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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 4,842 △19.8 △119 ― △154 ― △175 ―
21年3月期 6,034 △2.2 △204 ― △222 ― △320 ―

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 △14.29 ― △20.9 △2.9 △2.5
21年3月期 △26.14 ― △28.4 △3.9 △3.6

（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 5,003 780 15.2 61.85
21年3月期 5,493 941 16.7 74.62

（参考） 自己資本   22年3月期  759百万円 21年3月期  915百万円

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 238 5 △339 440
21年3月期 △38 △86 401 535

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 ― ― ― 0.00 0.00 ― ― ―
22年3月期 ― ― ― 0.00 0.00 ― ― ―
23年3月期 

（予想） ― ― ― 0.00 0.00 ―

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

2,450 10.7 50 ― 30 ― 25 ― 2.04

通期 5,060 4.5 125 ― 85 ― 73 ― 5.95

-1-



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  

(注) 詳細は、7ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

(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、19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の変更」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、30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 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 12,317,000株 21年3月期 12,317,000株
② 期末自己株式数 22年3月期  44,013株 21年3月期  42,688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 3,733 △19.3 △105 ― △127 ― △149 ―
21年3月期 4,626 △3.5 △237 ― △241 ― △335 ―

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 △12.16 ―
21年3月期 △27.30 ―

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 3,985 639 16.0 52.10
21年3月期 4,533 770 17.0 62.74

（参考） 自己資本 22年3月期  639百万円 21年3月期  770百万円

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 
 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、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
場合があります。 
  なお、上記の予想の前提条件その他の関連事項については、3ページ「経営成績(1)経営成績に関する分析」を参照下さい。 

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

1,800 2.0 22 ― 8 ― 6 ― 0.49

通期 3,900 4.5 67 ― 40 ― 35 ― 2.85
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①当期の経営成績 

当期におけるわが国経済は、世界的な金融危機に端を発した景気低迷の影響が残り、雇用環境、所得

環境の悪化や設備投資の低迷は依然続いており、先行きの不透明感を払拭できない状況で推移しまし

た。 

当社グループ製品の主たる需要先であります住宅建設業界は、住宅ローン減税や長期優良住宅への投

資減税など、需要を下支えする政策支援の効果はあったものの、企業業績の悪化に伴う雇用不安、所得

減少への懸念が依然として強く、住宅取得意欲の本格的な回復には至っておらず、事業環境は厳しい状

況が続きました。平成21年の新設住宅着工戸数は、78.8万戸で前年比28%の減少、45年ぶりの80万戸割

れとなりました。その他パレット・梱包業界向けにつきましても、生産活動は低迷し、釘全体の需要は

大幅に減少し、非常に厳しい経営環境となりました。 

一方、連結子会社で手がける工業用ネジにつきましては、世界同時不況の影響を受け、電機、ＯＡ機

器、自動車業界等の生産調整により、極端な販売不振に見舞われましたが、生産調整が一巡した平成21

年6月以降は販売環境は回復しました。 

このような厳しい経営環境に対処すべく、製造費用、販管費の低減を骨子とする中期経営計画を策定

し、コスト削減に迅速かつ徹底的に取り組みました。平成21年5月に希望退職者を募集し、30余名の人

員削減を行い、人件費を削減し、また、同年8月までに物流に関する外注業務を全面的に社内に取込

み、業務委託費を削減しました。これらの諸々の施策により、平成19年度比約3億円の経費を削減した

結果、第3・4四半期累計は経費削減、生産性向上の効果が現れ、51百万円の四半期純利益を計上いたし

ました。 

当連結会計年度の成績は、売上高4,842百万円(前年同期比1,192百万円減)、営業損失119百万円(前年

は204百万円の損失)、経常損失154百万円(前年は222百万円の損失)となりました。特別損益におきまし

ては、投資有価証券の売却益51百万円等の特別利益を計上し、固定資産除却損15百万円、希望退職募集

による割増退職金58百万円等で74百万円の特別損失を計上いたしました。また、税金費用として2百万

円を計上しました結果、当期純損失は175百万円(前年は320百万円の損失)となりました。 

  

当連結会計年度における部門別業績は次のとおりであります。 

(釘部門) 

主力の住宅分野は、需要の縮小と安価な輸入商品の影響で苦戦をいたしました。線材価格が安定

し、経費削減の効果により当連結会計年度下半期から競争力を取戻しましたが、厳しい販売環境が続き

ました。 

この結果、釘部門の売上高は、2,829百万円(前年同期比13.7%減)となりました。 

(ネジ部門) 

連結子会社で手がける工業用ネジは、世界同時不況により、上半期は極度の販売不振に陥りました

が、その後、生産調整が一巡した平成21年6月以降には販売環境が回復しました。 

この結果、ネジ部門の売上高は、1,371百万円(前年同期比21.2%減)となりました。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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(その他の関連商品部門) 

新規商品の取扱い等に努力いたしましたが、特に金物類の販売が低調でありました。 

この結果、その他の関連商品部門の売上高は、641百万円(前年同期比36.7%減)となりました。 

  

②次期の見通し 

当社グループの主力製品である釘の売上高は新築住宅着工戸数に大きく影響されます。家電業界や自

動車業界は回復が顕著ですが、建設業界は政府の諸施策の効果も限定的で低迷しており、今後の新築住

宅着工戸数は80～85万戸で推移すると考えられ、厳しい環境が続くと思われます。ネジの見通しは、ユ

ーザーの生産調整が一巡したこともあり、売上高は前期を上回ると予想しております。 

このような状況の下、当社グループとしては、今後ともさらなる経費削減に努め、コスト競争力を強

化し、業績の改善向上に努力してまいります。 

次期(平成23年3月期)の通期連結業績見通しにつきましては、売上高5,060百万円、営業利益125百万

円、経常利益85百万円、当期純利益73百万円を見込んでおります。 

  

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度

に比べ95百万円減少し、当連結会計年度には440百万円となりました。 

当連結会計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あります。 

営業活動によるキャッシュ・フローについては、税金等調整前当期純損失が177百万円となり、減価

償却費173百万円、売上債権の増加額が96百万円となりましたが、大幅なたな卸資産の減少額368百万円

などにより、238百万円の収入となりました。また、投資活動によるキャッシュ・フローについては、

有形固定資産の取得による支出が63百万円ありましたが、投資有価証券の売却による収入75百万円など

により、5百万円の収入となりました。財務活動キャッシュ・フローについては、長期借入金の返済に

よる支出が長期借入れによる収入を342百万円上回ったため、339百万円の支出となりました。 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
（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 

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 

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おります。 

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

3.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活動によるキャッシュ・フローを使用してお

ります。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払った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。 

  

(2) 財政状態に関する分析

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 19.1％ 21.8％ 23.1％ 16.7％ 15.2%

時価ベースの自己資本比率 34.4％ 27.7％ 17.7％ 8.5％ 13.0%

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

17.8％ 21.6％ 13.2％ ─ 13.1%

インタレスト・カバレッジ・
レシオ（倍）

3.2 2.7 5.0 ─ 4.9
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当社は株主の皆様に対する利益還元を重要施策のひとつと位置付けており、財務体質の強化に取組ん

でいます。内部留保につきましては、製品開発、競争力の維持向上、収益性の向上を図るため、有効投

資に備える所存であります。株主の皆様に対する配当金につきましては、財務状況、利益水準および配

当性向等を総合的に勘案して実施いたしたく考えています。当期の利益配当金につきましては、経営環

境の急激な悪化、雇用調整に伴い特別損失を計上いたしましたことにより、大きな当期純損失となりま

したので、誠に遺憾ではありますが、無配とさせていただきます。 

  

当社グループの経営成績、財務状況等に関する事項のうち、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、以下のようなものがあると考えています。 

(事業環境について) 

当社グループの経営成績は、主たる需要先である住宅建設業界の住宅着工戸数に大きく影響を受ける

可能性があります。長期的には少子化による住宅需要の減少、それに伴う釘需要の減少が考えられま

す。また、近年中国からの釘・ネジ商品の輸入が増加しており、国内市場価格への影響が増大していま

す。これらの需要減、販売価格の低下及び原材料の高騰等のリスクに対して、約3億円の経費削減を実

施し、さらに次の施策を実行してまいります。 

①生産性の向上 

②ＯＥＭ先との連携強化 

③新製品の開発  

これらの実行により、自社製品の競争力を強化し、リスクに対応する所存であります。 

(事業構造について) 

当社グループの事業構造は、釘・ネジという単一商品に依存しているというリスクがあります。新商

品の開発やグループ経営を強化することにより、このリスクに対応できると判断します。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク

