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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 6,951 △14.2 △62 ― △58 ― 156 ―

21年3月期 8,101 △16.3 △264 ― △484 ― △797 ―

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 6.95 ― 1.4 △0.3 △0.9

21年3月期 △35.46 ― △6.8 △2.6 △3.3

（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 18,122 11,227 62.0 499.10
21年3月期 18,452 11,185 60.6 497.19

（参考） 自己資本   22年3月期  11,227百万円 21年3月期  11,185百万円

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 △996 △549 366 3,135
21年3月期 817 △398 0 4,315

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 ― ― ― 5.00 5.00 112 ― 1.0
22年3月期 ― ― ― 3.00 3.00 67 43.2 0.6

23年3月期 
（予想）

― ― ― 2.00 2.00 28.1

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

3,960 15.0 217 ― 189 ― 110 ― 4.89

通期 7,500 7.9 309 ― 259 ― 160 2.3 7.11
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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） 

(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、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 22,500,000株 21年3月期 22,500,000株

② 期末自己株式数 22年3月期  3,794株 21年3月期  3,599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 6,127 △9.9 94 ― 110 ― 334 ―

21年3月期 6,798 △21.4 △321 ― △514 ― △804 ―

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 14.88 ―

21年3月期 △35.77 ―

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 17,827 11,069 62.1 492.05
21年3月期 17,833 10,848 60.8 482.22

（参考） 自己資本 22年3月期  11,069百万円 21年3月期  10,848百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

(将来に関する記述等についてのご注意) 
 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及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前
提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果と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きましては、３ページ「１．経営成績 (１)経営成績の分析」をご参照下さい。 
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当連結会計年度におけるわが国経済は、外需主導によって「二番底」の懸念からいくぶん上振れ方向

にあるものの「デフレ」「政策」「円高」の３つの下振れリスクを抱え、景気の安定回復に不安感を残

しつつ推移しました。  

 当社グループの中核事業の販売得意先となる遊技場業界におきましては、１円パチンコに代表される

低玉貸営業が全国的に普及し、新旧のファン層からの大きな支持を得て長期減少傾向にあった遊技参加

人口に下げ止まりの兆しが窺えます。しかし、遊技場にとっては売上高の増加に必ずしも連動せず、ま

た遊技場に対する金融機関の融資姿勢にも積極性は見られず、遊技場経営の設備投資マインドは依然と

して低調でありました。  

 このような状況の中、パチスロ機事業においては、５機種のリリースを計画しましたが、本格的な回

復に至っていない販売市場の需要動向を見極め、発売機種を絞り込んで次期第１四半期に繰り延べるな

どして２機種の販売にとどめました。  

 周辺機器事業については、「パチンコLow島補給システム」の浸透と市場投入したパチスロ島の「樹

脂(ポリロン)研磨式メダル補給・回収システム」の受注実績が積み上がってきました。しかしながら、

この事業部門において、再建途上の連結子会社(株式会社ＴＤＭ)が実施したリストラクチャリング施策

の実効が通期業績に反映するに及ばず赤字(当期純損失191百万円)を計上しております。  

 これにより機器事業全体では、売上高6,435百万円(前期比14.5%減)、営業利益29百万円(前年は営業

損失96百万円)となりました。  

 なお、投資財務戦略から賃貸用不動産(取得価額1,348百万円)を新規取得するにあたり、固定資産及

び投資有価証券を売却処分したことにより、売却益216百万円を特別利益として計上いたしました。 

 以上の結果、当連結会計年度における連結業績は、売上高6,951百万円(前年同期比14.2%減)、経常損

失58百万円(前年は経常損失484百万円)、当期純利益156百万円(前年は当期純損失797百万円)となりま

した。  

  

次期の見通しにつきましては、遊技場業界の市場規模の縮小に底打ち感が出てきたものの、リース会

社を含む金融機関の遊技場経営に対する融資姿勢が依然慎重であること等を背景に、決済条件の長期化

要請と共に低価格指向を強めております。  

 従って、当社グループの周辺設備機器事業は厳しい状況がまだ暫く続くものと見られますが、完全自

動化パチスロ島ならびにパチンコ島の補給回収システム等を主軸に、有力遊技場への提案営業を推進

し、マーケットシェアーの確保と収益基盤の拡充に努めて参ります。  

 遊技機事業につきましては、発売チャンスを窺っておりましたパチスロ機を第１四半期～第２四半期

に２機種のリリースを予定しており、一段と企画開発を加速させ、販売機会の増大とブランドイメージ

の確立に向けて更に経営資源を集中して参ります。  

 不動産事業につきましては、当期第４四半期に取得した賃貸用不動産２物件(取得価額942百万円)に

加え、第１四半期に２物件(取得価額406百万円)を取得して安定的な収益の拡充を図って参ります。  

  

次期（平成23年３月期）の連結業績予想 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

①当期の経営成績

②次期の見通し

売上高 
（百万円）

営業利益
（百万円）

経常利益
（百万円）

当期純利益
（百万円）

次期（平成22年３月期）予想 7,500 309 259 160

当期（平成21年３月期） 6,951 △62 △58 156

増減額（百万円） 548 371 317 3

増減率（％） 7.9 ─ ─ 2.3
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  ※ 次期の見通しに関する注意事項 

   本資料中に記載されている市場予測や業績見通しは、当社の経営陣が現在有効な情報に基づき判断したもので、 

  その実現には潜在的リスクや不確実性を含んでおり、また業績が影響を受ける要因はこれに限定されるものでは 

  ありません。従いまして、諸要因の変化により実際の業績は記載事項と異なる結果となる可能性があることをあ 

  らかじめご承知おきください。   
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当連結会計年度末の総資産は18,122百万円（前年同期比329百万円減）となりました。これは受取手

