレ状況

にあるなど依然として景気は低迷基調で推移しています。 

 当社の主要顧客先である家電、自動車業界においては、エコポイントやエコカー減税など政府の経済対策等に

より薄型ＴＶを中心とするデジタル家電製品や新車販売台数が増加するなど明るい兆しが見られましたが、いま

だ本格的な回復軌道には乗っておらず業績の改善には時間を要するものと思われます。 

 このような経営環境下、当社は、独自のプラスチック成形技術「ＲＨＣＭ（高速ヒートサイクル成形）技術」

を主軸とする高い技術力を武器に国内外で営業を積極展開し、新規取引先の獲得もできました。また、成形品の

受注販売のみならず、金型、金型温調機等装置、技術・生産コンサルティング等プラスチック成形に付随する技

術エンジニアリングビジネスも主軸に加え、営業展開を図っています。 

 2010年２月にはシンガポールのFischer Tech Ltd.と資本業務提携契約を締結し、当社技術をグローバルに展

開するための海外での橋頭堡を構築することができました。 

 このような事業展開を図りましたが、当事業年度の売上高は、一部製品で需要の回復は見られましたものの、

個人消費の低迷が響いていることや主力ユーザーの生産拠点が国内から海外へシフトしていること、また、特に

大手顧客のＴＶ事業の撤退が大きく影響したため、受注が伸び悩みました。この結果、競争激化による生産コス

ト削減要求とも相俟って、主要製品群で前期を下回り、売上高は55億16百万円と前期比20.7％の減収になりまし

た。 

 事業収支に関しましては、工場各業務の統合を推進し生産拠点の集約化を行うなど生産効率の向上や固定費の

削減等の施策に努めましたが、売上高の減収を補いきれず、営業損失３億17百万円（前期は営業損失２億91百万

円）、経常損失３億73百万円（前期は経常損失３億29百万円）になりました。 終損益は旧栃木工場の休止に伴

う同工場の固定資産の除却及び減損による特別損失の発生等により当期純損失５億10百万円（前期は当期純損失

４億32百万円）になりました。 

 なお、各分野の売上高の状況は次のとおりです。 

② 分野別状況 

ａ．家電分野 

 主力製品であるエアコンは、組立工程の顧客内製化が一層進展したことに伴う単価の切下げによる影響で売

上高は減少しました。その結果、本分野の売上高は11億75百万円、前期比36.2％の大幅な減収になりました。

ｂ．エレクトロニクス分野 

 主力製品である薄型ＴＶは、北米・欧州・アジア向けモデルの需要が回復し、また、国内でもエコポイント

の実施等経済対策による需要増の動きが見られましたが、大手顧客のＴＶ事業の撤退が大きく影響しました結

果、本分野の売上高は23億90百万円、前期比13.9％の減収になりました。 

ｃ．自動車分野 

 減税や補助金の影響によりハイブリッド車を始めとするエコカーを中心に新車販売台数が前期を上回るなど

需要が伸びつつありますが、顧客の生産コスト削減のための海外生産移転が加速していることから本分野の売

上高は７億34百万円、前期比6.6％の減収になりました。 

ｄ．その他製品分野 

 本分野の主力製品群であるプリン容器等食品容器は、高付加価値成形技術による新規受注が増加し、また、

新たに遊戯部品の受注開拓を達成できたこと等により本分野の売上高は６億９百万円、前期比23.7％の増収に

なりました。 

ｅ．金型分野 

 既存顧客の事業の撤退、海外への生産移転、顧客先の製品構成の見直しによる受注モデル数の減少等の影響

により、本分野の売上高は２億73百万円、前期比59.2％の大幅な減収になりました。 

ｆ．ＥＲ（Engineering Resource）分野  

 当事業年度から新規分野として独立させた、当社技術資源を複合活用することによって収益を生み出すビジ

ネスモデルである本分野においては、東南アジアなどで新規取引先の獲得ができましたが、ＲＨＣＭ仕様の金

型温調機等装置の売上や金型売上が顧客先の設備投資の抑制が続いていることや海外企業の競合品の攻勢等に

より伸び悩んだため、本分野の売上高は３億33百万円、前期比15.1％の減収になりました。 

  
※ 前事業年度まで各分野に含めて表示していた金型・金型温調機等装置・ライセンス料等手数料収入等の売上については、当事

業年度から新たに当社で成形品の成形を伴う金型の売上は金型分野に、当社内生産を伴わない金型・金型温調機等装置・ライセ

ンス料等手数料収入等の売上はＥＲ（Engineering Resource）分野として区分表示しています。なお、比較を容易にするため各

分野の前期比についても同様に組み替えて比較を行っています。 

１．経営成績
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③ 次事業年度の見通し  

 政府の経済対策等により景気は持ち直しつつありますが、企業の設備投資や消費者の所得・雇用環境の低迷は

しばらく続くものと見られ、厳しい状態が継続すると思われます。 

 そのような中、当社におきましては、いち早く景気が回復し需要が拡大している中国を始めとするアジア地域

を中心に、他社と業務提携による製品・金型温調機の製造販売体制の構築、ＲＨＣＭ技術を中軸にした新技術の

開発、技術・生産コンサルティング等の技術エンジニアリングサービスの積極展開を図り、需要減少と生産移転

が進んでいる国内から成長が見込まれるアジア地域の新興国での事業にシフトしていく方針です。 

 次事業年度の業績予想につきましは、国内の需要の落ち込みと価格下落している製品の売上分を補いきれず、

売上高は50億円（当期比9.4％減）と更に落ち込む見込です。このような厳しい事業環境下、工場休止による生

産拠点の集約化によって生産効率の向上を図り、希望退職者の募集の実施等労務費等固定費の削減も一層推進す

る結果、営業利益１億円（当期は営業損失３億17百万円）、経常利益10百万円（当期は経常損失３億73百万円）

と黒字化する見込です。 終損益は、希望退職者の募集に伴う割増退職金の支払による特別損失の計上等がある

ため、当期純損失１億50百万円（当期は当期純損失５億10百万円）を見込んでいます。  

(2）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

 当事業年度末における資産合計は89億16百万円となり、前事業年度末比５億42百万円減少しました。流動資産

は47億82百万円となり、前事業年度末比２億98百万円減少しました。この主な要因は、現金預金の減少１億24百

万円、売上債権の減少１億23百万円等です。固定資産は41億34百万円となり、前事業年度末比２億43百万円減少

しました。この主な要因は、保有株式の時価の上昇による投資有価証券の増加１億36百万円があったものの、使

用用途見直しに伴う有形固定資産から投資その他の資産への振替２億39百万円を含む有形固定資産の減少６億49

百万円等によるものです。 

 負債合計は59億54百万円となり、前事業年度末比55百万円減少しました。流動負債は33億49百万円となり、前

事業年度末比３億６百万円増加しました。この主な要因は、１年内返済予定の長期借入金の増加２億18百万円等

です。固定負債は26億５百万円となり、前事業年度末比３億61百万円減少しました。この主な要因は、長期借入

金の減少４億13百万円等です。 

 純資産合計は29億62百万円となり、前事業年度末に比べ４億87百万円減少しました。この主な要因は、当期純

損失計上等による利益剰余金の減少５億30百万円等によるものです。 

② キャッシュ・フローの状況 

 当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ１億24百万円減少

し、27億63百万円となりました。 

 当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 税引前当期純損失の計上５億円等の要因により一部相殺されましたが、減価償却費３億87百万円、売上債権の

減少１億23百万円、たな卸資産の減少77百万円等を主因に、当事業年度において営業活動の結果得られた資金は

２億19百万円となり、前事業年度に比べ５億59百万円減少しました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 新規設備等有形固定資産の取得による支出１億65百万円を主因に、当事業年度において投資活動の結果使用し

た資金は１億89百万円となり、前事業年度に比べ35百万円減少しました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 長期借入れによる収入９億50百万円等の要因により一部相殺されましたが、長期借入金の返済による支出11億