アマテイ㈱(5952)平成22年3月期決算短信
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当社グループは、前連結会計年度に続き当連結会計年度において、住宅需要が世界同時不況により一

層悪化し、販売価格の値崩れ等の事業環境の悪化によって、業績の低迷が続き、営業損失、経常損失と

なりました。営業キャッシュ・フローは、たな卸資産の在庫圧縮等により大幅な収入となりました。当

社グループには引き続き、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在していますが、この状況を解消

し、また改善するために次の対策をとっています。 

①一部の長期借入金について財務制限条項が付されており、当連結会計年度末は制限条項に抵触してい

ますが、制限条項を適用しない旨、金融機関より承認を得ています。なお、平成22年4月には、当該

借入金の借り換えに伴う制限条項の内容変更により、財務制限条項に抵触しない状況となっていま

す。 

②金融機関からの資金調達が厳しくなるリスクがありますが、関係会社等からの金融支援の約束を継続

して取り付けています。 

③当連結会計年度に希望退職募集による人的リストラを実施し、人件費の大幅な削減をいたしました

が、さらに資産を含むリストラを進め、また、生産性の向上により製造コストの削減に努めてまいり

ます。 

④新製品の開発、市場開拓により、収益性の拡大を図ってまいります。 

以上のことにより、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと考えていま

す。 

(5) 継続企業の前提に関する重要事象等

アマテイ㈱(5952)平成22年3月期決算短信
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当社の企業集団は、当社、子会社２社(株式会社接合耐力試験技術センター、株式会社ナテック)及びそ

の他の関係会社2社(伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社及び株式会社神戸製鋼所…当社は当該会社の関連会社であ

る)で構成されています。 

当社は株式会社神戸製鋼所等から、伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社を通じて主原料である線材を仕入れていま

す。 

株式会社接合耐力試験技術センターは、土木建設材料・建築金物等の強度・物性・安全性の調査研究、

耐力試験及び品質検査を行っています。 

株式会社ナテックは、工業用精密ネジの製造・販売を行っています。 

企業集団内での事業の系統図は次のとおりです。 

  

 

2. 企業集団の状況
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当社グループは、釘・ネジの専業メーカーとして、「1本の釘・ネジで、ものともの、人と人とを繋

ぎ、豊かな社会づくりに貢献します」を企業理念として定めています。物づくりにこだわり、お客様に

優れて安定した製品を提供し、社会に貢献することを使命として事業活動を続けています。また、法令

や社会規範を遵守し、継続して安定した利益の確保ができるよう徹底した合理化を進め、透明でわかり

やすい経営を行います。 

収益性  売上高営業利益率  営業利益÷売上高        4% 

効率性  借入金回転期間   有利子負債÷売上高×12ヶ月   4ヶ月    

財務健全性株主資本比率    株主資本÷総資本        30%     

釘・ネジの製造・販売という業態での事業性が問われており、まずは足元をしっかり固めることが

重要課題であると認識しており、下記の施策を粛々と実行に移し、コスト競争力の強化、財務体質の改

善に努めます。 

 ①釘事業の再構築 

・ＯＥＭの深化に伴い生産体制を見直し、適正化を図る。 

・ハウスメーカー等大手需要家との取組みを強化する。 

・昨年新設した営業企画室、新製品開発チームを活用し、新規開拓(新製品、新規取引)を加速する。

②ネジ事業の拡大 

・自動車業界向けのシェアアップを図る。 

・生産技術を進化させ、生産性の向上によるコストダウンを追求する。 

・新製品の開発を行う。 

・差別化を図れる高付加価値製品の拡販を図る。 

③管理体制の整備強化 

・監査室に選任スタッフを置き、内部統制システムを機能させる。 

④グループ経営の強化 

・生産、販売、製品開発等における諸問題をグループ間の連携を強化し、解決を図る。 

⑤ＶＯＣやＰＣＢ処理など環境の改善に積極的に対応する。 

当社グループの需要先では、電機・自動車業界は景気減速による影響を受けながらも、中期的に底堅

い需要が期待できるものの、建設業界は少子化による住宅需要の減少により厳しい環境が続くものと考

えております。このような構造変化に対応すべく、次の事項について積極的に挑戦し、業容の維持拡大

を図っていく所存であります。 

①コスト競争力の強化 

②財務体質の改善 

③製造コストに見合った製品価格での販売 

④新製品の開発、新規事業への参入 

該当事項はありません。 

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題

(5) その他、会社の経営上重要な事項
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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 545,803 450,116

受取手形及び売掛金 1,149,007 1,246,006

商品及び製品 871,018 558,971

仕掛品 262,366 200,413

原材料及び貯蔵品 161,776 167,017

前払費用 13,747 11,124

その他 11,065 6,645

貸倒引当金 △2,456 △2,860

流動資産合計 3,012,328 2,637,435

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 758,734 717,080

機械装置及び運搬具（純額） 629,049 561,468

土地 793,421 793,421

建設仮勘定 2,030 －

その他（純額） 38,946 31,123

有形固定資産合計 2,222,181 2,103,093

無形固定資産

ソフトウエア 16,993 23,559

その他 30,961 27,578

無形固定資産合計 47,955 51,137

投資その他の資産

投資有価証券 161,154 168,237

長期貸付金 1,324 1,052

長期前払費用 1,701 848

その他 61,629 55,570

貸倒引当金 △14,942 △14,209

投資その他の資産合計 210,868 211,499

固定資産合計 2,481,005 2,365,730

資産合計 5,493,334 5,003,166

アマテイ㈱(5952)平成22年3月期決算短信

-9-



  

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 926,941 896,714

短期借入金 2,222,961 2,048,447

1年内償還予定の社債 5,000 －

未払法人税等 3,605 3,841

未払消費税等 6,521 29,264

未払費用 59,625 52,599

賞与引当金 37,277 35,329

その他 82,313 92,683

流動負債合計 3,344,246 3,158,878

固定負債

長期借入金 1,089,371 928,993

退職給付引当金 77,129 95,116

役員退職慰労引当金 32,138 18,875

繰延税金負債 8,515 21,184

固定負債合計 1,207,153 1,064,168

負債合計 4,551,400 4,223,047

純資産の部

株主資本

資本金 615,216 615,216

資本剰余金 40,181 40,181

利益剰余金 250,661 75,304

自己株式 △2,634 △2,714

株主資本合計 903,424 727,988

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 12,456 31,035

評価・換算差額等合計 12,456 31,035

少数株主持分 26,053 21,094

純資産合計 941,934 780,118

負債純資産合計 5,493,334 5,003,166
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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 6,034,938 4,842,247

売上原価 5,305,250 4,115,147

売上総利益 729,688 727,100

販売費及び一般管理費 934,141 846,161

営業損失（△） △204,453 △119,061

営業外収益

受取利息 70 91

受取配当金 6,962 1,635

受取賃貸料 12,600 11,250

技術指導料 5,057 2,381

スクラップ売却益 6,368 －

その他 11,511 10,886

営業外収益合計 42,570 26,245

営業外費用

支払利息 40,365 49,102

為替差損 5,010 487

手形売却損 5,837 2,108

売上割引 8,367 6,120

その他 1,132 3,902

営業外費用合計 60,712 61,720

経常損失（△） △222,595 △154,536

特別利益

固定資産売却益 618 37

投資有価証券売却益 － 51,383

特別利益合計 618 51,420

特別損失

固定資産除却損 8,114 15,515

ゴルフ会員権評価損 8,800 －

減損損失 1,908 －

特別退職金 － 58,587

その他 － 404

特別損失合計 18,823 74,507

税金等調整前当期純損失（△） △240,800 △177,623

法人税、住民税及び事業税 2,603 2,604

法人税等調整額 74,971 66

法人税等合計 77,575 2,671

少数株主利益又は少数株主損失（△） 2,518 △4,938

当期純損失（△） △320,893 △175,356
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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 615,216 615,216

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 615,216 615,216

資本剰余金

前期末残高 40,181 40,181

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 40,181 40,181

利益剰余金

前期末残高 583,832 250,661

当期変動額

剰余金の配当 △12,277 －

当期純損失（△） △320,893 △175,356

当期変動額合計 △333,171 △175,356

当期末残高 250,661 75,304

自己株式

前期末残高 △2,440 △2,634

当期変動額

自己株式の取得 △193 △79

当期変動額合計 △193 △79

当期末残高 △2,634 △2,714

株主資本合計

前期末残高 1,236,789 903,424

当期変動額

剰余金の配当 △12,277 －

自己株式の取得 △193 △79

当期純損失（△） △320,893 △175,356

当期変動額合計 △333,365 △175,436

当期末残高 903,424 727,988
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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 108,619 12,456