形及び売掛金の増加（136百万円増）、次期販売遊技機用仕掛品の増加（114百万円増）並びに原材料の

増加（121百万円増）、賃貸用固定資産の取得、売却の結果による建物及び構築物の増加（127百万円

増）並びに土地の増加（186百万円増）、子会社株式取得（妙高酒造株式会社/酒造業・非連結子会社）

等による投資有価証券の増加（274百万円増）がある一方で、現金及び預金の減少（1,329百万円減）に

よるものです。 

 負債は6,894百万円（前年同期比372百万円減）となりました。これは主に長期借入金の増加（529百

万円増）がある一方で、支払手形及び買掛金の減少（629百万円減）によるものです。 

 純資産は11,227百万円（前年同期比42百万円増）となりました。これは主に利益剰余金の増加（43百

万円増）によるものです。 

  

 当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが996百万円の

支出、投資活動によるキャッシュ・フローが549百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが

366百万円の収入となりました。 

 この結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は前期比1,179百万円減少し3,135百万円とな

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）  

 営業活動の結果使用した資金は996百万円となりました。これは税金等調整前当期純利益158百万円、

減価償却339百万円の実施の計上の一方で、投資有価証券売却益の発生56百万円、有形固定資産売却益

の発生160百万円、売上債権の増加233百万円、たな卸資産の増加215百万円、仕入債務の減少631百万円

等があったことによるものです。  

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

 投資活動の結果使用した資金は549百万円となりました。これは、定期預金の払戻による収入150百万

円、有形固定資産の売却による収入667百万円、投資有価証券の売却による収入378百万円がある一方

で、有形固定資産の取得による支出1,091百万円、投資有価証券の取得による支出356百万円、子会社株

式の取得による支出240百万円があったことによるものです。  

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

 財務活動の結果得られた資金は366百万円となりました。これは、長期借入金の返済1,070百万円、配

当金の支払112百万円がある一方で、長期借入れによる収入1,600百万円があったことによるものです。 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
 自己資本比率：自己資本／総資産 

 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／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 

 ※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。 

 ※キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用しております。有利子負債は、連結貸借 

  対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。 

(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 64.4 50.9 64.9 60.6 62.0

時価ベースの自己資本比率 119.2 67.4 35.3 27.7 25.6

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

122.7 143.2 ─ 406.6 ─

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

44.1 58.3 ─ 15.3 ─
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当社は、企業価値の向上を図りながら、株主に対する利益還元を図ることを経営の重要課題と考えて
おり、利益に応じた適正な配当を行うことを基本として、事業計画、財政状態、経営成績および配当性
向等を総合的に勘案のうえ実施することといたしております。  
 当事業年度の剰余金の配当につきましては、当期純損失となりましたが、安定配当を実現すべく１株
当たり３円の配当案を株主総会に付議いたします。 
 なお、次期の配当につきましては、１株当たり２円を予定しております。  
 また、内部留保金の使途につきましては、今後の事業展開を図るための研究開発力の強化および設備
投資に活用していく方針であります。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

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

会社の状況」から重要な変更がないため開示を省略します。 

  

  

  

平成21年３月期決算短信（平成21年５月15日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないた

め開示を省略します。 

当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

 http://www.oizumi.co.jp/ 

（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 

 http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等

2. 企業集団の状況

3. 経営方針
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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 4,465,075 3,135,192

受取手形及び売掛金 1,823,328 1,960,221

商品及び製品 663,053 621,417

仕掛品 266,261 381,172

原材料 1,757,641 1,878,830

繰延税金資産 942 70,552

その他 475,824 498,983

貸倒引当金 △25,945 △16,307

流動資産合計 9,426,181 8,530,063

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 2,975,466 3,103,180

減価償却累計額 △1,237,646 △1,237,430

建物及び構築物（純額） 1,737,820 1,865,749

機械装置及び運搬具 126,361 126,356

減価償却累計額 △100,124 △109,351

機械装置及び運搬具（純額） 26,237 17,004

工具、器具及び備品 1,488,021 1,556,424

減価償却累計額 △1,264,610 △1,409,292

工具、器具及び備品（純額） 223,410 147,132

土地 5,723,794 5,910,750

有形固定資産合計 7,711,263 7,940,636

無形固定資産 9,738 14,623

投資その他の資産

投資有価証券 801,229 1,075,512

長期預金 100,000 100,000

繰延税金資産 16,930 17,848

その他 573,615 631,320

貸倒引当金 △186,700 △187,200

投資その他の資産合計 1,305,075 1,637,481

固定資産合計 9,026,077 9,592,740

資産合計 18,452,259 18,122,804
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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

支払手形及び買掛金 2,206,913 1,577,178

短期借入金 50,000 －

1年内返済予定の長期借入金 1,064,060 1,270,584

未払法人税等 3,113 82,069

賞与引当金 34,062 28,900

製品保証引当金 4,000 4,500

その他 351,211 153,934

流動負債合計 3,713,360 3,117,165

固定負債

長期借入金 2,208,796 2,531,545

退職給付引当金 13,241 16,454

役員退職慰労引当金 413,501 415,275

長期預り保証金 905,197 804,513

負ののれん 13,052 9,981

その他 28 －

固定負債合計 3,553,817 3,777,768

負債合計 7,267,178 6,894,934

純資産の部

株主資本

資本金 1,006,900 1,006,900

資本剰余金 673,700 673,700

利益剰余金 9,620,078 9,663,991

自己株式 △3,776 △3,819

株主資本合計 11,296,902 11,340,771

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △111,821 △112,901

評価・換算差額等合計 △111,821 △112,901

純資産合計 11,185,080 11,227,870

負債純資産合計 18,452,259 18,122,804
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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 8,101,945 6,951,127

