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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 156,794 △5.0 4,122 169.9 4,415 188.2 2,209 ―

21年3月期 165,127 △2.2 1,527 △57.9 1,532 △47.0 △2,764 ―

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 32.84 ― 6.1 3.5 2.6
21年3月期 △41.08 ― △7.4 1.2 0.9

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  424百万円 21年3月期  51百万円

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 130,820 38,433 28.6 555.24
21年3月期 120,663 35,972 29.0 519.82

（参考） 自己資本   22年3月期  37,358百万円 21年3月期  34,979百万円

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 7,497 △11,744 3,256 1,800
21年3月期 10,181 △5,288 △6,003 2,791

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 ― 3.75 ― 3.75 7.50 504 ― 1.4
22年3月期 ― 3.75 ― 3.75 7.50 504 22.8 1.4

23年3月期 
（予想）

― 3.75 ― 3.75 7.50 42.1

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

87,000 9.9 3,400 55.3 3,500 35.7 1,200 △28.3 17.83

通期 162,000 3.3 3,500 △15.1 3,500 △20.7 1,200 △45.7 17.83
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4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

[（注）詳細は、20ページ「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、37ページ「１株当たり情報」をご覧ください。] 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 67,346,935株 21年3月期 67,346,935株

② 期末自己株式数 22年3月期  63,819株 21年3月期  56,068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 1,513 △11.5 437 △27.9 684 △15.0 598 ―

21年3月期 1,709 △0.9 606 △11.6 805 4.0 △4,563 ―

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 8.89 ―

21年3月期 △67.81 ―

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 65,946 33,477 50.8 497.54
21年3月期 35,987 32,835 91.2 487.94

（参考） 自己資本 22年3月期  33,477百万円 21年3月期  32,835百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異
なる結果となる可能性があります。 
 なお、上記予想に関する事項は、添付資料の４ページをご参照下さい。 
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当連結会計年度におけるわが国経済は、一昨年後半から続く世界経済の低迷から、輸出などに一部持

ち直しの兆しは見えたものの、個人消費は依然として落ち込んでおり、国内景気の回復は脆弱な状況で

推移いたしました。 

 当連結会計年度における清涼飲料業界の状況につきましては、所得・雇用情勢の悪化による個人消費

の落込みや、 盛期である夏場の天候不順の影響を受けたことにより、業界全体では前年を下回る結果

となりました。これをカテゴリー別にみますと、炭酸飲料が前年と同様、堅調に推移し、トマト・野菜

ジュース飲料や乳性飲料が増加となりましたものの、コーヒーやミネラルウォーター、茶系飲料は前年

を下回る結果となりました。 

 これらを容器別にみますと、ペットボトル製品は昨年に引き続き前年割れの結果となり、スチール缶

製品につきましても前年を下回る結果となりました。 

 食品缶詰業界の状況につきましては、まず、水産缶詰ではサンマやサバなどの青物製品が順調に推移

しておりましたが、夏場以降、消費の落ち込みなどにより減産となりました。また、主力のツナ製品に

つきましても、原料高騰の影響や海外からの製品輸入の増加が続いたため減産となり、その結果、水産

缶詰全体では前年を下回る結果となりました。 

 一方、農産缶詰につきましては、みかん缶詰が豊作により好調に推移したものの、スイートコーン缶

詰につきましては、夏場の天候不順による作柄悪化の影響を受け減産となりましたため、農産缶詰全体

としては前年を若干下回る実績となりました。 

  