45百万円、自己株式の取得による支出37百万円等を主因に、当事業年度において財務活動の結果使用した資金は

１億53百万円となり、前事業年度に比べ11百万円減少しました。 

 なお、当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは次のとおりです。 

注）自己資本比率：自己資本／総資産  時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 
債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 
インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 
１．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済総株式数により算出しています。 
２．営業キャッシュ・フローはキャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しています。有利子負債

は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を払っている全ての負債を対象としています。また、利払いについては、キャ

ッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しています。  

  2006年3月期 2007年3月期 2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 

自己資本比率（％）  34.7  31.3  36.7  36.5  33.2

時価ベースの自己資本比率（％）  25.8  20.7  19.6  18.3  14.0

債務償還年数（年）  7.2  6.0  16.5  5.8  20.2

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  9.5  9.2  3.4  8.4  2.2
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(3）利益配分に関する基本方針及び当事業年度・次事業年度の配当 

 当社は、持続的発展に必要な設備・技術開発投資への充当並びに財務基盤強化を図りつつ、一定の安定性の中で配

当性向も勘案し、株主還元を行ってまいります。また、当社は、定款で会社法第454条第５項に規定する中間配当を

取締役会決議で行うことができる旨を定めており、株主総会の決議に基づき行う期末配当と併せ年２回の配当を行う

ことができます。 

 上記方針に基づき、当事業年度は、２期連続で当期純損失を計上することとなったことや海外での事業展開の拡大

を始めとする今後の事業環境等諸般の状況を総合的に勘案し、誠に遺憾ながら無配当とさせていただきたく存じま

す。 

 次事業年度の配当は、上記「（１）③次事業年度の見通し」に記載のとおり引き続き厳しい経営環境となることが

見込まれることやFischer Tech Ltd.との資本提携による第三者割当増資の引受及び希望退職者の募集による割増退

職金の支払による多額のキャッシュ・アウトが見込まれ、財務基盤の安定を図る必要があることなどから次事業年度

におきましても無配当とさせていただきたく存じます。 

  

(4）事業等のリスク 

 決算短信に記載した事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、次のようなものがあ

ります。 

なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものです。 

① 公的規制について 

 企業活動を行うに際し常に環境に配慮することが求められており、今後ともＥＵの環境基準を始め環境に関連す

る法令等の制定及び改正等による規制が厳しくなることも予想されます。また、事業を展開する各国において、

様々な理由による公的規制があり、それによる当社グループの活動に対する制限が生じる場合があります。それら

に伴う費用増加等が、当社の業績と財務状況に大きな影響を与える可能性があります。 

② 原材料価格の変動について 

 プラスチック製品等の製造及び販売を主な業務としている当社において、主要原材料であるプラスチックの市況

の急激な高騰若しくは下落が起こった場合は、当社の業績と財務状況に大きな影響を与える可能性があります。 

③ 顧客企業業績への依存について 

 当社は、当事業年度における売上高の24.3％を日立グループ向けに、23.9％を東芝グループ向けに、17.1％をソ

ニーグループ向けに依存しています。（３社グループ向け合計は65.4％です。）前事業年度で薄型ＴＶの受注によ

り当社の売上高の18.0％を占めていたパイオニアグループが当事業年度では同社の薄型ＴＶ事業の撤退による受注

の大幅な減少により当社業績に大きな影響を及ぼしました。当社は主要取引先のグループの事業動向に影響を受け

る可能性があります。 

④ 知的財産権保護の限界について 

 当社は、独自技術であるＲＨＣＭ等他社と差別化できる技術とノウハウの蓄積に努めており、各国において特許

申請を実施しています。しかしながら、特定の地域では知的財産権の保護が十分になされていないこともあり、第

三者が当社の知的財産権に類似した製法によりプラスチック製品を製造することを効果的に防止できない可能性が

あります。 

⑤ 国際活動及び海外進出に潜在するリスクについて 

 当社は、国内のみならず海外でもＲＨＣＭアライアンスを構築しており、直接進出と比較してリスクを 小化し

ています。しかしながら海外市場への事業進出には、次のようなリスクが内在しています。 

・予期しない法律の変更又は規制の強化 

・税制又は税率の変更 

・政治的又は経済的な理由による外部環境の変動 

・テロ、戦争、その他の要因による社会的混乱 

⑥ 災害等によるリスクについて 

 当社では、震災、火災等の予期できない事態の発生に対するリスク対応を鋭意検討していますが、これらを完全

に防止又は軽減できる保証はありません。これらの事象が生じた場合は、当社の業績と財務状況に悪影響を与える

可能性があります。 
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当企業集団は、当社（小野産業株式会社）と子会社１社（OSK INTERNATIONAL (H.K.) LIMITED）により構成されてお

り、プラスチック製品の製造・販売及び金型、金型温調機等装置の販売・技術支援サービスの提供等を主な業務としてい

ます。なお、子会社の資産・売上高等から見て、当企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を誤らせない

程度に重要性が乏しいものとして、連結財務諸表は作成していません。   

事業系統図は次のとおりです。 

 
 なお、当社は2010年２月12日にシンガポール共和国法人のFischer Tech Ltd.（ＦＴ社）と締結した資本業務提携契約

に基づき、2010年４月１日に同社が行った第三者割当増資を引き受けました。 

 これにより、当社はＦＴ社の15.7％の株式を所有し、2011年３月期より、同社は当社の持分法適用関連会社となる予定

です。 

  

(1）会社の経営の基本方針 

 当社は、顧客への存在価値を向上させるべく、プラスチック加工領域における独自技術を開発し、その成果を広く

普及させることを通じて、株主・顧客・従業員への利益 大化を図ってまいります。同時に、社会の一員として法令

遵守に努め、環境負荷の低減にも積極的に取り組んでまいります。その概要は次のとおりです。 

① 企業競争力強化・技術集約型企業への推進 

 プラスチック加工領域における独自技術の開発と独自技術をベースとした高品位製品の量産技術の開発を進め

てまいります。一方で、他社との共同開発等を通じて他の加工技術との融合を図り、更なる差別化技術を開発し

てまいります。 

 同時に、独自技術であるＲＨＣＭ（高速ヒートサイクル成形）技術を核とした緩やかな連合体（ＲＨＣＭアラ

イアンス）形成を推進しており、アライアンス・パートナーとともにＲＨＣＭ製品の供給拠点をグローバルに構

築してまいります。   

   ② 人財の拡充、育成 

 様々な意識改善活動、業務目標達成計画、個人目標達成計画及び教育・研修プログラムを整合的に推進し、会

社・部門・個人のベクトルを調和させ、魅力ある会社づくりを図ってまいります。 

③ 社会性 

 経営・会計の透明性、環境問題を始めとして、企業の遵法性（社会性）が求められている中、当社は、社会の

一員として環境問題への取組、反社会的勢力排除に向けた体制の整備等全ての業務活動における遵法精神の重要

性の認識を高めてまいります。 

  

(2）目標とする経営指標 

 当社は、次の項目を経営指標としています。 

① フリー・キャッシュ・フロー 

 フリー・キャッシュ・フローを、持続的発展に必要な事業・設備・研究開発等の投資及びファイナンスを判断

する指標として利用しています。短期的には、フリー・キャッシュ・フローの 大化を目標としています。 

② ＲＯＡ（総資産営業利益率） 

 ＲＯＡを、総資産に対して効率的な経営がなされているか判断する指標として活用しています。本指標を通じ

て経営層が貸借対照表を継続的にウォッチすることにより、事業活動に不要不急な資産及びたな卸資産の削減に

役立てる他、株主への還元である自社株買いの判断にも利用しています。 

  

２．企業集団の状況

３．経営方針
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(3）中長期的な会社の経営戦略 

  当社は、中長期的な経営戦略として次の３項目を経営の軸として挙げており、日々変化する情勢のなかで具体的な

経営方針・目標を設定しています。 

・技術集約型企業への転換（成長力） 

・企業競争力の強化（競争力） 

・環境保全（社会性） 

  