売上原価 6,657,506 5,598,023

売上総利益 1,444,438 1,353,103

販売費及び一般管理費

販売促進費 181,193 46,813

役員報酬 210,832 199,152

給料手当及び賞与 364,133 287,851

賞与引当金繰入額 17,743 14,349

退職給付費用 29,351 33,913

役員退職慰労引当金繰入額 20,507 1,773

製品保証引当金繰入額 4,000 4,500

その他 880,991 827,537

販売費及び一般管理費合計 1,708,753 1,415,890

営業損失（△） △264,314 △62,786

営業外収益

受取利息 75,685 3,395

受取配当金 10,076 19,602

負ののれん償却額 2,303 3,071

その他 16,938 27,341

営業外収益合計 105,003 53,410

営業外費用

支払利息 53,484 47,054

有価証券償還損 263,718 －

その他 7,951 1,850

営業外費用合計 325,153 48,904

経常損失（△） △484,465 △58,280

特別利益

固定資産売却益 10,382 160,033

投資有価証券売却益 － 56,322

貸倒引当金戻入額 8,175 6,805

特別利益合計 18,557 223,162

特別損失

固定資産売却損 1,908 －

固定資産除却損 29,984 319

その他 － 6,516

特別損失合計 31,893 6,836

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失
（△）

△497,800 158,044

法人税、住民税及び事業税 16,528 71,203

法人税等調整額 283,455 △69,553

法人税等合計 299,983 1,649

当期純利益又は当期純損失（△） △797,784 156,394
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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 1,006,900 1,006,900

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,006,900 1,006,900

資本剰余金

前期末残高 673,700 673,700

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 673,700 673,700

利益剰余金

前期末残高 10,530,346 9,620,078

当期変動額

剰余金の配当 △112,483 △112,482

当期純利益又は当期純損失（△） △797,784 156,394

当期変動額合計 △910,268 43,912

当期末残高 9,620,078 9,663,991

自己株式

前期末残高 △3,704 △3,776

当期変動額

自己株式の取得 △71 △43

当期変動額合計 △71 △43

当期末残高 △3,776 △3,819

株主資本合計

前期末残高 12,207,241 11,296,902

当期変動額

剰余金の配当 △112,483 △112,482

当期純利益又は当期純損失（△） △797,784 156,394

自己株式の取得 △71 △43

当期変動額合計 △910,339 43,869

当期末残高 11,296,902 11,340,771

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △977 △111,821

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△110,843 △1,079

当期変動額合計 △110,843 △1,079

当期末残高 △111,821 △112,901

評価・換算差額等合計

前期末残高 △977 △111,821

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△110,843 △1,079

当期変動額合計 △110,843 △1,079

当期末残高 △111,821 △112,901
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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)

純資産合計

前期末残高 12,206,264 11,185,080

当期変動額

剰余金の配当 △112,483 △112,482

当期純利益又は当期純損失（△） △797,784 156,394

自己株式の取得 △71 △43

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △110,843 △1,079

当期変動額合計 △1,021,183 42,789

当期末残高 11,185,080 11,227,870
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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又は税金等調整前当期
純損失（△）

△497,800 158,044

減価償却費 370,716 339,993

貸倒引当金の増減額（△は減少） △30,081 △9,138

製品保証引当金の増減額（△は減少） △2,500 500

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,588 △5,162

退職給付引当金の増減額（△は減少） 720 3,212

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 20,507 1,773

受取利息及び受取配当金 △85,761 △22,997

支払利息 53,484 47,054

有価証券償還損益（△は益） 263,718 －

有形固定資産売却損益（△は益） △8,473 △160,033

有形固定資産除却損 29,984 319

投資有価証券売却損益（△は益） － △56,322

売上債権の増減額（△は増加） 318,846 △233,786

たな卸資産の増減額（△は増加） △7,645 △215,790

仕入債務の増減額（△は減少） 549,550 △631,734

未収消費税等の増減額（△は増加） △7,883 －

未払消費税等の増減額（△は減少） △14,540 －

その他 △151,311 △238,780

小計 798,942 △1,022,847

利息及び配当金の受取額 99,235 23,905

利息の支払額 △53,822 △47,577

法人税等の支払額 △85,533 △13,445

法人税等の還付額 58,382 62,968

営業活動によるキャッシュ・フロー 817,203 △996,997

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 － 150,000

有価証券の取得による支出 △702,160 －

有価証券の償還による収入 419,160 －

投資有価証券の取得による支出 △10,000 △356,456

投資有価証券の売却による収入 － 378,352

有形固定資産の取得による支出 △350,552 △1,091,762

有形固定資産の売却による収入 73,916 667,777

無形固定資産の取得による支出 － △5,521

貸付けによる支出 △20,000 △50,840

貸付金の回収による収入 219,646 10,170

子会社株式の取得による支出 － △240,936

その他 △28,580 △10,503

投資活動によるキャッシュ・フロー △398,570 △549,719
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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

短期借入金の返済による支出 － △50,000

長期借入れによる収入 1,200,000 1,600,000

長期借入金の返済による支出 △1,086,410 △1,070,727

自己株式の取得による支出 △71 △43

配当金の支払額 △112,925 △112,395

財務活動によるキャッシュ・フロー 592 366,834

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 419,226 △1,179,882

現金及び現金同等物の期首残高 3,671,345 4,315,075

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 224,503 －

現金及び現金同等物の期末残高 4,315,075 3,135,192
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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)連結子会社の数    ３社

  連結子会社名   

㈱ダイシン

㈱オーイズミ都市開発

㈱ＴＤＭ

（連結の範囲に関する事項の変更）
 当連結会計年度第２四半期連結会計
期間から、㈱ＴＤＭは重要性が増した
ため連結の範囲に含めております。

(1)連結子会社の数    ３社

  連結子会社名   

㈱ダイシン

㈱オーイズミ都市開発

㈱ＴＤＭ

(2)非連結子会社名 

㈱インプレスデザイン

(2)非連結子会社名 

㈱インプレスデザイン

妙高酒造㈱

（連結の範囲から除いた理由）

非連結子会社は、小規模であり、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

ていないためであります。

（連結の範囲から除いた理由）

同 左

２ 持分法の適用に関する事

項

(1)持分法を適用した関連会社数 

   関連会社はありません。 

 