（容器事業） 

 飲料用スチール空缶につきましては、主力の缶コーヒー分野において、業界では前年を若干下回る状

況のなか、当社グループは受注製品の販売が好調でありましたため、前年を上回る販売となりました。

 食品缶詰用空缶につきましては、主要販売品目のうち水産缶詰では、青物製品が業界の動向と同様に

減産となり、また、ギフト用缶詰などが低迷した影響を受けたため、水産缶詰全体では前年を下回る販

売となりました。また、農産缶詰につきましても、主力であるスイートコーン缶が、天候不順による減

産の影響を大きく受けたため減少となり、食品缶詰用空缶全体では前年を下回る販売となりました。 

 つぎに、プラスチック容器では、飲料用ペットボトル分野におきまして、大型ボトルは順調に販売さ

れましたものの、２８０ｍｌ、５００ｍｌ主体の小型ボトルについては、お客様によるボトル成形から

充填までの一貫生産の拡大の影響を受けたため減少となり、飲料用ペットボトル全体では前年を下回る

販売となりました。 

 また、無菌充填向けプリフォーム（ボトル成形前の中間製品）につきましては、積極的な営業活動の

結果、新規に受注を獲得するなど前年を大きく上回る販売となりました。 

 食品用ペットボトルにつきましては、醤油や食用油分野における販売が堅調に推移いたしましたた

め、前年を上回る販売となりました。 

 一般成形品につきましては、洗剤用ボトルなどの販売が減少したものの、主力の農薬園芸製品や化粧

品関連製品の販売が寄与したため、一般成形品全体としては前年を上回る販売となりました。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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エアゾール用空缶につきましては、殺虫剤や新型インフルエンザの影響による除菌剤が好調でありま

したが、自動車用品や工業用品、塗料などが関連産業の回復の遅れや消費者の買い控えなどにより減少

となりましたため、全体としては前年を下回る販売となりました。また、美術缶につきましても贈答用

品の低迷が依然続いているため、前年を下回る販売となりました。 

 以上の結果、容器事業全体の売上高は、495億44百万円と前年度に比べ2.0％の増加となりました。 

  

（充填事業） 

 ペットボトル製品につきましては、大型ペットボトル製品は、スポーツ飲料が前年に引き続き減少す

るなか、茶系飲料の増産を図るべく営業活動を進めてまいりましたが、減少分をカバーするまでにはい

たらず、前年を下回る販売となりました。また、小型ペットボトル製品につきましても、スポーツ飲料

および果汁系飲料が減産となり、さらにお客様による自社充填比率の上昇による影響を受けたため、受

注が減少し、前年を下回る販売となりました。以上の結果、ペットボトル製品全体では前年を下回る販

売となりました。 

 缶製品につきましては、リシール缶（ボトル缶）製品が好調に推移したものの、主力の缶コーヒーが

減少となりましたため、缶製品全体では前年を下回る販売となりました。 

 以上の結果、充填事業全体の売上高は、1,053億84百万円と前年度に比べ6.9％の減少となりました。

  

（機械製作事業） 

 機械製作部門につきましては、プラスチックボトル用ブロー金型や製缶用金型、エコ対応型プラスチ

ックパレット成形ラインなどを受注いたしましたが、全体としては国内の設備投資低迷の影響を受けた

ため、機械製作部門全体としては前年を下回る結果となりました。 

 つぎに、エンジニアリング部門では、充填事業向け新工場建設や容器事業向けプリフォーム成形ライ

ンを受注するなど、前年を大きく上回る結果となりました。 

 以上の結果、機械製作事業全体の売上高は、18億65百万円と前年度に比べ43.6％の減少となりまし

た。 

  

 以上により、当連結会計年度における内部売上を消去した連結総売上高は1,567億94百万円と前年度

比5.0％の減少となりましたが、経常利益は44億15百万円（前年度比188.2％増）、当期純利益は、22億

9百万円となりました。 

  