(4）会社の対処すべき課題 

 経済状況が混迷し、消費者の消費マインドが減退する中、薄型ＴＶ、パソコンを始めとする家電製品は競争激化に

よる価格下落が著しく、メーカーはより低廉な製造コストを求め、アジア地域を中心とする新興国に生産拠点をシフ

トさせています。 

 そのような中、当社としましては、事業の再構築や収益構造の改善を図るため、以下のような諸施策を課題として

認識し、新しい経営形態への転換を実施してまいります。 

①固定費の削減 

 リーマンショック以降、国内主要ユーザーの海外生産や生産委託に拍車がかかるという厳しい事業環境下、国内

生産の本格的回復には時間がかかるものと思われます。拠って、2010年３月に栃木ＣＲ工場製造課（旧栃木工場）

を休止し、不要設備を除却、減損しています。次事業年度も、更に損益分岐点を低下させるべく、希望退職の募集

等による労務費・人件費の削減を始めとする固定費の削減に全社で取り組んでまいります。 

②海外拠点での生産及び販売の拡充 

 新興国の企業やそこに拠点を持つ国内企業と業務提携するなど生産拠点を日本から中国、タイ、シンガポール等

アジア地域へシフトさせ、コスト競争力を高めてまいります。また、それらの拠点を活用した海外での新規顧客開

拓に注力し、景気が回復し消費意欲が旺盛な中国等で拡販を行ってまいります。 

③新規業界での顧客開拓 

 当社の売上高は、家電業界への依存度が高いことから、家電業界の好不調に業績が左右されやすい傾向にありま

す。そのため、より広範な業界での営業展開が課題となっており、自動車、医療機器、包装材等の業界を主なター

ゲットに新規顧客開拓を行うことを営業戦略の１つと位置づけています。 

④独自技術の複合化による技術開発 

 技術力を強みに他社との差別化を図るため、当社独自技術であるＲＨＣＭ技術（スタンダードＲＨＣＭ）をベー

スに他の技術と組み合わせた複合技術（アドバンストＲＨＣＭ）の開発を推進し、それらを武器に市場のニーズに

適った提案営業を展開してまいります。 

⑤技術エンジニアリングビジネスの展開 

 プラスチック成形品の製造のみならず当社が長年蓄積した技術力及びノウハウ等を活用してプラスチック成形に

付随する金型及び金型温調機の製造販売、ライセンスの供与、生産・技術コンサルティング等の技術エンジニアリ

ングビジネスを技術・業務提携先を中心に拡販し、当社のサービスの多様化を図ってまいります。 
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４．財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(2009年３月31日) 

当事業年度 
(2010年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,888,557 2,763,703

受取手形 335,571 264,827

売掛金 1,498,684 1,445,839

商品及び製品 125,338 111,768

仕掛品 115,704 70,599

原材料及び貯蔵品 75,773 56,945

前払費用 21,447 22,438

未収入金 122 47,380

未収還付法人税等 19,200 －

その他 10,255 7,154

貸倒引当金 △9,270 △7,997

流動資産合計 5,081,385 4,782,659

固定資産   

有形固定資産   

建物 3,671,814 3,612,201

減価償却累計額 △1,743,321 △1,830,963

建物（純額） ※2  1,928,493 ※2  1,781,237

構築物 186,201 186,517

減価償却累計額 △90,662 △99,886

構築物（純額） 95,538 86,630

機械及び装置 3,137,260 2,639,323

減価償却累計額 △2,096,608 △1,850,041

機械及び装置（純額） ※2  1,040,652 ※2  789,282

車両運搬具 105,457 108,670

減価償却累計額 △77,451 △79,338

車両運搬具（純額） 28,006 29,331

工具、器具及び備品 406,382 398,006

減価償却累計額 △321,711 △334,313

工具、器具及び備品（純額） 84,670 63,692

土地 ※1,2  680,296 ※1,2  458,296

建設仮勘定 701 －

有形固定資産合計 3,858,359 3,208,471

無形固定資産   

ソフトウエア 23,945 15,944

電話加入権 2,910 2,910

無形固定資産合計 26,855 18,855

投資その他の資産   

投資有価証券 180,333 316,548

関係会社株式 5,788 5,788

出資金 550 550

長期前払費用 1,730 1,258

投資不動産 － 242,350

減価償却累計額 － △2,655

投資不動産（純額） － ※2  239,694

保険積立金 ※2  254,433 ※2  263,751

その他 49,821 79,351

投資その他の資産合計 492,657 906,942

固定資産合計 4,377,873 4,134,268

資産合計 9,459,259 8,916,928
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（単位：千円）

前事業年度 
(2009年３月31日) 

当事業年度 
(2010年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 699,300 728,649

買掛金 370,887 355,069

短期借入金 ※2  650,000 ※2  750,000

1年内返済予定の長期借入金 ※2  1,082,000 ※2  1,300,242

未払金 75,254 97,290

未払消費税等 827 －

未払費用 51,495 54,252

未払法人税等 － 6,526

繰延税金負債 1,058 716

預り金 5,653 4,931

賞与引当金 37,500 37,595

設備関係支払手形 64,776 10,390

その他 4,311 3,937

流動負債合計 3,043,065 3,349,602

固定負債   

長期借入金 ※2  2,786,000 ※2  2,372,430

繰延税金負債 4,084 57,610

退職給付引当金 107,339 107,440

役員退職慰労引当金 49,066 49,028

長期預り金 20,129 18,529

固定負債合計 2,966,620 2,605,039

負債合計 6,009,685 5,954,641

純資産の部   

株主資本   

資本金 595,916 595,916

資本剰余金   

資本準備金 742,246 742,246

その他資本剰余金 2,256 2,256

資本剰余金合計 744,503 744,503

利益剰余金   

利益準備金 44,348 44,348

その他利益剰余金   

別途積立金 2,560,000 2,260,000

繰越利益剰余金 △265,564 △496,389

利益剰余金合計 2,338,783 1,807,958

自己株式 △235,755 △272,505

株主資本合計 3,443,446 2,875,871

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6,126 86,415

評価・換算差額等合計 6,126 86,415

純資産合計 3,449,573 2,962,287

負債純資産合計 9,459,259 8,916,928
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 2008年４月１日 
 至 2009年３月31日) 

当事業年度 
(自 2009年４月１日 
 至 2010年３月31日) 

売上高   

商品売上高 1,322,144 927,980

製品売上高 5,637,128 4,588,673

売上高合計 6,959,273 5,516,654

売上原価   

商品期首たな卸高 88,268 37,658

製品期首たな卸高 205,387 87,679

当期商品仕入高 892,055 586,040

当期製品製造原価 ※4  5,467,444 ※4  4,661,987

合計 6,653,157 5,373,365

商品期末たな卸高 37,658 23,348

製品期末たな卸高 87,679 88,420

売上原価合計 ※5  6,527,818 ※5  5,261,596

売上総利益 431,454 255,057

販売費及び一般管理費   

運搬費 171,814 116,672

役員報酬 74,075 72,435

給料及び手当 141,592 120,707

賞与引当金繰入額 5,683 6,120

退職給付費用 28,748 7,807

役員退職慰労引当金繰入額 7,071 7,892

法定福利費 31,863 29,125

福利厚生費 24,321 23,139

研究開発費 ※4  70,378 ※4  44,621

租税公課 26,223 23,548

旅費及び交通費 21,245 18,902

賃借料 6,957 4,267

支払手数料 19,631 19,033

交際費 2,219 1,122

減価償却費 25,635 25,428

貸倒引当金繰入額 6,434 －

その他 58,685 51,392

販売費及び一般管理費合計 722,582 572,215

営業損失（△） △291,128 △317,158

営業外収益   

受取利息 4,141 1,928

受取配当金 19,262 10,332

受取賃貸料 17,742 17,742

保険解約益 － 8,627

その他 18,849 7,413

営業外収益合計 59,996 46,044

営業外費用   

支払利息 91,015 96,380

その他 7,142 6,118

営業外費用合計 98,157 102,498

経常損失（△） △329,288 △373,612
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 2008年４月１日 
 至 2009年３月31日) 