(1)持分法を適用した関連会社数

同 左

(2)持分法を適用しない非連結子会社の

名称

㈱インプレスデザイン

（持分法を適用しない理由）

非連結子会社は、小規模であり、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であり

ます。

(2)持分法を適用しない非連結子会社の

名称

㈱インプレスデザイン

妙高酒造㈱

（持分法を適用しない理由）

同 左

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項

連結子会社である㈱ダイシン、㈱オ

ーイズミ都市開発及び㈱ＴＤＭの決算

日と連結決算日は一致しております。

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

満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

その他有価証券

 時価のあるもの

   連結会計年度末日の市場価格等

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）

 なお、組込デリバティブを区分し

て測定することのできない複合金融

商品は、全体を時価評価し、評価差

額を営業外損益に計上しておりま

す。

①有価証券

満期保有目的の債券

同 左

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

商品、製品及び原材料

総平均法による原価法（収益性の

低下による簿価切下げの方法）

仕掛品

個別法による原価法（収益性の低

下による簿価切下げの方法）

（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

委員会 平成18年７月５日 企業会計

基準第９号）を適用しております。 

 これにより営業損失、経常損失及び

税金等調整前当期純損失は、それぞれ

3,248千円増加しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響

については、当該箇所に記載しており

ます。

②たな卸資産

商品、製品及び原材料

同 左

仕掛品
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

定率法 ただし、平成10年４月１

日以降取得した建物（建物附属設備

を除く）については定額法

なお、耐用年数及び残存価額につ

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。

また、賃貸用リース資産について

は、リース契約期間を償却年数と

し、リース契約期間満了時に見込ま

れるリース資産の処分価額を残存価

額とする定額法

①有形固定資産

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)

（追加情報） 

平成20年度法人税法の改正に伴い、当

連結会計年度より、機械装置の耐用年

数を変更しております。 

 なお、この変更による損益への影響

は軽微であります。 

 

②無形固定資産        

定額法

なお、償却年数については、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。

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

ております。

①貸倒引当金

同 左

②賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるた

め、支給見込額のうち当連結会計年

度負担額を計上しております。

②賞与引当金

同 左

③製品保証引当金

販売済製品に対する無償補修費用

の支出に備えるため、過去の補修実

績に基づき計上しております。

③製品保証引当金

同 左

④退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給付

債務(自己都合退職金要支給額の総

額)に基づき計上しております。

④退職給付引当金

同 左

⑤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。

⑤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方法

税抜方式によっております。

消費税等の会計処理方法

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)

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

 のれんは、その効果の発現する期間

を合理的に見積もれる場合にはその見

積年数により、それ以外の場合には５

年間の定額法により償却を行っており

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ヶ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、価値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からなって

おります。

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)

（リース取引に関する会計基準）

   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

によっていましたが、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当連結会計年度開始前

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

会計処理を適用しております。 

 これによる損益への影響はありません。

            ──

【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」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」は535,639千円、「仕掛品」は445,978

千円、「原材料」は1,629,195千円であります。

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

 前連結会計年度まで独立掲記しておりました営業活動

によるキャッシュ・フローの「未収消費税等の増減

額」、「未払消費税等の増減額」は重要性が乏しいた

め、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に

記載しております。 

 なお、当連結会計年度の「その他」には「未収消費税

等の増減額」が5,885千円、「未払消費税等の増減額」

が△1,210千円含まれております。

株式会社オーイズミ(6428)　平成22年3月期決算短信

－18－



  

 
  

  

  

  

(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） 64,167 千円

※１．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） 305,103 千円

※２．担保に供している資産

建物 119,018 千円

土地 82,864 千円

上記に対応する債務

長期借入金 99,702 千円

(うち1年内返済予定額) (  21,348 千円)

※２．担保に供している資産

建物 521,093 千円

土地 618,400 千円

上記に対応する債務

長期借入金 978,354 千円

(うち1年内返済予定額) (  93,868 千円)

(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．当期製造費用に含まれる研究開発費は、558,694

千円であります。

※１．当期製造費用に含まれる研究開発費は、593,384

千円であります。

※２．固定資産売却益の内訳

建物及び構築物 3,985 千円

工具、器具及び備品 526 千円

土地 5,870 千円

計 10,382 千円
 

※２．固定資産売却益の内訳

建物及び構築物 3,545 千円

土地 156,488 千円

計 160,033 千円

※３．固定資産売却損の内訳

工具、器具及び備品 1,908 千円

計  1,908 千円

※３．         ──

※４．固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 6,192 千円

機械装置及び運搬具 315 千円

工具、器具及び備品 23,476 千円

計 29,984 千円

※４．固定資産除却損の内訳

機械装置及び運搬具 3 千円

工具、器具及び備品 267 千円

無形固定資産 48 千円

計 319 千円
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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） 

   
  

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加 285株 

  

 
  

 
  

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） 

   
  

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加 195株 

  

 
  

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係)

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)         22,500,000                ─                ─         22,500,000

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)              3,314               285                ─             3,599

３ 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27日 
定時株主総会

普通株式 112,483 5 平成20年３月31日 平成20年６月30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26日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 112,482 5 平成21年３月31日 平成21年６月29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)         22,500,000                ─                ─         22,500,000

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)              3,599               195                ─              3,794

３ 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26日 
定時株主総会

普通株式 112,482 5 平成21年３月31日 平成21年６月29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29日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 67,488 3 平成22年３月31日 平成22年６月30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    4,465,075 千円