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△96,162 18,579

当期変動額合計 △96,162 18,579

当期末残高 12,456 31,035

評価・換算差額等合計

前期末残高 108,619 12,456

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△96,162 18,579

当期変動額合計 △96,162 18,579

当期末残高 12,456 31,035

少数株主持分

前期末残高 23,534 26,053

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,518 △4,958

当期変動額合計 2,518 △4,958

当期末残高 26,053 21,094

純資産合計

前期末残高 1,368,943 941,934

当期変動額

剰余金の配当 △12,277 －

自己株式の取得 △193 △79

当期純損失（△） △320,893 △175,356

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △93,644 13,620

当期変動額合計 △427,009 △161,815

当期末残高 941,934 780,118
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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損失（△） △240,800 △177,623

減価償却費 186,527 173,900

減損損失 1,908 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,224 △328

賞与引当金の増減額（△は減少） △18,239 △1,948

退職給付引当金の増減額（△は減少） 35,043 17,986

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △25 △13,262

受取利息及び受取配当金 △7,032 △1,727

支払利息 40,365 49,102

ゴルフ会員権評価損 8,800 －

固定資産売却損益（△は益） △618 △37

固定資産除却損 8,114 15,515

投資有価証券売却損益（△は益） － △51,383

売上債権の増減額（△は増加） 402,819 △96,999

たな卸資産の増減額（△は増加） △114,498 368,759

その他の資産の増減額（△は増加） 14,598 6,564

仕入債務の増減額（△は減少） △281,271 △30,227

その他の負債の増減額（△は減少） △36,458 59,219

小計 △5,991 317,510

利息及び配当金の受取額 7,032 1,727

利息の支払額 △39,438 △48,615

特別退職金の支払額 － △29,374

法人税等の還付額 1,905 －

法人税等の支払額 △2,079 △2,455

営業活動によるキャッシュ・フロー △38,570 238,791

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 △10,000 △10,000

定期預金の払戻による収入 － 10,000

有形固定資産の取得による支出 △73,290 △63,802

有形固定資産の売却による収入 1,888 100

無形固定資産の取得による支出 △5,136 △11,802

投資有価証券の売却による収入 － 75,395

貸付けによる支出 △720 △1,092

貸付金の回収による収入 875 1,365

投資その他の資産の増減額（△は増加） △505 5,328

投資活動によるキャッシュ・フロー △86,888 5,493
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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)

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 660,000 440,000

短期借入金の返済による支出 △635,000 △432,310

社債の償還による支出 △10,000 △5,000

長期借入れによる収入 1,105,000 300,000

長期借入金の返済による支出 △706,238 △642,582

自己株式の取得による支出 △193 △79

配当金の支払額 △12,277 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 401,290 △339,971

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 275,830 △95,686

現金及び現金同等物の期首残高 259,972 535,803

現金及び現金同等物の期末残高 535,803 440,116
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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】
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(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

前連結会計年度
(自 平成20年4月 1日
至 平成21年3月31日)

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
子会社2社のうち、株式会社ナテックは連結の範

囲に含まれ、株式会社接合耐力試験技術センターは
連結の範囲に含まれていません。当該非連結子会社
は、小規模会社であり、総資産、売上高、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)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及
ぼしていません。

1 連結の範囲に関する事項
同左

2 持分法の適用に関する事項
非連結子会社である株式会社接合耐力試験技術

センターは連結純損益及び利益剰余金等に及ぼす影
響が軽微で重要性がないため、持分法を適用してい
ません。

2 持分法の適用に関する事項
同左

3 連結子会社の事業年度に関する事項
連結子会社のうち株式会社ナテックの決算日は

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
調整を行っています。

3 連結子会社の事業年度に関する事項
同左

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

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)

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

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たな卸資産
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）によっています。
商品
当社 総平均法

連結子会社 移動平均法

製品
当社 先入先出法

連結子会社 総平均法

原材料・仕掛品・貯蔵品
総平均法

 

 

②たな卸資産
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）によっています。
商品
当社 同左

連結子会社 同左

製品
当社 同左

連結子会社 同左

原材料・仕掛品・貯蔵品
同左

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法
①有形固定資産
a.リース資産以外の有形固定資産
定額法によっています。
なお、主な耐用年数は、以下のとおりであり 
ます。
建物及び構築物        7年～50年
機械装置及び運搬具    4年～10年

b.リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る
リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロ

として算定する定額法によっています。
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
日以前のものについては、引き続き通常の賃貸
借取引にかかる方法に準じた会計処理を採用し
ています。

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法
①有形固定資産
a.リース資産以外の有形固定資産
       同左 

  
 
  
 

b.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

同左
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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)

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無形固定資産

定額法によっています。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)に基づく定額法によっています。

②無形固定資産

同左

(3)重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

債権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検討し、回収

不能見込額を計上しています。

(3)重要な引当金の計上基準

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、支給見込額を計上しています。

②賞与引当金

同左

③退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、主として、

直近の年金財政計算上の責任準備金の金額から年

金資産の額を控除した金額を計上しています。な

お、会計基準変更時差異(488,427千円)について

は、15年による按分額を費用処理しています。

③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に基づき計上してい

ます。なお、会計基準変更時差異については、15

年による按分額を費用処理しています。

(追加情報)

当社は、平成22年1月1日付けで従来の税制適

格退職年金制度を廃止し、平成22年3月12日付け

で中小企業退職金共済制度および退職金一時金の

各制度へ移行し、「退職給付制度間の移行等に関

する会計処理」(企業会計基準適用指針第1号)を

適用しています。

本移行に伴う、各損益に与える影響はありま

せん。

④役員退職慰労引当金

役員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いま

す。

④役員退職慰労引当金

同左

(4)その他連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっています。

(4)その他連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

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については、

全面時価評価法を採用しています。

5 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

同左

6 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書における資金の

範囲(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き

出し可能な預金からなっています。

6 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

同左
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(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)

（棚卸資産の評価に関する会計基準の適用）

当連結会計年度より、「棚卸資産の評価に関する会

計基準」(企業会計基準委員会  平成18年7月5日公表

分  企業会計基準第9号)を適用し、評価基準について

は、原価法から原価法(収益性の低下による簿価切下

げの方法)に変更しています。

これにより、従来の方法によった場合に比べて、営

業損失、経常損失、税金等調整前当期純損失及び当期

純損失が59,402千円それぞれ増加しています。

  
 

───

【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

います。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769,059千円、248,457千円、163,146

千円であります。

  
 

───

（連結損益計算書）

前連結会計年度において営業外収益の「その他」に

含めていた「スクラップ売却益」及び営業外費用の

「その他」に含めていた「売上割引」は、その金額的

重要性が増したため、当連結会計年度において区分掲

記することに変更しています。なお、前連結会計年度

の営業外収益の「その他」に含めていた「スクラップ

売却益」及び営業外費用の「その他」に含めていた

「売上割引」は、3,637千円及び8,906千円でありま

す。

（連結損益計算書）

前連結会計年度において、営業外収益のなかで区分

掲記していた「スクラップ売却益」は、営業外収益総

額の100分の20を下回ったため、当当連結会計年度で

は「その他」に含めています。なお、当連結会計年度

の営業外収益の「その他」に含まれる「スクラップ売

却益」は1,638千円であります。

【追加情報】

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)

（有形固定資産の耐用年数の変更）

当社の機械装置については、従来、耐用年数を8年～

12年としていましたが、法人税法の改正を契機として

耐用年数を見直した結果、当連結会計年度より10年に

変更しました。

これにより、当連結会計年度において、営業損失、

経常損失及び税金等調整前当期純損失が9,842千円増加

しています。

  
 

───
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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  有形固定資産の減価償却累計額 4,328,524千円 ※1  有形固定資産の減価償却累計額 4,422,350千円

 

 

※2  担保提供資産

受取手形 440,538千円

建物及び 
構築物

710,192千円 (182,794千円)

機械装置及び 
運搬具

452,494千円 (452,494千円)

土地 763,308千円 (16,898千円)

工具器具備品 11,222千円 (11,222千円)

計 2,377,756千円 (663,410千円)

対応債務

短期借入金 1,170,369千円 (729,831千円)

一年以内返済 
予定長期借入
金

496,148千円 (322,734千円)

長期借入金 876,291千円 (253,877千円)

計 2,542,808千円 (1,306,442千円)

上記のうち(  )内書は工場財団根抵当並びに当

該債務を示しています。

 

 