当事業年度 
(自 2009年４月１日 
 至 2010年３月31日) 

特別利益   

過年度運搬費修正額 － 18,876

固定資産売却益 ※1  4,862 ※1  10,425

貸倒引当金戻入額 － 1,273

投資有価証券売却益 5,000 －

その他 719 －

特別利益合計 10,581 30,576

特別損失   

固定資産売却損 ※2  2,049 ※2  8,075

固定資産除却損 ※3  45,077 ※3  61,487

減損損失 － ※6  63,779

投資有価証券評価損 10,170 －

早期割増退職金 － 18,189

その他 2,257 6,270

特別損失合計 59,554 157,801

税引前当期純損失（△） △378,261 △500,837

法人税、住民税及び事業税 5,459 5,459

過年度法人税等 1,044 4,545

法人税等調整額 47,269 △341

法人税等合計 53,773 9,662

当期純損失（△） △432,035 △510,500
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 （注） 

  

 製造原価明細書

    
前事業年度 

（自 2008年４月１日 
至 2009年３月31日） 

当事業年度 
（自 2009年４月１日 
至 2010年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

Ⅰ 材料費    1,927,721  36.1  2,166,267  46.9

Ⅱ 労務費    1,159,133  21.7  966,364  20.9

Ⅲ 経費    2,251,235  42.2  1,486,247  32.2

（うち外注加工費）    (1,252,622)    (678,833)   

（うち減価償却費）    (367,776)    (345,029)   

当期総製造費用    5,338,090  100.0  4,618,878  100.0

期首仕掛品たな卸高    317,090    115,704   

計    5,655,181    4,734,583   

他勘定振替高 ※2  72,031    1,997   

期末仕掛品たな卸高    115,704    70,599   

当期製品製造原価    5,467,444    4,661,987   

前事業年度 
（自 2008年４月１日 
至 2009年３月31日） 

当事業年度 
（自 2009年４月１日 
至 2010年３月31日） 

１．原価計算の方法 

 実際原価による組別総合原価計算です。 

１．原価計算の方法 

同左 

※２．他勘定振替高の内訳 ※２．他勘定振替高の内訳 

商品仕入高への振替  63,621千円

固定資産への振替  8,135

修理営繕費への振替  275

計  72,031

固定資産への振替   千円1,627

研究開発費への振替  370

計  1,997
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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 2008年４月１日 
 至 2009年３月31日) 

当事業年度 
(自 2009年４月１日 
 至 2010年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 595,916 595,916

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 595,916 595,916

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 742,246 742,246

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 742,246 742,246

その他資本剰余金   

前期末残高 2,256 2,256

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,256 2,256

資本剰余金合計   

前期末残高 744,503 744,503

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 744,503 744,503

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 44,348 44,348

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 44,348 44,348

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 2,560,000 2,560,000

当期変動額   

別途積立金の取崩 － △300,000

当期変動額合計 － △300,000

当期末残高 2,560,000 2,260,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 219,366 △265,564

当期変動額   

別途積立金の取崩 － 300,000

剰余金の配当 △52,895 △20,324

当期純損失（△） △432,035 △510,500

当期変動額合計 △484,930 △230,825

当期末残高 △265,564 △496,389

利益剰余金合計   

前期末残高 2,823,714 2,338,783

当期変動額   

別途積立金の取崩 － －

剰余金の配当 △52,895 △20,324

当期純損失（△） △432,035 △510,500

当期変動額合計 △484,930 △530,825

当期末残高 2,338,783 1,807,958
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 2008年４月１日 
 至 2009年３月31日) 

当事業年度 
(自 2009年４月１日 
 至 2010年３月31日) 

自己株式   

前期末残高 △166,794 △235,755

当期変動額   

自己株式の取得 △68,961 △36,750

当期変動額合計 △68,961 △36,750

当期末残高 △235,755 △272,505

株主資本合計   

前期末残高 3,997,338 3,443,446

当期変動額   

剰余金の配当 △52,895 △20,324

当期純損失（△） △432,035 △510,500

自己株式の取得 △68,961 △36,750

当期変動額合計 △553,892 △567,575

当期末残高 3,443,446 2,875,871

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 92,702 6,126

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △86,575 80,288

当期変動額合計 △86,575 80,288

当期末残高 6,126 86,415

評価・換算差額等合計   

前期末残高 92,702 6,126

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △86,575 80,288

当期変動額合計 △86,575 80,288

当期末残高 6,126 86,415

純資産合計   

前期末残高 4,090,041 3,449,573

当期変動額   

剰余金の配当 △52,895 △20,324

当期純損失（△） △432,035 △510,500

自己株式の取得 △68,961 △36,750

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △86,575 80,288

当期変動額合計 △640,467 △487,286

当期末残高 3,449,573 2,962,287
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（４）キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 2008年４月１日 
 至 2009年３月31日) 

当事業年度 
(自 2009年４月１日 
 至 2010年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純損失（△） △378,261 △500,837

減価償却費 413,855 387,567

減損損失 － 63,779

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6,413 △1,273

賞与引当金の増減額（△は減少） △36,675 95

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △6,800 －

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △5,465 △37

退職給付引当金及び前払年金費用の増減額 110,422 100

受取利息及び受取配当金 △23,404 △12,261

支払利息 91,015 96,380

固定資産除売却損益（△は益） 42,264 59,136

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 5,170 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,131,340 123,589

たな卸資産の増減額（△は増加） 456,144 77,503

保険積立金の増減額（△は増加） 18,639 △9,317

仕入債務の増減額（△は減少） △973,461 13,531

その他の流動資産の増減額（△は増加） 8,000 △31,180

その他 △51,307 27,893

小計 807,891 294,668

利息及び配当金の受取額 23,485 12,359

利息の支払額 △92,932 △97,892

法人税等の支払額 △32,658 △9,248

法人税等の還付額 73,309 19,372

営業活動によるキャッシュ・フロー 779,096 219,259

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の売却による収入 55,000 －

投資有価証券の取得による支出 △2,559 △2,400

有形固定資産の売却による収入 12,277 10,340

有形固定資産の除却による支出 △302 △13

有形固定資産の取得による支出 △270,125 △165,351

無形固定資産の取得による支出 △19,607 －

その他 － △32,240

投資活動によるキャッシュ・フロー △225,317 △189,664

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 50,000 100,000

長期借入れによる収入 1,250,000 950,000

長期借入金の返済による支出 △942,000 △1,145,328

社債の償還による支出 △400,000 －

自己株式の取得による支出 △69,725 △37,104

配当金の支払額 △53,044 △20,707

財務活動によるキャッシュ・フロー △164,769 △153,140

現金及び現金同等物に係る換算差額 207 △1,308

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 389,216 △124,854

現金及び現金同等物の期首残高 2,499,340 2,888,557

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  2,888,557 ※1  2,763,703
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 該当事項はありません。  

  

  

継続企業の前提に関する注記

重要な会計方針

項目 
前事業年度 

（自 2008年４月１日 
至 2009年３月31日） 

当事業年度 
（自 2009年４月１日 
至 2010年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1）子会社株式 

移動平均法による原価法 

(1）子会社株式 

同左 

  (2）その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は部分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) 

(2）その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

２．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法 

デリバティブ 

時価法 

デリバティブ 

同左 

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

(1）商品 

個別法による原価法（貸借対照表価額

については収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法） 

(1）商品 

同左 

  (2）製品・仕掛品 

移動平均法による原価法（貸借対照表

価額については収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法） 

(2）製品・仕掛品 

同左 

  (3）原材料 

移動平均法による原価法（貸借対照表

価額については収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法） 

（会計方針の変更） 

当事業年度より「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

います。  

これにより、当事業年度の営業損失、

経常損失及び税引前当期純損失は、そ

れぞれ59,635千円増加しています。  

(3）原材料 

同左 

  

  