預入期間が３か月を 
超える定期預金

△150,000 千円

現金及び現金同等物 4,315,075 千円

※２．新たに連結子会社となった会社の資産及び負債

の主な内訳

 重要性が増したため当連結会計年度第２四半期連結

会計期間より㈱ＴＤＭを連結の範囲に含めました。 

 連結開始時の資産及び負債の内訳は、次のとおりで

あります。 

 なお、当期において株式取得のための支出はありま

せん。
流動資産 534,022 千円

固定資産 166,527 千円

計 700,550 千円

流動負債 64,379 千円

固定負債 ─ 千円

計 64,379 千円

 

※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   3,135,192 千円

預入期間が３か月を
超える定期預金

─ 千円

現金及び現金同等物 3,135,192 千円

※２．                 ──
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（単位：千円） 

 
（注）１ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な事業内容 

（1）機器事業 

遊技場（主としてパチンコホール）向けの自動サービス機器、システム機器等の製造・販売、遊技機の

製造・販売、カードシステム等の販売 

（2）不動産事業 

不動産の賃貸及び戸建住宅販売事業 

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は461,052千円であります。 

その主なものは、親会社の管理部門に係る費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産は5,161,354千円であります。 

その主なものは、親会社での運転資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び親会社での管

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、長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれております。 

６ 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の「４ 会計基準に関する事項（1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 ②たな卸資産（会計方針の変更）」に記載のとおり、当連結会計年度より「棚卸資産の評価

に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）を適用しております。この変更に伴い、従

来の方法によった場合と比較して、「機器事業」の営業費用は3,248千円増加し、営業損失が同額増加してお

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)

機器事業 不動産事業 計 消去又は全社 連結

Ⅰ 売上高及び営業損益

(1)外部顧客に対する売上高 7,531,404 570,540 8,101,945 ─ 8,101,945

(2)セグメント間の内部売上高
又は振替高 ─ 24,728 24,728 （24,728） ─

計 7,531,404 595,269 8,126,674 （24,728） 8,101,945

営業費用 7,628,039 301,897 7,929,936 436,324 8,366,260

営業利益又は営業損失（△） △96,634 293,372 196,738 （461,052） △264,314

Ⅱ 資産、減価償却費及び 
資本的支出

資産 8,369,298 4,921,606 13,290,905 5,161,354 18,452,259

減価償却費 285,205 50,157 335,362 35,354 370,716

資本的支出 274,307 141,408 415,715 97,184 512,900
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（単位：千円） 

 
（注）１ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な事業内容 

（1）機器事業 

遊技場（主としてパチンコホール）向けの自動サービス機器、システム機器等の製造・販売、遊技機の

製造・販売、カードシステム等の販売 

（2）不動産事業 

不動産の賃貸並びに販売事業 

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は399,653千円であります。 

その主なものは、親会社の管理部門に係る費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産は5,091,260千円であります。 

その主なものは、親会社での運転資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び親会社での管

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、長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれております。 

  

  

当連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に所在する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。 

  

当連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に所在する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。 

  

  

当連結会計年度において、海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

当連結会計年度において、海外売上高がないため、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)

機器事業 不動産事業 計 消去又は全社 連結

Ⅰ 売上高及び営業損益

(1)外部顧客に対する売上高 6,435,800 515,326 6,951,127 ─ 6,951,127

(2)セグメント間の内部売上高
又は振替高 ─ 26,536 26,536 （26,536） ─

計 6,435,800 541,862 6,977,663 （26,536） 6,951,127

営業費用 6,406,107 234,690 6,640,797 373,116 7,013,914

営業利益又は営業損失（△） 29,693 307,172 336,866 （399,653） △62,786

Ⅱ 資産、減価償却費及び 
資本的支出

資産 7,945,421 5,086,122 13,031,543 5,091,260 18,122,804

減価償却費 237,018 55,028 292,046 47,947 339,993

資本的支出 153,952 982,148 1,136,101 10,582 1,146,683

２ 所在地別セグメント情報

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

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 海外売上高

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)
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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) 

 １ 関連当事者との取引 

 （追加情報） 

 当連結会計年度より、「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「関連当事者に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）を適用しております。 

 なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。 

  

 連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引 

  

   連結財務諸表提出会社の役員及び個人主要株主(個人の場合に限る)等 

  

 
（注）1.上記金額のうち、取引金額には消費税等を含んでおりませんが、期末残高は消費税等を含んでおります。 

2.㈱オーイズミフーズは、当社代表取締役社長大泉政治が2.9 ％、取締役副社長大泉秀治が23.7％その近親者が73.4％を直接保

有しております。 

3.取引条件及び取引条件の決定方針等 

賃借料及び賃貸料は不動産鑑定士による鑑定価格を基準にしております。 

  

  

 ２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記 

該当事項はありません。 

  

(関連当事者情報)

種類
会社等の名称 

又は氏名
所在地

資本金又 
は出資金 
(千円)

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)

役員の 
近親者

大泉雅江
神奈川県
厚木市

─ ─ ─
不動産の
賃借

独身寮の
賃借

8,400 前払費用 700

役員及び
その近親
者が議決
権の過半
数を所有
している 
会社

㈱オーイズミ
フーズ

神奈川県
伊勢原市

30,479 飲食店経営 ─

不動産
の賃貸

飲食店舗用
不動産賃貸

11,496 前受金 1,005

製品の販売
飲食店備品
の販売

3,298 売掛金 1,044

役員の兼任
（３名）

 ─ ─   ─ ─
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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 

 連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引 

  

   連結財務諸表提出会社の役員及び個人主要株主(個人の場合に限る)等 

  