※2  担保提供資産

受取手形 336,063千円

建物及び
構築物

669,825千円 (168,598千円)

機械装置及び
運搬具

377,701千円 (377,701千円)

土地 763,308千円  (16,898千円)

工具器具備品 10,333千円  (10,333千円)

計 2,157,232千円 (573,531千円)

対応債務

短期借入金 1,200,303千円 (864,239千円)

一年以内返済
予定長期借入
金

341,006千円  (233,478千円)

長期借入金 772,593千円  (186,509千円)

計 2,313,902千円(1,284,226千円)

上記のうち(  )内書は工場財団根抵当並びに当

該債務を示しています。

※3  非連結子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) 20,000千円

※3  非連結子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) 20,000千円

4  受取手形割引高 268,560千円

受取手形裏書譲渡高 13,028千円

4  受取手形割引高 153,471千円

受取手形裏書譲渡高 6,112千円

※5  財務制限条項について

当社は平成21年3月27日付で金融機関から長期運

転資金として 終弁済期日を平成28年3月20日とす

る300,000千円及び 終弁済期日を平成26年3月20日

とする100,000千円の借入を行いました。当該借入

契約には、財務制限条項が付されており、下記の財

務制限条項のいずれかに抵触した場合には、本借入

金の償還期限にかかわらず直ちに本借入金債務及び

これに付帯する一切の債務の全部又は一部を弁済す

ることとなっています。

一．純資産額が金923,800,000円以下となったと

き。

二．書面による事前承認なしに、第三者(代表

者、子会社等を含む。)に対して貸付、出

資、保証を行ったとき。

なお、当連結会計年度末現在において、当社の純

資産額が金923,800,000円を下回っていますが、同

項を適用しない旨、金融機関より承諾を得ていま

す。

※5  財務制限条項について

当社は平成21年3月27日付で金融機関から長期運

転資金として 終弁済期日を平成28年3月20日とす

る300,000千円及び 終弁済期日を平成26年3月20日

とする100,000千円の借入を行いました。当該借入

契約には、財務制限条項が付されており、下記の財

務制限条項のいずれかに抵触した場合には、本借入

金の償還期限にかかわらず直ちに本借入金債務及び

これに付帯する一切の債務の全部又は一部を弁済す

ることとなっています。

一．純資産額が金923,800,000円以下となったと

き。

二．書面による事前承認なしに、第三者(代表

者、子会社等を含む。)に対して貸付、出

資、保証を行ったとき。

なお、当連結会計年度末現在において、当社の

純資産額が金923,800,000円を下回っていますが、

同項を適用しない旨、金融機関より承諾を得てい

ます。

(追加情報)

上記、平成21年3月27日実行の借入金は、平成22

年4月15日に借り換えを行いました。それに伴い、

財務制限条項の内容に変更があり、制限条項

「一」は次のとおりとなりました。

一．純資産額が金600,100,000円以下となったと

き。

その結果、財務制限条項に抵触しない状況とな

っています。
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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 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 59,402千円

※1 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

売上原価戻り額 55,585千円

※2 販売費及び一般管理費の内、主要なものは次のとお

りであります。

販売運送費 240,501千円

従業員給料 201,139千円

減価償却費 30,867千円

賞与引当金繰入額 8,274千円

退職給付費用 18,972千円

役員退職慰労引当金繰入額 9,775千円

※2 販売費及び一般管理費の内、主要なものは次のとお

りであります。

販売運送費 219,351千円

従業員給料 216,886千円

減価償却費 30,717千円

賞与引当金繰入額 13,387千円

退職給付費用 13,779千円

役員退職慰労引当金繰入額 7,137千円

※3 固定資産売却益の内訳

機械装置及び運搬具 618千円

※3 固定資産売却益の内訳

機械装置及び運搬具 37千円

※4 固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 4千円

機械装置及び運搬具 7,633千円

その他 477千円

計 8,114千円

※4 固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 1,852千円

機械装置及び運搬具 12,261千円

その他 1,401千円

計 15,515千円

 

※5 減損損失

場所 用途 種類 金額(千円)

兵庫県加東市
東条町

遊休資産 土地 1,908

当社は事業所別を基本として資産をグループ化

し、減損の判定を行いました。

遊休資産において主として土地の時価の著しい

下落による減損が認められますので、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。

なお、当資産グループの回収可能価額は一定の

基準による正味売却価額により測定しています。

  
 

───

 
  
 

───

※6 特別退職金

希望退職の募集による割増退職金等26,026千円及

び大量退職の発生に伴う退職給付会計基準変更時差

異の処理額32,561千円であります。
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Ⅰ.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 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

 
(注)普通株式の自己株式数の増加3,601株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

  

４ 配当に関する事項 

(1)配当金支払額 

 
(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 

該当事項はありません。 

  

Ⅱ.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 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

 
(注)普通株式の自己株式数の増加1,325株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

  

４ 配当に関する事項 

(1)配当金支払額 

該当事項はありません。 

(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 

該当事項はありません。 

(連結株主資本等変動計算書関係) 

 

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) 12,317,000 ─ ─ 12,317,000

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) 39,087 3,601 ─ 42,688

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27日 
定時株主総会

普通株式 12,277 1 平成20年3月31日 平成20年6月30日

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) 12,317,000 ─ ─ 12,317,000

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) 42,688 1,325 ─ 44,013
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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) 

当社及び連結子会社は釘，ネジ及びその関連製品の製造並びに販売を主な事業としており、当該事業

の連結売上高、営業損益及び資産の金額の全セグメントの合計額に占める割合がいずれも90％を超える

ため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しています。 

  

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) 

当社及び連結子会社は釘，ネジ及びその関連製品の製造並びに販売を主な事業としており、当該事業

の連結売上高、営業損益及び資産の金額の全セグメントの合計額に占める割合がいずれも90％を超える

ため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しています。 

  

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) 

在外連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

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) 

在外連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

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) 

海外売上高は、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います。 

  

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) 

海外売上高は、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います。 

  

(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)

 

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 545,803千円

預入期間３ヶ月超の定期預金 △10,000千円

現金及び現金同等物 535,803千円
 

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 450,116千円

預入期間３ヶ月超の定期預金 △10,000千円

現金及び現金同等物 440,116千円

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

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)

 

ファイナンスリース取引（借主側）

 所有権移転外ファイナンス・リース取引

 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かかる方法に準じた

会計処理によっており、その内容は次のとおりでありま

す。

①  リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

取得価額 
相当額 
(千円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円)

期末残高
相当額 
(千円)

機械装置及び
運搬具

32,910 18,581 14,329

その他 43,104 20,409 22,695

合計 76,015 38,990 37,024

(注)  取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定しています。

 

ファイナンスリース取引（借主側）

 所有権移転外ファイナンス・リース取引

 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かかる方法に準じた

会計処理によっており、その内容は次のとおりでありま

す。

①  リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

取得価額
相当額 
(千円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円)

期末残高
相当額 
(千円)

機械装置及び
運搬具

32,910 23,494 9,416

その他 43,104 29,470 13,634

合計 76,015 52,964 23,050

(注)  取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定しています。

 

 ②  未経過リース料期末残高相当額等

   未経過リース料期末残高相当額

1年内 13,974千円

1年超 23,050千円

計 37,024千円

(注)  未経過リース料期末残高相当額は、有形固定資

産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利

子込み法により算定しています。

 

 ②  未経過リース料期末残高相当額等

   未経過リース料期末残高相当額

1年内 11,762千円

1年超 11,287千円

計 23,050千円

(注)  未経過リース料期末残高相当額は、有形固定資

産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利

子込み法により算定しています。

③  支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額及び減損損失

支払リース料 14,090千円

減価償却費相当額 14,090千円

③  支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額及び減損損失

支払リース料 13,974千円

減価償却費相当額 13,974千円

 ④  減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとす

る定額法によっています。

 ④  減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとす

る定額法によっています。

(減損損失について)

 リース資産に配分された減損損失はありません。

(減損損失について)

 リース資産に配分された減損損失はありません。
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当連結会計年度から平成18年10月17日公表の、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基

準委員会 企業会計基準第11号）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

準委員会 企業会計基準第13号）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。 

  

１ 関連当事者との取引 

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引 

(ア) 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等 
  

 
(注) 1.上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まず、期末残高には消費税等を含んで表示しています。 

2.取引条件及び取引条件の決定方針等 

原材料の購入については、市場価格等により決定しています。 

  

(イ) 連結財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等 

該当事項はありません。 

  

(ウ) 連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社

の子会社等 

該当事項はありません。 

  

(エ) 連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等 

該当事項はありません。 

  

(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引 

該当事項はありません。 

  