―――――― 

４．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

定額法 

  なお、主な耐用年数は以下のとおり

です。 

建物      7～47年 

機械及び装置  7～15年 

(1）有形固定資産及び投資不動産 

定額法 

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

です。 

建物      7～47年 

機械及び装置  7～15年  

  (2）無形固定資産 

定額法 

  ただし、自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における利用可能期間

(５年)に基づいています。 

(2）無形固定資産 

同左 

５．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為

替相場により円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しています。 

同左 
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項目 
前事業年度 

（自 2008年４月１日 
至 2009年３月31日） 

当事業年度 
（自 2009年４月１日 
至 2010年３月31日） 

６．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備え

るため、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、回収

不能見込額を計上しています。 

(1）貸倒引当金 

同左 

  (2）賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の支出に

充てるため、将来の支給見込額のうち当

事業年度の負担額を計上しています。 

(2）賞与引当金 

同左 

  (3）役員賞与引当金 

 役員に対して支給する賞与の支出に充

てるため、当事業年度における支給見込

額の当事業年度中の負担額を計上してい

ます。 

―――――― 

  

  (4）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給に備えるた

め、内規に基づく当事業年度末要支給額

の100％を計上しています。 

(3）役員退職慰労引当金 

同左 

  (5）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末の退職給付債務及び年金資産の

見込額に基づき計上しています。なお、

会計基準変更時差異（422,812千円）に

ついては、10年による按分額費用処理し

ています。 

(4）退職給付引当金 

同左 

７．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用しています。ま

た、金利スワップについては、特例処理

の要件を満たしている場合は、特例処理

を採用しています。 

(1）ヘッジ会計の方法 

同左 

  (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段：金利スワップ 

ヘッジ対象：借入金の金利 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段：同左 

ヘッジ対象：同左 

  (3）ヘッジ方針 

 主として当社のリスク別管理方針に基

づき、金利変動リスクをヘッジしていま

す。 

(3）ヘッジ方針 

同左 

  (4）ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ手段及びヘッジ対象に関する重

要な条件が同一であり、かつ、ヘッジ開

始時及びその後も継続して相場変動又は

キャッシュ・フロー変動を完全に相殺す

るものと想定することができるため、ヘ

ッジ有効性の判定は省略しています。 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

８．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３ケ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっています。 

同左 

９．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっています。 

消費税等の会計処理 

同左 
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表示方法の変更

前事業年度 
（自 2008年４月１日 
至 2009年３月31日） 

当事業年度 
（自 2009年４月１日 
至 2010年３月31日） 

（貸借対照表関係）  

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

事業年度において「商品」「製品」「原材料」として掲

記されたものは、当事業年度から「商品及び製品」「原

材料及び貯蔵品」に区分掲記しています。なお、前事業

年度の「商品」「製品」「原材料」に含まれる「商品及

び製品」「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ293,656千

円、162,214千円です。 

（貸借対照表関係）  

前事業年度において、有形固定資産の「建物（純額）」

及び「土地」に含めて表示していました賃貸不動産（当

事業年度末残高 239,694千円）は、当事業年度より投資

その他の資産の「投資不動産」として表示しています。

 これは、「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計

基準」（企業会計基準第20号 平成20年11月28日）及び

「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第23号 平成20年11月28

日）が適用されることを契機に、当該保有不動産の所有

目的等を見直した結果、当面は営業の用に供する予定は

なく、賃貸目的で所有する投資不動産として意思決定し

たことによるものです。 

 なお、前事業年度末の有形固定資産の「建物（純

額）」及び「土地」に含まれる当該資産は240,243千円

です。  

（損益計算書関係）  

前事業年度まで営業外収益に区分掲記していた「受取手

数料」は、金額的重要性が乏しくなったため、営業外収

益「その他」に含めています。  

（損益計算書関係）  

前事業年度まで営業外収益の「その他」に含めて表示し

ていました「保険解約益」は、営業外収益の総額の100

分の10を超えることとなったため区分掲記しています。

なお、前事業年度における「保険解約益」の金額は

5,644千円です。  

注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（2009年３月31日） 

当事業年度 
（2010年３月31日） 

※１ 有形固定資産から直接減額した圧縮記帳累計額は

320,000千円です。 

※１          同左 

※２ 担保に供している資産 ※２ 担保に供している資産 

建物     1,559,760千円 

(1,272,575千円)

機械及び装置  

 

785,469

(785,469)

土地  

 

545,554

(151,955)

保険積立金  103,158

計 
 

 

2,993,942

(2,210,000)

建物      千円 

( 千円)

1,535,201

1,276,762

機械及び装置  

 

641,862

(641,862)

土地  

 

376,351

(167,564)

投資不動産  200,000

保険積立金  104,137

計 
 

 

2,857,552

(2,086,189)

 （ ）内は内数で、工場財団を組成しています。  （ ）内は内数で、工場財団を組成しています。 

上記に対応する債務 上記に対応する債務 

短期借入金   265,000千円 

１年内返済予定の長期借入金  415,000

長期借入金  2,430,000

計  3,110,000

短期借入金    千円 265,000

１年内返済予定の長期借入金  734,250

長期借入金  2,110,750

計  3,110,000

 なお、当該工場財団抵当に担保されている債務

は、個別に対応させることが困難なため、記載して

いません。 

 なお、当該工場財団抵当に担保されている債務

は、個別に対応させることが困難なため、記載して

いません。 

３ 受取手形裏書譲渡高       14,429千円 ３ 受取手形裏書譲渡高        千円 －

４ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行３行と当座貸越契約を締結しています。これら契約

に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおり

です。 

４ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行３行と当座貸越契約を締結しています。これら契約

に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおり

です。 

当座貸越極度額の総額 1,250百万円

借入実行残高  700

差引額  550

当座貸越極度額の総額 百万円1,250

借入実行残高  700

差引額  550

小野産業㈱（7858）　平成22年３月期決算短信（非連結）

- 18 -



  

（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 2008年４月１日 
至 2009年３月31日） 

当事業年度 
（自 2009年４月１日 
至 2010年３月31日） 

※１ 固定資産売却益の内容は次のとおりです。 ※１ 固定資産売却益の内容は次のとおりです。 

機械及び装置   4,858千円 

車両運搬具  4

   4,862

機械及び装置    千円 9,965

車両運搬具  460

   10,425

※２ 固定資産売却損の内容は次のとおりです。 ※２ 固定資産売却損の内容は次のとおりです。 

機械及び装置    1,960千円 

車両運搬具  88

   2,049

機械及び装置     千円 8,059

車両運搬具  15

   8,075

※３ 固定資産除却損の内容は次のとおりです。 ※３ 固定資産除却損の内容は次のとおりです。 

建物     19,344千円 

構築物  57

機械及び装置  22,721

工具、器具及び備品  2,751

車両運搬具  201

   45,077

建物      千円 24,523

機械及び装置  36,042

車両運搬具  104

工具、器具及び備品  739

ソフトウエア  78

   61,487

※４ 研究開発費の総額 

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

の総額               201,417千円 

※４ 研究開発費の総額 

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

の総額               千円 148,070

※５ 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低下

による簿価切下げ額 

※５ 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低下

による簿価切下げ額 

売上原価 千円59,635 売上原価 千円11,942

  ※６ 減損損失 

当事業年度末に、当社は栃木工場を一時休止し、こ

れに伴い63,779千円の減損損失が発生しました。 

なお、減損損失の内容は以下のとおりです。 

当社は、原則として、事業用資産については工場単

位に資産のグルーピングをしています。 

栃木工場を休止したことから、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

損失に計上しました。回収可能価額は正味売却価額

により測定しており、正味売却価額は固定資産評価

額を元に評価しています。 

減損損失63,779千円の内訳は、建物48,600千円、構

築物571千円、機械及び装置13,327千円、工具、器

具及び備品1,008千円、ソフトウエア271千円です。

場所 用途 種類 減損損失 

栃木工場  

（栃木県栃木市）
事業用資産 

建物、機械

及び装置等 
千円63,779
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前事業年度（自2008年４月１日 至2009年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