 
（注 1.上記金額のうち、取引金額には消費税等を含んでおりませんが、期末残高は消費税等を含んでおります。 

2.㈱オーイズミフーズは、当社代表取締役社長大泉政治が2.9 ％、取締役副社長大泉秀治が23.7％その近親者が73.4％を直接保

有しております。 

3.㈱オーイズミホールディングスは、当社代表取締役副社長大泉秀治が50.0％、その近親者が50.0％を直接保有しております。

4.取引金額、取引条件及び取引条件の決定方針等 

不動産売却金額、賃借料及び賃貸料は不動産鑑定士による鑑定価格を基準にしております。 

  

  

 ２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記 

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 
(千円)

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)

役員の 
近親者

大泉雅江
神奈川県
厚木市

─ ─ ─
不動産の
賃借

独身寮の
賃借

8,400 前払費用 700

役員及び
その近親
者が議決
権の過半
数を所有
している 
会社

㈱オーイズミ
フーズ

神奈川県
伊勢原市

30,479 飲食店経営 ─

不動産
の賃貸

飲食店舗用
不動産賃貸

11,496 前受金 1,005

製品の販売
飲食店備品
の販売

58,698 売掛金 1,196

役員の兼任
（３名）

 ─ ─   ─ ─

㈱オーイズミ
ホールディン
グス

神奈川県 
伊勢原市

10,000 不動産賃貸 （43.2）
役員の兼任
（２名）

不動産売却 691,428   ─ ─

株式会社オーイズミ(6428)　平成22年3月期決算短信

－25－



  

 
  

(税効果会計関係)

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．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

（繰延税金資産）

 役員退職慰労引当金 167,881千円

 製品評価損 39,195千円

 会員権評価損 16,646千円

 賞与引当金 13,765千円

 製品保証引当金 1,624千円

 投資有価証券評価損 2,047千円

 貸倒引当金 51,411千円

 棚卸資産及び固定資産の未実現利益 1,573千円

 ソフトウェア償却超過 42,169千円

 繰越欠損金 165,766千円

 その他 18,473千円

 繰延税金資産小計 520,553千円

 評価性引当額 △502,680千円

 繰延税金資産合計 17,872千円
 

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

（繰延税金資産）

役員退職慰労引当金 168,601千円

製品評価損 43,233千円

会員権評価損 16,646千円

賞与引当金 11,735千円

製品保証引当金 1,827千円

投資有価証券評価損 2,047千円

貸倒引当金 44,471千円

棚卸資産及び固定資産の未実現利益 2,339千円

ソフトウェア償却超過 90,319千円

繰越欠損金 79,639千円

その他 26,996千円

繰延税金資産小計 487,858千円

評価性引当額 △399,457千円

繰延税金資産合計 88,400千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との差異については、税金等調整前当期純損失を計
上しいるため記載しておりません。
  
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
   

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.6％

（調整）

交際費等永久に損金算入されない項目 11.9％

受取配当金等に永久に益金に算入され 
ない項目

△5.5％

負ののれん償却 △1.9％

繰越欠損金の充当 △104.9％

試験研究費控除 △1.4％

留保金課税 17.7％

住民税均等割等 10.9％

評価性引当額の増減 35.8％

その他 △2.2％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 1.0％
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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） 

１.その他有価証券で時価のあるもの 

（単位：千円） 

 
  

２.時価評価されていない主な有価証券 

（単位：千円） 

 
  

３.その他有価証券のうち満期のあるもの及び満期保有目的の債券の連結決算日後における償還予定額 

（単位：千円） 

 
  

(有価証券関係)

取 得 原 価 連結貸借対照表計上額 差   額

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの

① 株式 ─ ─ ─

② 債券 ─ ─ ─

③  その他 ─ ─ ─

小計 ─ ─ ─

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 627,884 516,062 △111,821

② 債券 ─ ─ ─

③  その他 ─ ─ ─

小計 627,884 516,062 △111,821

合計 627,884 516,062 △111,821

連結貸借対照表計上額

満期保有目的の債券

非上場社債（私募債） 10,000

その他有価証券

非上場株式 211,000

子会社株式及び関連会社株式

子会社株式 64,167

区分 １年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超

（債券）

非上場社債（私募債） ─ 10,000 ─ ─

合  計 ─ 10,000 ─ ─
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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.その他有価証券で時価のあるもの 

（単位：千円） 

 
  

２.当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

（単位：千円） 

 
  

３.時価評価されていない主な有価証券 

（単位：千円） 

 
  

４.その他有価証券のうち満期のあるもの及び満期保有目的の債券の連結決算日後における償還予定額 

（単位：千円） 

取 得 原 価 連結貸借対照表計上額 差   額

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの

① 株式 4,660 5,920 1,260

② 債券 ─ ─ ─

③  その他 ─ ─ ─

小計 4,660 5,920 1,260

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 657,650 543,489 △114,161

② 債券 ─ ─ ─

③  その他 ─ ─ ─

小計 657,650 543,489 △114,161

合計 662,310 549,409 △112,901

売却額 売却益の合計 売却損の合計

① 株式 378,900 56,322 ─

② 債券 ─ ─ ─

合計 378,900 56,322 ─

連結貸借対照表計上額

満期保有目的の債券

非上場社債（私募債） 10,000

その他有価証券

非上場株式 211,000

子会社株式及び関連会社株式

子会社株式 305,103

区分 １年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超

（債券）

非上場社債（私募債） ─ 10,000 ─ ─

合  計 ─ 10,000 ─ ─
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(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
   

２ １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） 

 
  

  

  

該当事項はありません。 

  

  

  

リース取引、金融商品、ストック・オプション等、企業結合等、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 497円19銭 １株当たり純資産額 499円10銭

１株当たり当期純損失
（△）

△35円46銭 １株当たり当期純利益 6円95銭

 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。

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)