(関連当事者情報)

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)

（追加情報）

種類
会社等の名称 

又は氏名
所在地

資本金又 
は出資金 
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等の所有
(被所有)割合 

(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)

その他 

の関係 

会社

伊藤忠丸 

紅鉄鋼㈱

東京都 

中央区
30,000 鉄鋼商社

(被所有)
直接 33.51

原材料の
仕入先
役員の兼務

原材料の 

購入
1,192,340

支 払 手 形

及 び 買 掛

金

229,268
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２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記 

(1) 親会社情報 

該当事項はありません。 

  

(2) 重要な関連会社の要約財務情報 

該当事項はありません。 

  

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 関連当事者との取引 

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引 

(ア) 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等 
  

 
(注) 1.上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まず、期末残高には消費税等を含んで表示しています。 

2.取引条件及び取引条件の決定方針等 

原材料の購入については、市場価格等により決定しています。 

  

(イ) 連結財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等 

該当事項はありません。 

  

(ウ) 連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社

の子会社等 

該当事項はありません。 

  

(エ) 連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等 

該当事項はありません。 

  

(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引 

該当事項はありません。 

  

２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記 

(1) 親会社情報 

該当事項はありません。 

  

(2) 重要な関連会社の要約財務情報 

該当事項はありません。 

  

種類
会社等の名称 

又は氏名
所在地

資本金又 
は出資金 
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等の所有
(被所有)割合 

(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)

その他 

の関係 

会社

伊藤忠丸 

紅鉄鋼㈱

東京都 

中央区
30,000 鉄鋼商社

(被所有)
直接 33.51

原材料の
仕入先
役員の兼務

原材料の 

購入
610,076

支 払 手 形

及 び 買 掛

金

277,851
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(有価証券関係)

Ⅰ.前連結会計年度

1 その他有価証券で時価のあるもの(平成21年3月31日)

区分
取得原価
(千円)

連結決算日における
連結貸借対照表計上額 

(千円)

差額 
(千円)

連結貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの

①株式 97,405 121,645 22,240

②債券 ─ ─ ─

③その他 ─ ─ ─

小計 97,405 121,645 22,240

連結貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの

①株式 19,819 16,570 △3,249

②債券 ─ ─ ─

③その他 ─ ─ ─

小計 19,819 16,570 △3,249

合計 117,224 138,215 20,991

2 時価評価されていない有価証券

区分

前連結会計年度 
(平成21年3月31日)

連結貸借対照表計上額(千円)

その他有価証券

子会社株式 20,000

非上場株式 2,938

計 22,938
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Ⅱ.当連結会計年度

1 その他有価証券で時価のあるもの(平成22年3月31日)

区分
取得原価
(千円)

連結決算日における
連結貸借対照表計上額 

(千円)

差額 
(千円)

連結貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの

  ①株式 93,211 145,299 52,087

  ②債券 ─ ─ ─

  ③その他 ─ ─ ─

小計 93,211 145,299 52,087

連結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 ─ ─ ─

  ③その他 ─ ─ ─

小計 ─ ─ ─

合計 93,211 145,299 52,087

2 当連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

75,809 51,383 ─

3 時価評価されていない有価証券

区分

当連結会計年度 
(平成22年3月31日)

連結貸借対照表計上額(千円)

その他有価証券

 子会社株式 20,000

 非上場株式 2,938

計 22,938
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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 

 
  

  

 
  

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) 

該当事項はありません。 

  

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) 

該当事項はありません。 

  

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) 

該当事項はありません。 

  

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) 

該当事項はありません。 

(デリバティブ取引関係)

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)

該当事項はありません。 同左

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)

該当事項はありません。 同左

(退職給付関係)

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  採用している退職給付制度の概要

当社及び連結子会社は主として確定給付型の制度と

して、適格退職年金制度を設けています。

1  採用している退職給付制度の概要

同左

 

2  退職給付債務に関する事項

① 退職給付債務 △293,007千円

② 年金資産 20,507千円

③ 会計基準変更時差異の未処理額 195,370千円

④ 退職給付引当金 △77,129千円

2  退職給付債務に関する事項

① 退職給付債務 △231,791千円

② 年金資産 436千円

③ 退職金共済掛金 566千円

④ 会計基準変更時差異の未処理額 135,674千円

⑤ 退職給付引当金 △95,116千円

 

3  退職給付費用に関する事項

① 当期発生分の退職給付費用 45,643千円

② 会計基準変更時差異の
費用処理額

32,561千円
 

③ 退職給付費用 78,205千円
 

3  退職給付費用に関する事項

① 当期発生分の退職給付費用 19,567千円

② 会計基準変更時差異の
費用処理額

59,696千円
 

③ 退職給付費用 79,264千円

  なお、②会計基準変更時差異の費用処理額の
  内、32,561千円は大量退職に伴うものでありま 
  す。

4  退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用してい

ます。

4  退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用してい

ます。

5  退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

会計基準変更時差異の処理年数        15年

5  退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

同左

(ストック・オプション等関係)

(企業結合等関係)
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(注)前連結会計年度及び当連結会計年度において、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。 

  

(注) 算定上の基礎 

1. 1株当たり純資産額 

 
  

2. 1株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 

 
  

(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 74.62円 1株当たり純資産額 61.85円

1株当たり当期純損失金額 26.14円

潜在株式調整後 
1株当たり当期純利益金額

─ 円

1株当たり当期純損失金額 14.29円

潜在株式調整後
1株当たり当期純利益金額

─ 円

前連結会計年度末
(平成21年3月31日)

当連結会計年度末
(平成22年3月31日)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額 

(千円)
941,934 780,118

普通株主に係る純資産額(千円) 915,880 759,024

差額の主な内訳(千円)

少数株主持分 26,053 21,094

普通株式の発行済株式数(千株) 12,317 12,317

普通株式の自己株式数(千株) 42 44

1株当たり純資産額の算定に用いられた普

通株式の数(千株)
12,274 12,272

前連結会計年度
(自 平成20年4月 1日
至 平成21年3月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年4月 1日
至 平成22年3月31日)

1株当たり当期純損失金額

連結損益計算書の当期純損失(△) 

 (千円)
△320,893 △175,356

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) △320,893 △175,356

普通株式の期中平均株式数(千株) 12,276 12,273

潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 ― ─

当期純利益調整額(千円) ― ─

普通株式増加数  (千株) ― ─

（うち新株予約権(千株)) ― ─

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後1株当たり当期純利益の算定に含めな

かった潜在株式の概要

 

──

 

──
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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) 

早期希望退職者の募集について 

当社は平成21年5月14日開催の取締役会において、次のとおり希望退職者の募集を行うことを決議

しましたが、募集の概要と結果は以下のとおりであります。 

  

（1）希望退職者募集の概要 

1.募集の理由 

当社を取り巻く事業環境は、予想を上回る厳しい状況となっており、当社といたしましては早期

の業績改善に向け、様々な方面から経営の合理化に取り組んでおります。しかしながら、平成21年

度以降も厳しい経営環境が続くことから、将来に向けての安定的な経営基盤を構築することが必要

と判断し、希望退職者の募集を行うことを決議いたしました。 

2.募集の概要 

①募集人員    20名程度 

②募集対象者  平成21年4月1日時点で勤続3年以上、59歳未満の正規従業員で会社が認めた者 

③募集期間    平成21年5月18日(月)から平成21年5月29日(金) 

④退職日      平成21年6月30日までの間に順次 

⑤その他      退職者に対しては、会社都合の退職扱いに加え、割増退職金を支給する。 

  

（2）募集の結果 

①応募数    8名 

②8名の退職者に対する割増退職金等は27百万円(見込額)であります。 

  

（3）今後の進め方 

募集が予定人数に達しなかったため、10名程度の雇用調整を継続して行います。この結果、割増

退職金等の費用として総額80百万円を見込んでおり、平成22年3月期において特別損失に計上する

予定であります。 

  

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) 

該当事項はありません。 

  

  

税効果会計関係、金融商品、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しております。 

(重要な後発事象)

(開示の省略)
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当連結会計年度における生産実績を事業部門ごとに示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注)  1 上記金額は製造原価で表示しており、消費税等は含まれていません。 

2 釘部門及びネジ部門とも需要の減少により、生産調整を行いました。また、雇用調整を実施したことによ

り、人的な要因で生産能力が低下しました。 

  

当連結会計年度における受注状況を事業部門ごとに示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注)  上記金額には、消費税等は含まれていません。 

  

当連結会計年度における販売実績を事業部門ごとに示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) 1 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

 
2 上記金額には、消費税等は含まれていません。 

  