    （注）普通株式の自己株式の株式数の増加166千株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加です。 

２．新株予約権等に関する事項 

 該当事項はありません。 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

当事業年度（自2009年４月１日 至2010年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

    （注）普通株式の自己株式の株式数の増加106千株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加です。 

２．新株予約権等に関する事項 

 該当事項はありません。 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

 該当事項はありません。  

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末株式
数（千株） 

当事業年度増加株
式数（千株） 

当事業年度減少株
式数（千株） 

当事業年度末株式
数（千株） 

発行済株式         

普通株式  4,605  －  －  4,605

合計  4,605  －  －  4,605

自己株式         

普通株式  (注)  374  166  －  540

合計  374  166  －  540

  
（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 

2008年６月19日 
定時株主総会 

普通株式  52,895  12.5 2008年３月31日 2008年６月20日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資 
１株当たり配当額

（円） 
基準日 効力発生日 

2009年６月23日 
定時株主総会 

普通株式  20,324 利益剰余金  5.0 2009年３月31日 2009年６月24日 

  
前事業年度末株式
数（千株） 

当事業年度増加株
式数（千株） 

当事業年度減少株
式数（千株） 

当事業年度末株式
数（千株） 

発行済株式         

普通株式  4,605  －  －  4,605

合計  4,605  －  －  4,605

自己株式         

普通株式  (注)  540  106  －  647

合計  540  106  －  647

  
（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 

2009年６月23日 
定時株主総会 

普通株式  20,324  5.0 2009年３月31日 2009年６月24日 
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前事業年度（自2008年４月１日 至2009年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

当事業年度（自2009年４月１日 至2010年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

当事業年度（自2009年４月１日 至2010年３月31日） 

１．金融商品の状況に関する事項 

(1）金融商品に対する取組方針 

 当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行借入による方針で

す。デリバティブは、借入金の金利変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行いません。 

(2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制 

 営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、当社

の社内規則に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を定期的に見

直すこととしています。 

 投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する企業の

株式であり、定期的に把握された時価が担当取締役に報告されています。 

 営業債務である支払手形及び買掛金は、そのすべてが１年以内の支払期日です。 

 借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調

達です。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されていますが、このうち長期のものの一部について

は、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引（金利

スワップ取引）をヘッジ手段として利用しています。ヘッジの有効性の評価方法については、金利スワップの

特例処理の要件を満たしているため、その判定をもって有効性の評価を省略しています。 

 デリバティブ取引の管理は、管理本部内で行われます。取引の契約は取締役社長の、執行は担当取締役の認

可事項とし、執行後担当取締役に報告されます。また、当社のデリバティブ取引の契約先は、高い信用各付を

有する金融機関であるため、相手方の契約不履行によるリスク（信用リスク）もないと認識しています。 

 営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されていますが、当社では、各社が月次に資金繰計画を作成するな

どの方法により管理しています。  

(3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

 「２．金融商品の時価等に関する事項」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額

自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 
  

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度 
（自 2008年４月１日 
至 2009年３月31日） 

当事業年度 
（自 2009年４月１日 
至 2010年３月31日） 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

（2009年３月31日現在） （2010年３月31日現在）

現金及び預金勘定 2,888,557千円

現金及び現金同等物 2,888,557  

現金及び預金勘定 2,763,703千円

現金及び現金同等物 2,763,703  

（リース取引関係）

（金融商品関係）
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２．金融商品の時価等に関する事項 

 2010年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価

を把握することが極めて困難と認められるものは含まれていません（（注）２．参照）。 

（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 

資 産 

(1）現金及び預金、(2）受取手形、(3）売掛金 

 これらは短期間で決済されるため時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってい

ます。 

(4）投資有価証券 

 これらの時価については、株式等は取引所の価格によっています。また、保有目的ごとの有価証券に

関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照ください。 

負 債 

(1）支払手形、(2）買掛金、(3）短期借入金、(4）１年内返済予定の長期借入金、(5）未払金 

 これらは短期間で決済されるため時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってい

ます。 

(6）長期借入金 

 これらの時価は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在

の価値により算定しています。 

デリバティブ取引 

注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。 

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

 これらについては市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(4）投

資有価証券」には含めていません。 

３．金銭債権及び満期のある有価証券の決済日後の償還予定額 

４．長期借入金（１年内返済予定のものを除く。）の決算日後の返済予定額 

（追加情報） 

 当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年３月10日）及び「金融商品

の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成20年３月10日）を適用しています。 

  貸借対照表計上額（千円） 時価（千円） 差額（千円） 

(1）現金及び預金  2,763,703  2,763,703  －

(2）受取手形  264,827  264,827  －

(3）売掛金  1,445,839  1,445,839  －

(4）投資有価証券  303,048  303,048  －

 資産計  4,777,419  4,777,419  －

(1）支払手形   728,649  728,649  －

(2）買掛金   355,069  355,069  －

(3）短期借入金  750,000  750,000  －

(4）１年内返済予定の長期借入金   1,300,242  1,300,242  －

(5）未払金  97,290  97,290  －

(6）長期借入金  2,372,430  2,390,211  17,781

 負債計  5,603,681  5,621,462  17,781

デリバティブ取引  －  －  －

  貸借対照表計上額（千円） 

(1）その他有価証券   

非上場株式  13,500

(2）子会社株式  5,788

  
１年以内  

（千円） 

１年超５年以内 

（千円） 

５年超10年以内 

（千円） 

10年超  

（千円） 

現金及び預金  2,763,703  －  －  －

受取手形  264,827  －  －  －

売掛金  1,445,839  －  －  －

合計  4,474,370  －  －  －

  
１年超２年以内 

（千円） 
２年超３年以内 

（千円） 
３年超４年以内 

（千円） 
４年超５年以内 

（千円） 

長期借入金  1,151,826  610,992  524,158  85,454
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前事業年度（2009年３月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

（注）表中の「取得原価」には減損処理後の帳簿価額が含まれています。減損処理に当たっては、期末における時価

が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、回復可

能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行うこととしています。 

２．当事業年度中に売却したその他有価証券（自2008年４月１日 至2009年３月31日） 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

（有価証券関係）

  種類 取得原価（千円） 
貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

貸借対照表計上額が

取得原価を超えるも

の 

(1）株式  147,819  158,030  10,211

(2）債券       

①国債・地方債等  －  －  －

②社債  －  －  －

③その他  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  147,819  158,030  10,211

貸借対照表計上額が

取得原価を超えない

もの 

(1）株式  8,802  8,802  －

(2）債券       

①国債・地方債等  －  －  －

②社債  －  －  －

③その他  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  8,802  8,802  －

  合 計  156,622  166,833  10,211

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

 55,000  5,000  －

  貸借対照表計上額（千円） 

(1）その他有価証券   

非上場株式  13,500

(2）子会社株式  5,788
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当事業年度（2010年３月31日現在） 

１．子会社株式及び関連会社株式  

 子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額 関係会社株式5,788千円）は、市場価格がなく、時価を把握する

ことが極めて困難と認められることから記載していません。 

  

２．その他有価証券 

（注）非上場株式（貸借対照表計上額 13,500千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困

難と認められることから上表の「その他有価証券」には含まれていません。 

３．当事業年度中に売却したその他有価証券（自2009年４月１日 至2010年３月31日） 

  種類 
貸借対照表計上額 

（千円） 
取得原価（千円） 差額（千円） 

貸借対照表計上額が

取得原価を超えるも

の 

(1）株式  303,048  159,022  144,026

(2）債券       

①国債・地方債等  －  －  －

②社債  －  －  －

③その他  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  303,048  159,022  144,026

貸借対照表計上額が

取得原価を超えない

もの 

(1）株式  －  －  －

(2）債券       

①国債・地方債等  －  －  －

②社債  －  －  －

③その他  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  －  －  －

  合 計  303,048  159,022  144,026

種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

(1）株式  －  －  －

(2）債券       

①国債・地方債等  －  －  －

②社債  －  －  －

③その他  －  －  －

(3）その他  －  －  －

合 計  －  －  －
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 前事業年度（自2008年４月１日 至2009年３月31日）  