連結貸借対照表上の純資産の部の合計額 11,185,080 千円 11,227,870 千円

普通株式に係る純資産額 11,185,080 千円 11,227,870 千円

普通株式の発行済株式数 22,500,000 株 22,500,000 株

普通株式の自己株式数 3,599 株 3,794 株

１株当たり純資産額の算定に用いられた 
普通株式の数

22,496,401 株 22,496,206 株

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)

連結損益計算書上の当期純利益又は当期純損失
（△）

△797,784 千円 156,394 千円

普通株主に帰属しない金額 ─ 千円 ─ 千円

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失（△） △797,784 千円 156,394 千円

普通株式の期中平均株式数 22,496,591 株 22,496,272 株

(重要な後発事象)

(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 3,971,824 2,949,156

受取手形 872,788 1,150,332

売掛金 841,508 707,589

商品 － 44,625

製品 439,134 394,693

仕掛品 248,130 367,325

原材料 1,643,110 1,785,294

前払費用 12,481 12,143

繰延税金資産 － 69,900

短期貸付金 40,000 30,670

未収入金 220,703 350,287

未収消費税等 7,369 1,126

前渡金 202,860 169,476

その他 45,601 40,000

貸倒引当金 △25,000 △15,500

流動資産合計 8,520,512 8,057,121

固定資産

有形固定資産

建物 2,638,501 2,761,833

減価償却累計額 △1,142,715 △1,127,616

建物（純額） 1,495,785 1,634,216

構築物 5,920 10,586

減価償却累計額 △5,050 △5,298

構築物（純額） 869 5,287

機械及び装置 108,644 108,644

減価償却累計額 △84,601 △93,195

機械及び装置（純額） 24,043 15,448

船舶 4,984 4,984

減価償却累計額 △4,834 △4,884

船舶（純額） 149 99

車両運搬具 1,990 1,990

減価償却累計額 △1,932 △1,952

車両運搬具（純額） 57 37

工具、器具及び備品 1,391,680 1,460,675

減価償却累計額 △1,177,574 △1,319,283

工具、器具及び備品（純額） 214,106 141,392

土地 5,433,866 5,620,822

有形固定資産合計 7,168,878 7,417,305

無形固定資産

ソフトウエア 162 －

電話加入権 6,762 6,762

その他 588 5,316

無形固定資産合計 7,512 12,078
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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 737,062 770,409

長期預金 100,000 100,000

関係会社株式 238,497 479,433

出資金 120,804 120,804

関係会社長期貸付金 691,750 611,750

破産更生債権等 171,650 172,102

長期前払費用 154,655 168,007

差入保証金 29,008 27,989

会員権 33,384 33,384

その他 32,240 29,753

貸倒引当金 △172,000 △172,500

投資その他の資産合計 2,137,052 2,341,132

固定資産合計 9,313,443 9,770,516

資産合計 17,833,955 17,827,638

負債の部

流動負債

支払手形 1,799,103 1,135,879

買掛金 349,338 431,554

1年内返済予定の長期借入金 1,042,712 1,249,236

未払金 198,833 31,791

未払費用 40,131 36,586

未払法人税等 － 77,026

前受金 43,591 34,506

預り金 11,343 22,488

前受収益 1,530 28

賞与引当金 33,000 28,000

製品保証引当金 4,000 4,500

その他 15,862 11,736

流動負債合計 3,539,446 3,063,334

固定負債

長期借入金 2,130,442 2,474,539

退職給付引当金 12,512 16,034

役員退職慰労引当金 413,501 415,275

長期預り保証金 889,817 789,133

その他 28 －

固定負債合計 3,446,303 3,694,982

負債合計 6,985,750 6,758,316
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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 1,006,900 1,006,900

資本剰余金

資本準備金 673,700 673,700

資本剰余金合計 673,700 673,700

利益剰余金

利益準備金 251,725 251,725

その他利益剰余金

別途積立金 9,000,000 8,000,000

繰越利益剰余金 31,478 1,253,717

利益剰余金合計 9,283,203 9,505,442

自己株式 △3,776 △3,819

株主資本合計 10,960,027 11,182,223

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △111,821 △112,901

評価・換算差額等合計 △111,821 △112,901

純資産合計 10,848,205 11,069,321

負債純資産合計 17,833,955 17,827,638

株式会社オーイズミ(6428)　平成22年3月期決算短信

－32－



(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 6,158,729 5,447,327

商品売上高 249,870 268,940

不動産賃貸収入 389,920 411,500

売上高合計 6,798,520 6,127,768

売上原価

製品期首たな卸高 512,303 439,134

当期製品製造原価 5,411,939 4,516,701

合計 5,924,242 4,955,836

他勘定振替高 162,200 49,261

製品期末たな卸高 439,134 394,693

製品売上原価 5,322,907 4,511,881

商品期首たな卸高 － －

当期商品仕入高 199,833 270,151

合計 199,833 270,151

商品期末たな卸高 － 44,625

商品売上原価 199,833 225,526

不動産賃貸原価 93,607 115,843

売上原価合計 5,616,348 4,853,251

売上総利益 1,182,172 1,274,516

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 47,236 88,141

荷造費 64,984 53,695

販売促進費 181,193 46,813

役員報酬 182,381 173,932

給料手当及び賞与 288,976 193,738

賞与引当金繰入額 17,743 14,349

退職給付費用 29,106 30,520

役員退職慰労引当金繰入額 20,507 1,773

法定福利費 72,031 59,364

旅費及び交通費 92,686 74,643

減価償却費 44,997 52,959

地代家賃 71,517 64,408

製品保証引当金繰入額 4,000 4,500

製品保証費 17,101 21,165

その他 369,071 300,218

販売費及び一般管理費合計 1,503,535 1,180,225

営業利益又は営業損失（△） △321,363 94,290
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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 18,465 9,535