5.その他の情報

生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

事業部門の名称 生産高(千円) 前年同期比(％)

釘部門 1,376,315 △42.0

ネジ部門 1,020,584 △27.4

合計 2,396,899 △36.6

(2) 受注状況

事業部門の名称 受注高(千円) 前年同期比(％) 受注残高(千円) 前年同期比(％)

釘部門 2,848,260 △10.5 226,106 9.3

ネジ部門 1,431,106 △15.7 214,447 38.4

その他関連商品部門 645,128 △33.4 42,935 8.9

合計 4,924,494 △15.8 483,488 20.5

(3) 販売実績

事業部門の名称 販売高(千円) 前年同期比(％)

釘部門 2,829,018 △13.7

ネジ部門 1,371,600 △21.2

その他関連商品部門 641,628 △36.7

合計 4,842,247 △19.8

相手先

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)

金額(千円) 割合(％)

大東スチール株式会社 694,236 14.3
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6.【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 524,644 464,993

受取手形 498,376 438,621

売掛金 491,666 510,544

商品及び製品 755,838 491,753

仕掛品 207,498 143,629

原材料及び貯蔵品 131,168 142,454

前払費用 9,211 9,102

関係会社短期貸付金 135,700 115,500

未収入金 6,194 1,472

その他 160 －

貸倒引当金 △2,620 △3,188

流動資産合計 2,757,840 2,314,885

固定資産

有形固定資産

建物 1,279,791 1,279,683

減価償却累計額 △845,791 △877,887

建物（純額） 434,000 401,795

構築物 193,597 195,252

減価償却累計額 △154,693 △157,510

構築物（純額） 38,904 37,741

機械及び装置 2,740,125 2,704,498

減価償却累計額 △2,293,991 △2,332,832

機械及び装置（純額） 446,133 371,666

車両運搬具 64,004 64,484

減価償却累計額 △57,417 △58,285

車両運搬具（純額） 6,587 6,199

工具、器具及び備品 122,363 120,465

減価償却累計額 △106,982 △106,606

工具、器具及び備品（純額） 15,381 13,859

土地 587,973 587,973

建設仮勘定 2,030 －

有形固定資産合計 1,531,010 1,419,236

無形固定資産

ソフトウエア 13,162 18,938

施設利用権 27,067 23,683

電話加入権 2,699 2,699

無形固定資産合計 42,928 45,321
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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)

投資その他の資産

投資有価証券 61,564 22,826

関係会社株式 97,797 144,016

出資金 250 250

従業員に対する長期貸付金 784 195

破産更生債権等 14,939 14,209

長期前払費用 1,701 848

会員権 32,366 32,366

その他 7,675 5,172

貸倒引当金 △14,942 △14,209

投資その他の資産合計 202,136 205,675

固定資産合計 1,776,076 1,670,233

資産合計 4,533,916 3,985,119

負債の部

流動負債

支払手形 193,806 129,490

買掛金 478,284 518,238

短期借入金 1,950,700 1,814,763

未払金 26,222 28,047

未払費用 38,907 32,381

未払法人税等 2,693 2,929

預り金 8,233 6,970

賞与引当金 32,754 31,933

設備関係支払手形 4,921 4,865

設備関係未払金 5,049 4,053

その他 18,633 40,853

流動負債合計 2,760,206 2,614,525

固定負債

長期借入金 908,219 620,156

退職給付引当金 56,457 73,259

役員退職慰労引当金 30,513 16,513

繰延税金負債 8,451 21,250

固定負債合計 1,003,640 731,178

負債合計 3,763,846 3,345,704
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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 615,216 615,216

資本剰余金

資本準備金 40,181 40,181

資本剰余金合計 40,181 40,181

利益剰余金

利益準備金 146,000 146,000

その他利益剰余金

別途積立金 216,190 －

繰越利益剰余金 △257,227 △190,308

利益剰余金合計 104,962 △44,308

自己株式 △2,634 △2,714

株主資本合計 757,725 608,375

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 12,344 31,039

評価・換算差額等合計 12,344 31,039

純資産合計 770,069 639,414

負債純資産合計 4,533,916 3,985,119
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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

製品売上高 2,764,219 1,990,817

商品売上高 1,862,319 1,742,559

売上高合計 4,626,538 3,733,376

売上原価

製品期首たな卸高 476,621 544,538

商品期首たな卸高 206,705 211,300

当期製品製造原価 2,612,845 1,495,037

当期商品仕入高 1,597,504 1,406,212

合計 4,893,677 3,657,088

他勘定振替高 5,629 5,756

製品期末たな卸高 544,538 296,091

商品期末たな卸高 211,300 195,661

売上原価合計 4,132,208 3,159,578

売上総利益 494,329 573,797

販売費及び一般管理費

販売手数料 1,725 1,230

販売運賃 202,116 191,473

保管費 4,018 4,301

役員報酬 64,308 43,821

従業員給料 146,829 169,814

従業員賞与 6,361 9,352

賞与引当金繰入額 9,336 13,738

福利厚生費 44,993 51,201

退職給付費用 19,499 13,312

役員退職慰労引当金繰入額 9,125 6,400

賃借料 31,944 29,568

修繕費 7,816 7,555

租税公課 16,995 12,580

旅費及び交通費 22,125 17,161

交際費 3,763 2,581

消耗品費 6,727 5,293

通信費 10,996 10,158

貸倒引当金繰入額 219 2,926

減価償却費 27,074 26,278

その他 96,051 60,930

販売費及び一般管理費合計 732,028 679,680

営業損失（△） △237,698 △105,882

アマテイ㈱(5952)平成22年3月期決算短信

-36-



  

(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 1,839 2,088

受取配当金 6,873 1,477

受取賃貸料 12,600 11,250

業務受託料 1,800 1,440

技術指導料 5,057 2,381

雑収入 9,570 4,766

営業外収益合計 37,741 23,404

営業外費用

支払利息 31,565 38,534

売上割引 8,345 6,114

雑支出 1,311 562

営業外費用合計 41,221 45,211

経常損失（△） △241,179 △127,690

特別利益

固定資産売却益 618 37

投資有価証券売却益 － 51,383

貸倒引当金戻入額 － －

特別利益合計 618 51,420

特別損失

固定資産除却損 7,175 12,316

ゴルフ会員権評価損 8,800 －

特別退職金 － 58,587

減損損失 1,908 －

その他 － 404

特別損失合計 17,883 71,309

税引前当期純損失（△） △258,444 △147,578

法人税、住民税及び事業税 1,691 1,691

法人税等調整額 74,994 －

法人税等合計 76,685 1,691

当期純損失（△） △335,130 △149,270
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【製造原価明細書】

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)

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 1,572,696 59.6 694,673 48.5

Ⅱ  労務費 ※2 539,424 20.4 350,662 24.5

Ⅲ  経費

動力費 90,027 67,716

外注加工費 144,610 107,492

減価償却費 116,472 100,475

支払賃借料 998 1,031

その他経費 176,361 109,116

計 528,471 20.0 385,833 27.0

当期総製造費用 2,640,592 100.0 1,431,169 100.0

仕掛品期首たな卸高 179,751 207,498

計 2,820,344 1,638,667

仕掛品期末たな卸高 207,498 143,629

当期製品製造原価 2,612,845 1,495,037

(脚注)

前事業年度 当事業年度

原価計算方法

等級別総合原価計算

原価計算方法

同左

※1 材料仕入高のうち関係会社仕入高

1,192,340千円

材料仕入高のうち関係会社仕入高

610,076千円

※2 労務費のうち賞与引当金繰入額

23,418千円

労務費のうち賞与引当金繰入額

18,195千円

労務費のうち退職給付費用

56,828千円

労務費のうち退職給付費用

31,139千円
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(3)【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

前事業年度
(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 615,216 615,216

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 615,216 615,216

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 40,181 40,181

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 40,181 40,181

資本剰余金合計

前期末残高 40,181 40,181

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 40,181 40,181

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 146,000 146,000

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 146,000 146,000

その他利益剰余金

別途積立金

前期末残高 216,190 216,190

当期変動額

別途積立金の取崩 － △216,190

当期変動額合計 － △216,190

当期末残高 216,190 －

繰越利益剰余金

前期末残高 90,180 △257,227

当期変動額

剰余金の配当 △12,277 －

別途積立金の取崩 － 216,190

当期純損失（△） △335,130 △149,270

当期変動額合計 △347,408 66,919

当期末残高 △257,227 △190,308
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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 452,370 104,962