１．取引の状況に関する事項 

  

２．取引の時価等に関する事項 

当社のデリバティブ取引は、全てヘッジ会計が適用されいるため該当事項はありません。 

  

 当事業年度（自2009年４月１日 至2010年３月31日）  

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 

  該当事項はありません。 

  

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引 

  金利関連 

 （注）金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている借入金と一体として処理されているため、その

時価は、当該借入金の時価に含めて記載しています。 

（デリバティブ取引関係）

(1）取引の内容 

 利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ取引です。 

(2）取引に対する取組方針 

 デリバティブ取引は、短期的な売買差益を獲得する目的（トレーディング目的）や投機目的のために単独でデリバ

ティブ取引を利用することは行わない方針です。 

(3）取引の利用目的 

 当社は、市場金利動向を踏まえたうえで、資金調達コストの軽減を図るためにデリバティブ取引を利用していま

す。なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っています。 

①ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用しています。また、金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合は、特

例処理を採用しています。 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…金利スワップ 

ヘッジ対象…借入金の金利 

③ヘッジ方針 

 主として当社のリスク別管理方針に基づき、金利変動リスクをヘッジしています。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ手段及びヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、かつ、ヘッジ開始時及びその後も継続して相場変

動又はキャッシュ・フロー変動を完全に相殺するものと想定することができるため、ヘッジ有効性の判定は省略し

ています。 

(4）取引に係るリスクの内容 

 デリバティブ取引は、市場金利の変動によるリスク（市場リスク）を有しています。しかし、現在の市場金利の動

向を考慮すると、金利の上昇によって当社が損失を被るリスクはほとんどないと認識しています。また、当社のデリ

バティブ取引の契約先は、高い信用格付を有する金融機関であるため、相手方の契約不履行によるリスク（信用リス

ク）もないと認識しています。さらに当社は、取引の対象物の価格変動に対する当該取引の時価の変動率が大きい特

殊な取引（レバレッジのきいたデリバティブ取引）は利用していません。 

(5）取引に係るリスク管理体制 

 日常におけるデリバティブ取引の管理は、経理部内で行われます。また、取引の契約は取締役社長の、執行は担当

取締役の認可事項とし、執行後担当取締役に報告されます。 

ヘッジ会計の方法 取引の種類 主なヘッジ対象

当事業年度（2010年３月31日） 

契約額等
（千円） 

契約額等のうち
１年超（千円） 

時価 
（千円） 

当該時価の
算定方法

金利スワップの 
特例処理 

金利スワップ取引 
借入金  1,150,000  750,000 （注） ― 

 変動受取・固定支払 
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前事業年度（自2008年４月１日 至2009年３月31日） 

 該当事項はありません。 

当事業年度（自2009年４月１日 至2010年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

前事業年度（自2008年４月１日 至2009年３月31日） 

該当事項はありません。  

（追加情報） 

当事業年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年10月17日）及び「関連

当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号 平成18年10月17日）を適用していま

す。 

 なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。 

当事業年度（自2009年４月１日 至2010年３月31日） 

該当事項はありません。  

  

（持分法損益等）

（関連当事者情報）
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１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後法人税等負担率との差異原因の主な項目別内訳 

  

（税効果会計関係）

項目 
前事業年度 

(2009年３月31日現在) 
当事業年度 

(2010年３月31日現在) 

繰延税金資産     

未払事業税(千円)  －  1,366

貸倒引当金損金算入限度超過額(千円)  8,220  7,710

賞与引当金損金算入限度超過額（千円）  15,000  15,038

賞与対象社会保険料否認（千円）  1,924  1,929

監査費用未払費用計上否認（千円）  1,714  －

退職給付引当金損金算入限度超過額（千円）  42,935  42,976

役員退職慰労引当金損金算入限度超過額（千円）  19,626  19,611

自己株式取得費否認（千円）  1,024  1,024

投資有価証券評価損否認（千円)  11,690  11,690

たな卸資産評価損（千円)  23,854  4,783

減損損失（千円)  －  25,511

繰越欠損金（千円)  98,001  295,076

外国税額控除(千円)  2,070  3,071

繰延税金資産合計（千円）  226,063  429,790

繰延税金負債     

未収還付事業税容認（千円）  △1,058  －

その他有価証券評価差額（千円）  △4,084  △57,610

その他（千円）  －  △716

繰延税金負債合計（千円）  △5,142  △58,326

評価性引当額（千円）  △226,063  △429,790

繰延税金負債純額（千円）  △5,142  △58,326

項目 
前事業年度 

（自 2008年４月１日 
至 2009年３月31日） 

当事業年度 
（自 2009年４月１日 
至 2010年３月31日） 

法定実効税率（％）  40.0  40.0

（調整）     

交際費等損金不算入項目（％）  △0.3  △0.1

住民税均等割等（％）  △1.4  △1.1

評価性引当額（％）  △52.1  △40.7

過年度法人税等（％）  △0.3  －

その他（％）  △0.1  －

税効果会計適用後の法人税等負担率（％）  △14.2  △1.9
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１．採用している退職給付制度の概要 

 当社は、2009年４月１日より適格退職年金制度から確定給付企業年金制度（規約型）に移行しました。また、複数事

業主による厚生年金基金制度にも加入しています。 

 要拠出額を退職給付費用として処理している複数事業主制度に関する事項は次のとおりです。 

(1）制度全体の積立状況に関する事項 

(2）制度全体に占める当社の給与総額割合 

(3）補足説明 

（2008年３月31日現在） 

上記（1）の差引額の主な要因は、年金財政計算上の未償却過去勤務債務残高 千円及び繰越不足金

千円です。本制度における過去勤務債務の償却方法は期間 年の元利均等償却です。 

また、年金財政上の繰越不足金については、財政再計算に基づき必要に応じて掛金率を引き上げる等の方法によ

って処理されます。 

なお、財政運営上使用する資産は、数理的評価を採用しているため、財政決算上計上されている負債勘定の資産

評価調整加算額 千円が、（1）の差引額に含まれています。 

（2009年３月31日現在） 

上記（1）の差引額の主な要因は、年金財政計算上の未償却過去勤務債務残高 千円及び繰越不足金

千円です。本制度における過去勤務債務の償却方法は期間 年（残存償却年数16年）の元利均等償却で

す。 

また、年金財政上の繰越不足金については、財政再計算に基づき必要に応じて掛金率を引き上げる等の方法によ

って処理されます。 

なお、財政運営上使用する資産は、数理的評価を採用しているため、財政決算上計上されている負債勘定の資産

評価調整加算額 千円が、（1）の差引額に含まれています。 

給付債務の額は、財政運営基準の改正内容を一年前倒し適用し、数理債務と 低責任準備金の合計から 低責任

準備金控除額 千円を控除しています。  

２．退職給付債務及びその内訳 

（注）当社は、従業員数が300人未満の小規模企業に該当しますので退職給付債務の計算に簡便法を採用しています。 

３．退職給付費用の内訳 

４．退職給付債務等の計算基礎 

前事業年度（2009年３月31日現在） 

  
当事業年度（2010年３月31日現在） 

（退職給付関係）

  2008年３月31日現在 2009年３月31日現在 

年金資産の額 千円86,580,872 千円69,600,521

年金財政計算上の給付債務の額 千円122,401,855 千円107,835,578

差引額 千円△35,820,982 千円△38,235,056

自2007年４月１日 至2008年３月31日   ％1.22

自2008年４月１日 至2009年３月31日   ％1.20

15,338,121

7,420,158 20

13,062,703

16,175,356

11,538,775 20

10,520,924

14,598,021

  
前事業年度 

(2009年３月31日現在) 
当事業年度 

(2010年３月31日現在) 

(1）退職給付債務（千円）  △522,883  △501,812

(2）年金資産（千円）  373,262  394,372

(3）未積立退職給付債務（千円）  △149,621  △107,440

(4）会計基準変更時差異の未処理額（千円）  42,281  －

(5) 退職給付引当金(△)（千円）  △107,339  △107,440

  
前事業年度 

 (自 2008年４月１日 
  至 2009年３月31日) 