有価証券利息 62,429 200

受取配当金 10,056 19,582

雑収入 32,445 31,006

営業外収益合計 123,397 60,325

営業外費用

支払利息 48,866 43,012

有価証券償還損 263,718 －

雑損失 4,392 779

営業外費用合計 316,976 43,791

経常利益又は経常損失（△） △514,942 110,824

特別利益

固定資産売却益 9,855 160,033

投資有価証券売却益 － 56,322

貸倒引当金戻入額 7,474 6,140

特別利益合計 17,329 222,497

特別損失

固定資産除却損 11,141 －

特別損失合計 11,141 －

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △508,754 333,321

法人税、住民税及び事業税 16,400 68,500

法人税等調整額 279,478 △69,900

法人税等合計 295,878 △1,400

当期純利益又は当期純損失（△） △804,632 334,721
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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 1,006,900 1,006,900

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,006,900 1,006,900

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 673,700 673,700

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 673,700 673,700

資本剰余金合計

前期末残高 673,700 673,700

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 673,700 673,700

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 251,725 251,725

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 251,725 251,725

その他利益剰余金

別途積立金

前期末残高 9,000,000 9,000,000

当期変動額

別途積立金の取崩 － △1,000,000

当期変動額合計 － △1,000,000

当期末残高 9,000,000 8,000,000

繰越利益剰余金

前期末残高 948,594 31,478

当期変動額

剰余金の配当 △112,483 △112,482

当期純利益又は当期純損失（△） △804,632 334,721

別途積立金の取崩 － 1,000,000

当期変動額合計 △917,116 1,222,239

当期末残高 31,478 1,253,717
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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 10,200,319 9,283,203

当期変動額

剰余金の配当 △112,483 △112,482

当期純利益又は当期純損失（△） △804,632 334,721

当期変動額合計 △917,116 222,239

当期末残高 9,283,203 9,505,442

自己株式

前期末残高 △3,704 △3,776

当期変動額

自己株式の取得 △71 △43

当期変動額合計 △71 △43

当期末残高 △3,776 △3,819

株主資本合計

前期末残高 11,877,214 10,960,027

当期変動額

剰余金の配当 △112,483 △112,482

当期純利益又は当期純損失（△） △804,632 334,721

自己株式の取得 △71 △43

当期変動額合計 △917,187 222,195

当期末残高 10,960,027 11,182,223

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △977 △111,821

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △110,843 △1,079

当期変動額合計 △110,843 △1,079

当期末残高 △111,821 △112,901

評価・換算差額等合計

前期末残高 △977 △111,821

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △110,843 △1,079

当期変動額合計 △110,843 △1,079

当期末残高 △111,821 △112,901
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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 11,876,237 10,848,205

当期変動額

剰余金の配当 △112,483 △112,482

当期純利益又は当期純損失（△） △804,632 334,721

自己株式の取得 △71 △43

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △110,843 △1,079

当期変動額合計 △1,028,031 221,115

当期末残高 10,848,205 11,069,321
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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】

(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) 満期保有目的の債券 

 償却原価法（定額法）

(1) 満期保有目的の債券

同 左

(2) 子会社株式 

 移動平均法による原価法

(2) 子会社株式

同 左

(3) その他有価証券

 時価のあるもの

  期末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)

 なお、組込デリバティブを区分し

て測定することのできない複合金融

商品は、全体を時価評価し、評価差

額を営業外損益に計上しておりま

す。

(3) 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

(1) 商品、製品及び原材料 

 総平均法による原価法（収益性の低

下による簿価切下げの方法）

(1) 商品、製品及び原材料

同 左

(2) 仕掛品 

 個別法による原価法（収益性の低下

による簿価切下げの方法） 

（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」（企業会計基準委

員会 平成18年７月５日 企業会計基

準差第９号）を適用しております。 

 これにより、営業損失、経常損失、

税引前当期純損失は、それぞれ3,248

千円増加しております。

(2) 仕掛品

同 左

３ 固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産

 定率法

 ただし、平成10年４月１日以降取得

した建物(建物附属設備を除く)につい

ては、定額法によっております。

 なお、耐用年数及び残存価額につい

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。

(1) 有形固定資産

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)

（追加情報） 

 平成20年度法人税法の改正に伴

い、当事業年度より、機械装置の耐

用年数を変更しております。 

 なお、この変更による損益への影

響は軽微であります。 

 

(2) 無形固定資産

 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。また、ソフトウェア(自

社利用)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

っております。

(2) 無形固定資産

同 左

(3) 長期前払費用

 均等償却法

 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。

(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

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おりま

す。

(1) 貸倒引当金

同 左

(2) 賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備えるため、

支給見込額のうち当期負担額を計上し

ております。

(2) 賞与引当金

同 左

(3) 製品保証引当金 

 販売済製品に対する無償補修費用の

支出に備えるため、過去の補修実績に

基づき計上しております。

(3) 製品保証引当金

同 左

(4) 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（自

己都合退職金要支給額の総額）に基づ

き計上しております。

(4) 退職給付引当金

同 左

(5) 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、内規に基づく期末要支給額を計上

しております。

(5) 役員退職慰労引当金

同 左

５ その他財務諸表作成のた

めの重要な事項

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同 左
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該当事項はありません。 

  

(6)【重要な会計方針の変更】

【会計方針の変更】

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)

（リース取引に関する会計基準）  

   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

によっていましたが、当事業年度より「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当事業年度開始前の所

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

処理を適用しております。 

 これによる損益への影響はありません。

            ──

【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)

（貸借対照表） 

 前事業年度まで「前渡金」は流動資産の「その他」に

含めて表示しておりましたが、当事業年度において、資

産総額の1/100を超えたため区分掲記しております。 

 なお、前事業年度末の「その他」に含まれている「前

渡金」は、89,250千円であります。

            ──

6. その他

株式会社オーイズミ(6428)　平成22年3月期決算短信

－40－