当期変動額

剰余金の配当 △12,277 －

別途積立金の取崩 － －

当期純損失（△） △335,130 △149,270

当期変動額合計 △347,408 △149,270

当期末残高 104,962 △44,308

自己株式

前期末残高 △2,440 △2,634

当期変動額

自己株式の取得 △193 △79

当期変動額合計 △193 △79

当期末残高 △2,634 △2,714

株主資本合計

前期末残高 1,105,327 757,725

当期変動額

剰余金の配当 △12,277 －

別途積立金の取崩 － －

自己株式の取得 △193 △79

当期純損失（△） △335,130 △149,270

当期変動額合計 △347,601 △149,350

当期末残高 757,725 608,375

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 108,507 12,344

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △96,162 18,695

当期変動額合計 △96,162 18,695

当期末残高 12,344 31,039

評価・換算差額等合計

前期末残高 108,507 12,344

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △96,162 18,695

当期変動額合計 △96,162 18,695

当期末残高 12,344 31,039
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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 1,213,834 770,069

当期変動額

剰余金の配当 △12,277 －

別途積立金の取崩 － －

自己株式の取得 △193 △79

当期純損失（△） △335,130 △149,270

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △96,162 18,695

当期変動額合計 △443,764 △130,655

当期末残高 770,069 639,414
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該当事項はありません。 

(4)【継続企業の前提に関する注記】
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(5)【重要な会計方針】

項目
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)

1 有価証券の評価基準及び

評価方法

(1)子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(1)子会社株式及び関連会社株式

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)

(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 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
います。

(1) 商品：総平均法

(2) 製品：先入先出法

(3) 原材料・仕掛品・貯蔵品 

    ：総平均法

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
います。

(1) 商品：同左

(2) 製品：同左

(3) 原材料・仕掛品・貯蔵品 

    ：同左

3 固定資産の減価償却の方

法

(1)有形固定資産

a.リース資産以外の有形固定資

産：定額法

なお、主な耐用年数は以下のとお

りです。

建物        ７年～50年

機械装置    10年

b.リース資産
所有権移転外ファイナンス・リ
ース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、

残存価額をゼロとして算定する
定額法によっています。
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
日以前のものについては、引き
続き通常の賃貸借取引にかかる
方法に準じた会計処理を採用し
ています。

(1)有形固定資産

a.リース資産以外の有形固定資

産：定額法

          同左

 

 

b.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

同左

(2) 無形固定資産

定額法によっています。

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

法によっています。

(2) 無形固定資産

同左

(3) 長期前払費用

   均等償却によっています。

(3) 長期前払費用

同左

4 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

債権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

性を検討し、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、支給見込額

を計上しています。

(2) 賞与引当金

同左
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項目
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)

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるた

め、主として直近の年金財政計算

上の責任準備金の金額から年金資

産の額を控除した金額を計上して

います。

なお、会計基準変更時差異

(488,427千円)については、15年

による按分額を費用処理していま

す。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務に基づき計上していま

す。なお、会計基準変更時差異

については、15年による按分額

を費用処理しています。

(追加情報)

当社は、平成22年1月1日付け

で従来の税制適格退職年金制度

を廃止し、平成22年3月12日付け

で中小企業退職金共済制度およ

び退職金一時金の各制度へ移行

し、「退職給付制度間の移行等

に関する会計処理」(企業会計基

準適用指針第1号)を適用してい

ます。

本移行に伴う、各損益に与え

る影響はありません。

(4) 役員退職慰労引当金

役員退職慰労金の支出に備え

るため、内規に基づく当事業年度

末要支給額を計上しています。

(4) 役員退職慰労引当金

同左

5 その他財務諸表作成の為

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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(6)【重要な会計方針の変更】

【会計処理の変更】

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)

（棚卸資産の評価に関する会計基準の適用）

当事業年度より、「棚卸資産の評価に関する会計基

準」(企業会計基準委員会 平成18年7月5日公表分

企業会計基準第9号)を適用し、評価基準については、

原価法から原価法(収益性の低下による簿価切下げの

方法)に変更しています。

これにより、従来の方法によった場合に比べて、営

業損失、経常損失、税引前当期純損失及び当期純損失

が58,538千円それぞれ増加しています。

  
 

───

【表示方法の変更】

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)

（損益計算書）

前事業年度において営業外費用の「雑支出」に含め

ていた「売上割引」は、その金額的重要性が増したた

め、当事業年度において区分掲記することに変更しま

した。なお、前事業年度の営業外費用の「雑支出」に

含めていた「売上割引」は8,645千円であります。

  
 

───

【追加情報】

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)

（有形固定資産の耐用年数の変更）

当社の機械装置については、従来、耐用年数を8年

～12年としていましたが、法人税法の改正を契機とし

て耐用年数を見直した結果、当事業年度より10年に変

更しました。

これにより、当事業年度において、営業損失、経常

損失及び税引前当期純損失が9,842千円増加していま

す。

  
 

───
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(7)【個別財務諸表に関する注記事項】

(貸借対照表関係)

前事業年度 
(平成21年3月31日)

当事業年度 
(平成22年3月31日)

※1 関係会社に係る注記

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれてい

る関係会社に対するものは次のとおりでありま

す。

未収入金 151千円

買掛金 230,709千円

※1 関係会社に係る注記

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれてい

る関係会社に対するものは次のとおりでありま

す。

未収入金 381千円

買掛金 277,851千円

※2 担保提供資産

受取手形 440,538千円

建物 432,262千円 (156,141千円)

構築物 38,033千円 (26,652千円)

機械装置 446,133千円 (446,133千円)

車両運搬具 6,360千円 (6,360千円)

工具器具備品 11,222千円 (11,222千円)

土地 585,751千円 (16,898千円)

計 1,960,303千円 (663,410千円)

※2 担保提供資産

受取手形 336,063千円

建物 400,270千円 (142,264千円)

構築物 36,965千円  (26,333千円)

機械装置 371,666千円 (371,666千円)

車両運搬具 6,035千円   (6,035千円)

工具器具備品 10,333千円 (10,333千円)

土地 585,751千円 (16,898千円)

計 1,747,086千円 (573,531千円)

 

対応債務

長期借入金 1,191,081千円 (576,611千円)

(１年以内返済予定長期借入425,422千円含む)

短期借入金 1,170,369千円 (729,831千円)

計 2,361,450千円 (1,306,442千円)

上記のうち(  )内書は工場財団根抵当並びに

当該債務を示しています。

 

対応債務

長期借入金 850,359千円 ( 419,987千円)

(１年以内返済予定長期借入305,246千円含む)

短期借入金 1,200,303千円 (864,239千円)

計 2,050,662千円(1,284,226千円)

上記のうち(  )内書は工場財団根抵当並びに

当該債務を示しています。

3 偶発債務

関係会社の金融機関からの借入金に対する保証

㈱ナテック 236,781千円

3 偶発債務

関係会社の金融機関からの借入金に対する保証

㈱ナテック 130,910千円

4 手形割引高

受取手形割引高 49,023千円

4 手形割引高

受取手形割引高 60,394千円
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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)

※5 財務制限条項について

当社は平成21年3月27日付で金融機関から長

期運転資金として 終弁済期日を平成28年3月

20日とする300,000千円及び 終弁済期日を平

成26年3月20日とする100,000千円の借入を行い

ました。当該借入契約には、財務制限条項が付

されており、下記の財務制限条項のいずれかに

抵触した場合には、本借入金の償還期限にかか

わらず直ちに本借入金債務及びこれに付帯する

一切の債務の全部又は一部を弁済することとな

っています。

一．純資産額が金923,800,000円以下となっ

たとき。

二．書面による事前承認なしに、第三者(代

表者、子会社等を含む。)に対して貸

付、出資、保証を行ったとき。

なお、当事業年度末現在において、純資産額

が金923,800,000円を下回っていますが、同項

を適用しない旨、金融機関より承諾を得ていま

す。

※5 財務制限条項について

当社は平成21年3月27日付で金融機関から長

期運転資金として 終弁済期日を平成28年3月

20日とする300,000千円及び 終弁済期日を平

成26年3月20日とする100,000千円の借入を行い

ました。当該借入契約には、財務制限条項が付

されており、下記の財務制限条項のいずれかに

抵触した場合には、本借入金の償還期限にかか

わらず直ちに本借入金債務及びこれに付帯する

一切の債務の全部又は一部を弁済することとな

っています。

一．純資産額が金923,800,000円以下となっ

たとき。

二．書面による事前承認なしに、第三者(代

表者、子会社等を含む。)に対して貸

付、出資、保証を行ったとき。

なお、当事業年度末現在において、純資産額

が金923,800,000円を下回っていますが、同項

を適用しない旨、金融機関より承諾を得ていま

す。

(追加情報)