当事業年度 
  (自 2009年４月１日 
  至 2010年３月31日) 

(1）勤務費用（千円）  151,295  1,198

(2）会計基準変更時差異の費用処理額（千円）  42,281  42,281

(3）退職給付費用（千円）  193,577  43,479

会計基準変更時差異の処理年数 年10

会計基準変更時差異の処理年数 年10
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前事業年度（自2008年４月１日 至2009年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

当事業年度（自2009年４月１日 至2010年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

前事業年度（自2008年４月１日 至2009年３月31日） 

 該当事項はありません。 

当事業年度（自2009年４月１日 至2010年３月31日） 

 該当事項はありません。 

当事業年度（自2009年４月１日 至2010年３月31日）  

 当社は、東京都において賃貸建物（土地を含む。）を有しています。当事業年度における当該賃貸等不動産に関す

る賃貸損益は11,900千円（賃貸収益は営業外収益に、主な賃貸費用は営業外費用に計上）です。 

 また、当該賃貸等不動産の貸借対照表計上額、当事業年度増減額及び時価は、次のとおりです。 

（注）１．貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額です。 

２．当事業年度増減額の減少額549千円は減価償却費です。 

３．当事業年度末の時価は、一定の評価額等が適切に市場価格を反映していると考えられるため当該評価額を

もって時価としています。  

（追加情報） 

 当事業年度より、「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第20号 平成20年11月28

日）及び「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第23号 平成20年

11月28日）を適用しています。 

  

 （注）１株当たり当期純損失金額（△）の算定上の基礎は、次のとおりです。 

  

（ストック・オプション等関係）

（企業結合等関係）

（賃貸等不動産）

貸借対照表計上額（千円） 当事業年度末の時価 

（千円） 前事業年度末残高 当事業年度増減額 当事業年度末残高 

  240,243   △549   239,694   120,409

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 2008年４月１日 
至 2009年３月31日） 

当事業年度 
（自 2009年４月１日 
至 2010年３月31日） 

１株当たり純資産額           円 848.64 １株当たり純資産額          円 748.31

１株当たり当期純損失金額（△）    円 △103.70 １株当たり当期純損失金額（△）   円 △126.91

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、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式

が存在しないため記載していません。 

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、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式

が存在しないため記載していません。 

  
前事業年度 

（自 2008年４月１日 
至 2009年３月31日） 

当事業年度 
（自 2009年４月１日 
至 2010年３月31日） 

１株当たり当期純損失金額（△）     

当期純損失（△）（千円）  △432,035  △510,500

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純損失（△）（千円）  △432,035  △510,500

期中平均株式数（株）  4,166,196  4,022,577
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前事業年度（自2008年４月１日 至2009年３月31日） 

 該当事項はありません。  

  

当事業年度（自2009年４月１日 至2010年３月31日） 

１．第三者割当の引受 

(1）第三者割当引受の経緯 

当社は、2010年２月10日にシンガポール共和国法人であるFischer Tech Ltd.（ＦＴ社）と資本業務提携契約を

締結し、それに伴い、当社は、2010年４月１日にＦＴ社が実施した第三者割当増資を引き受けました。これにより

2011年３月期より同社は当社の持分法適用関連会社となる予定です。  

(2）資本提携の内容の概要 

(3）ＦＴ社の概要  

  

２．希望退職者の募集 

 2010年４月２日開催の取締役会において、下記のとおり希望退職者の募集を行うことを決議しました。  

(1）希望退職者募集の理由 

 近年の深刻な経済環境の悪化により顧客のコスト低減や海外への生産移転が進む等売上高、受注量の減少が続

き、当社を取り巻く経営環境の厳しさは増しています。 

 そのような中当社といたしましては、役員報酬の減額、工場の統合による生産拠点の集約化、生産コストの削

減、海外企業との業務提携等生産体制の再構築と収益構造の改善に向けた諸施策の実施を行ってまいりましたが、

さらなる経営合理化や人的資源の 適化を図るため希望退職者の募集を決定しました。  

(2）希望退職者募集の概要 

(3）希望退職による損失の見込額 

 今回の希望退職者募集に伴い発生する割増退職金等の総額は、１億70百万円程度を見込んでおり、2011年３月期

の特別損失として計上する予定です。 

  

（重要な後発事象）

① 取得株式の数 普通株式 42,893,177株 

② 取得価額 8,578千シンガポールドル（日本円換算で約５億80百万円） 

③ 所有割合 15.70％ 

① 商号 Fischer Tech Ltd. 

② 代表者 Tan Choon King（President&CEO） 

③ 本店所在地 12 Loyang Way4, Loyang Industrial Estate, Singapore 507602 

④ 主な事業内容 自動車、スマートフォン、医療機器、コンピューター、家電製品等向けのプラスチック成形品

製造販売 

⑤ 近事業年度における業績の動向  

  

    （単位：百万シンガポールドル）

  2007年３月期 2008年３月期 2009年３月期 

売 上 高   143.8  145.3  129.6

売 上 総 利 益  20.9  9.3  8.0

営 業 利 益 ( △ 損 失 )  6.8  △5.2  △3.9

当期純利益(△損失)  5.6  △5.1  △4.1

① 募集人数 40名程度 

② 募集対象者 2010年４月１日現在で勤続１年以上の正社員（ライン管理職等は除く） 

③ 募集期間 2010年４月19日から2010年５月15日まで 

④ 退職日 2010年６月30日 

⑤ 優遇措置 通常の退職金に割増退職金を加算して支給する。また、希望者に対しては、再就職支援を行

う。 
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(1）取締役の異動（2010年６月22日予定） 

①退任予定取締役 

なお、両氏は退任後顧問となる予定です。  

  

②取締役の役職の異動  

  

(2）執行役員の異動（2010年６月22日付） 

①退任予定執行役員 

  

②執行役員の役職の異動 

  

  

(3）販売の状況 

  

 （注） 前事業年度まで各分野に含めて表示していた金型・金型温調機等装置・ライセンス料等手数料収入等の売上に

ついては、当事業年度から新たに当社で成形品の成形を伴う金型の売上は金型分野に、当社内生産を伴わない金

型・金型温調機等装置・ライセンス料等手数料収入等の売上はＥＲ（Engineering Resource）分野として区分表

示しています。なお、比較を容易にするため各分野の前事業年度分についても同様に組み替えています。 

５．その他

取 締 役  黒 須 孝 之 （現 常務執行役員 生産本部長兼西方工場長） 

取 締 役  荒 川 直 也 （現 常務執行役員 管理本部長） 

常務執行役員 管理本部長  宮 内 博 章 （現 常務執行役員） 

執行役員 生産本部長 
 伊 藤 雅 之 （現 執行役員 生産本部生産技術部長） 

兼 生産本部生産技術部長 

執行役員  池 田  清 （現 営業本部業務グループ長） 

執行役員 生産本部西方工場長 

兼 栃木ＣＲ工場長  
 生 澤 光 男 （現 執行役員 生産本部栃木ＣＲ工場長） 

  （千円未満切捨て）

分野 

前事業年度 
（自 2008年４月１日 

  至 2009年３月31日） 

 当事業年度 
（自 2009年４月１日 

  至 2010年３月31日） 

  
対前年比 

  

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 増減率（％）

家電  1,840,831  26.4  1,175,219  21.3  △665,612  △36.2

エレクトロニクス  2,775,286  39.9  2,390,430  43.3  △384,856  △13.9

自動車  786,126  11.3  734,209  13.3  △51,917  △6.6

その他製品  492,717  7.1  609,462  11.1  116,745  23.7

金型  671,835  9.7  273,965  5.0  △397,870  △59.2

ＥＲ  392,475  5.6  333,369  6.0  △59,105  △15.1

合計  6,959,273  100.0  5,516,654  100.0  △1,442,618  △20.7
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