上記、平成21年3月27日実行の借入金は、平成

22年4月15日に借り換えを行いました。それに伴

い、財務制限条項の内容に変更があり、制限条項

「一」は次のとおりとなりました。

一．純資産額が金600,100,000円以下となったと

き。

その結果、財務制限条項に抵触しない状況と

なっています。
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前事業年度（自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日） 

自己株式に関する事項 

 
(注)普通株式の自己株式数の増加3,601株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

  

当事業年度（自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日） 

自己株式に関する事項 

 
(注)普通株式の自己株式数の増加1,325株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

(損益計算書関係)

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)

※1 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 58,538千円

※1 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 2,289千円

※2 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

機械装置 618千円

※2 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

車輌運搬具 37千円

※3 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

固定資産除却損の内訳

構築物 4千円

機械装置 6,566千円

車両運搬具 168千円

工具器具備品 435千円

     計 7,175千円

※3

 

固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

固定資産除却損の内訳

建物 319千円

機械装置 11,786千円

工具器具備品 210千円

     計 12,316千円

※4 関係会社に係る注記

商品・原材料仕入高 1,192,340千円

受取利息 1,803千円

※4 関係会社に係る注記

商品・原材料仕入高 610,076千円

受取利息 2,028千円

※5

 

減損損失

場所 用途 種類 金額(千円)

兵庫県加東 
市東条町

遊休資産 土地 1,908

当社は事業所別を基本として資産をグル

ープ化し、減損の判定を行いました。

遊休資産において主として土地の時価の

著しい下落による減損が認められますの

で、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。

なお、当資産グループの回収可能価額は

一定の基準による正味売却価額により測定

しています。

  
 

───

 
  
 

───

※6 特別退職金

希望退職の募集による割増退職金等26,026千

円及び大量退職の発生に伴う退職給付会計基準

変更時差異の処理額32,561千円であります。

(株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 39,087 3,601 ─ 42,688

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 42,688 1,325 ─ 44,013

アマテイ㈱(5952)平成22年3月期決算短信

-48-



  

 
  

  

 
  

(リース取引関係)

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)

ファイナンスリース取引（借主側）

所有権移転外ファイナンス・リース取引

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かかる方法に準じ

た会計処理によっており、その内容は次のとおりであ

ります。

ファイナンスリース取引（借主側）

所有権移転外ファイナンス・リース取引

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かかる方法に準じた

会計処理によっており、その内容は次のとおりでありま

す。

①  リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

取得価額 
相当額 
(千円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円)

期末残高
相当額 
(千円)

車両運搬具 3,413 2,072 1,340

工具器具備品 32,783 13,113 19,670

合計 36,196 15,185 21,010

①  リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

取得価額
相当額 
(千円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円)

期末残高
相当額 
(千円)

車両運搬具 3,413 2,560 853

工具器具備品 32,783 19,670 13,113

合計 36,196 22,230 13,966

(注)  取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定しています。

(注)  取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定しています。

②  未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

 １年内 7,044千円

 １年超 13,966千円

 計 21,010千円

②  未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

 １年内 7,044千円

 １年超 6,922千円

 計 13,966千円

(注)  未経過リース料期末残高相当額は、有形固定資

産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利

子込み法により算定しています。

(注)  未経過リース料期末残高相当額は、有形固定資

産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利

子込み法により算定しています。

③  支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額及び減損損失

支払リース料 7,160千円

減価償却費相当額 7,160千円

③  支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額及び減損損失

支払リース料 7,044千円

減価償却費相当額 7,044千円

④  減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとす

る定額法によっています。

④  減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとす

る定額法によっています。

(減損損失について)

リース資産に配分された減損損失はありません。

(減損損失について)

リース資産に配分された減損損失はありません。

(有価証券関係)

前事業年度 
(平成21年3月31日)

当事業年度 
(平成22年3月31日)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはあり

ません。

                  同左
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(税効果会計関係)

１  繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

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)

 

繰延税金資産

賞与引当金

繰越欠損金

退職給付引当金

役員退職慰労引当金

未払事業税

未払事業所税

子会社株式評価損

ゴルフ会員権評価損

福崎土地借地権

福崎建物

たな卸資産評価損

その他

繰延税金資産小計

評価性引当額

繰延税金資産合計

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金

繰延税金資産(負債)の純額

 

13,311千円

108,550千円

22,944千円

12,400千円

1,207千円

1,618千円

76,950千円

19,804千円

20,320千円

16,008千円

23,811千円

9,616千円

326,540千円

△326,540千円

─千円

8,451千円

△8,451千円

12,977千円

190,016千円

29,772千円

6,710千円

1,617千円

1,000千円

76,950千円

19,803千円

20,320千円

15,293千円

930千円

9,098千円

384,491千円

△384,491千円

─千円

21,250千円

△21,250千円

２  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

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)

税引前当期純損失であ
るため記載を省略して
います。

税引前当期純損失であ
るため記載を省略して
います。

(企業結合等関係)

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)
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(注)前事業年度及び当事業年度において、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。 

  

(注) 算定上の基礎 

1. 1株当たり純資産額 

 
  

2. 1株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 

  

 
  

(１株当たり情報)

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)

1株当たり純資産額 62.74円 1株当たり純資産額 52.10円

1株当たり当期純損失金額 27.30円

潜在株式調整後 
1株当たり当期純利益金額

─ 円

1株当たり当期純損失金額 12.16円

潜在株式調整後
1株当たり当期純利益金額

─ 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)

貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 770,069 639,414

普通株式に係る純資産額(千円) 770,069 639,414

差額の主な内訳(千円) ─ ─

普通株式の発行済株式数(千株) 12,317 12,317

普通株式の自己株式数(千株) 42 44

1株当たり純資産額の算定に用いられた普

通株式の数(千株)
12,274 12,272

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)

1株当たり当期純損失金額

損益計算書の当期純損失(△)(千円) △335,130 △149,270

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) △335,130 △149,270

普通株式の期中平均株式数(千株) 12,276 12,273

潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 ─ ─

当期純利益調整額(千円) ─ ─

普通株式増加数  (千株) ─ ─

（うち新株予約権(千株)) ─ ─

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後1株当たり当期純利益の算定に含めな

かった潜在株式の概要

 

──

 

──

アマテイ㈱(5952)平成22年3月期決算短信

-51-



早期希望退職者の募集について 

当社は平成21年5月14日開催の取締役会において、次のとおり希望退職者の募集を行うことを決

議しましたが、募集の概要と結果は以下のとおりであります。 

  

（1）希望退職者募集の概要 

1.募集の理由 

当社を取り巻く事業環境は、予想を上回る厳しい状況となっており、当社といたしましては早

期の業績改善に向け、様々な方面から経営の合理化に取り組んでおります。しかしながら、平成

21年度以降も厳しい経営環境が続くことから、将来に向けての安定的な経営基盤を構築すること

が必要と判断し、希望退職者の募集を行うことを決議いたしました。 

2.募集の概要 

①募集人員    20名程度 

②募集対象者  平成21年4月1日時点で勤続3年以上、59歳未満の正規従業員で会社が認めた 

                者 

③募集期間    平成21年5月18日(月)から平成21年5月29日(金) 

④退職日      平成21年6月30日までの間に順次 

⑤その他      退職者に対しては、会社都合の退職扱いに加え、割増退職金を支給する。 

  

（2）募集の結果 

①応募数    8名 

②8名の退職者に対する割増退職金等は27百万円(見込額)であります。 

  

（3）今後の進め方 

募集が予定人数に達しなかったため、10名程度の雇用調整を継続して行います。この結果、割

増退職金等の費用として総額80百万円を見込んでおり、平成22年3月期において特別損失に計上

する予定であります。 

  

        該当事項はありません。 

(重要な後発事象)

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)
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該当事項はありません。 

  

①新任取締役候補 

 
(注)新任取締役候補者宮下幸正氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号で定める社外取締役であります。 

  

②退任予定取締役 

 
(注)退任取締役公文康進氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号で定める社外取締役であります。 

  

  

 かねてより特許出願中でありました「木割れ 強釘」について平成22年4月19日付けで特許を取得 

 しました。平成22年6月より発売の予定です。 

6. 役員の異動

(1) 代表者の異動

(2) その他の役員の異動

   新 役 職 名     氏    名  現 役 職 名

取締役  宮 下 幸 正
㈱神戸製鋼所 執行役員
鉄鋼事業部門線材条鋼営業部の担当

   現 役 職 名     氏    名  

取締役   公 文 康 進

7. その他
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