 次期の国内の見通しにつきましては、雇用情勢の悪化やデフレの影響が懸念されるなど、厳しい状況

が続くものと思われます。各事業会社におきましては、適正価格の維持・確保と生産性向上等により一

層のコストダウンを図ることにより、売上高162,000百万円、営業利益3,500百万円、経常利益3,500百

万円を見込み、資産除去債務会計基準の適用に伴う特別損失の計上等により当期純利益1,200百万円を

見込んでおります。 
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① 資産、負債及び純資産の状況 

（流動資産） 

当連結会計年度末における流動資産の残高は49,267百万円（前連結会計年度末は45,328百万円）と

なり3,939百万円の増加となりました。これは現金及び預金が減少（2,791百万円から1,800百万円へ

990百万円の減）がありましたものの、受取手形及び売掛金が増加（29,989百万円から35,962百万円

へ5,973百万円の増）したことが主な要因であります。 

（固定資産） 

当連結会計年度末における固定資産の残高は81,552百万円（前連結会計年度末は75,335百万円）と

なり6,217百万円の増加となりました。これは株式会社日本キャンパックの利根川工場ライン増設に

伴う有形固定資産の増加（59,386百万円から65,143百万円へ5,756百万円の増）及び株式市場の株価

上昇による投資有価証券の増加（11,428百万円から12,988百万円へ1,560百万円の増）によるもので

あります。 

（流動負債） 

当連結会計年度末における流動負債の残高は66,733百万円（前連結会計年度末は61,487百万円）と

なり5,246百万円の増加となりました。これは買掛金の増加（28,481百万円から30,482百万円へ2,001

百万円の増）及び短期借入金の増加（28,785百万円から29,963百万円へ1,177百万円の増）が主な要

因であります。 

（固定負債） 

当連結会計年度末における固定負債の残高は25,652百万円（前連結会計年度末は23,204百万円）と

なり2,448百万円の増加となりました。これは株式会社日本キャンパックの設備投資に伴い長期借入

金が増加（19,479百万円から22,169百万円へ2,690百万円の増）したことが主な要因であります。 

（純資産） 

当連結会計年度末における純資産の残高は38,433百万円（前連結会計年度末は35,972百万円）とな

り2,460百万円の増加となりました。これは当期純利益2,209百万円の計上及びその他有価証券評価差

額金の増加（△316百万円から332百万円へ649百万円の増）及び配当金の支払い504百万円が主な要因

であります。 

② キャッシュ・フローの状況 

キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローで7,497百万円の増加

（前年同期は10,181百万円の増）、投資活動によるキャッシュ・フローで11,744百万円の減少（前年

同期は5,288百万円の減）、財務活動によるキャッシュ・フローで3,256百万円の増加（前年同期は

6,003百万円の減）がありました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費7,493百万円（前年同期は8,000百万円）が主な

増加要因であります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、利根川工場のライン増設およびプラスチック製品製造設備

等の有形固定資産取得による支出11,269百万円（前年同期は4,916百万円）が主な減少要因でありま

す。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、長期及び短期借入れ55,996百万円（前年同期は31,427百万

円）の収入及び、長期及び短期借入金の返済52,128百万円（前年同期は36,899百万円）の支出が主な

増減要因になっております。 

この結果、現金及び現金同等物は、990百万円減少し、当連結会計年度末は1,800百万円となりまし

た。 

(2) 財政状態に関する分析
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(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 

（注1）各指標は、いずれも連結ベースの財務数値より算出しております。 

（注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。 

（注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払っている全ての負債を対象とし

ております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

  

当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場

合を除き、取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めております。 

 剰余金の配当につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつ

つ、株主の皆様への安定した配当を行うことを基本方針としております。 

当事業年度の期末配当金につきましては、平成22年5月14日開催の当社取締役会におきまして1株につ

き3円75銭と決定させていただきました。すでに、平成21年12月10日に実施済みの中間配当金1株当たり

3円75銭と合わせまして、年間配当金は1株当たり7円50銭となります。 

また、次期の配当金につきましても、中間配当金1株当たり3円75銭と合わせまして、年間配当金は1

株当たり7円50銭を予想しております。 

  

平成18年3月期 平成19年3月期 平成20年3月期 平成21年3月期 平成22年3月期

自己資本比率（％） 27.0 28.6 30.6 29.0 28.6

時価ベースの自己資本比率
（％）

20.0 17.4 15.6 12.5 13.4

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率（年）

4.7 7.0 3.7 4.8 7.0

インタレスト・カバレッジ・
レシオ（倍）

13.4 10.4 16.3 12.0 10.7

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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当社グループは、当社及び子会社11社、関連会社4社により構成されております。 

当社は純粋持株会社として、主にグループ各社の経営管理を行っております。またグループ各社は

容器（金属缶およびプラスチック容器）の製造・販売、各種飲料の受託充填、機械製作・販売及びそ

の他の事業活動を行っております。 

 当社グループの事業に係る位置付けは次のとおりであります。 

連結子会社の北海製罐(株)において飲料缶・食缶等の各種缶詰用空缶およびプラスチック容器を製

造・販売しているほか、連結子会社の日東製器(株)がエアゾール缶と美術缶、昭和製器(株)が飲料

缶・食缶と美術缶を北海製罐(株)より受託生産しております。また、東都成型(株)が化粧品、洗剤、

薬品等のプラスチック容器を主に製造・販売し、一部を北海製罐(株)に供給しております。 

また、持分法適用関連会社のユニバーサル製缶(株)ではビール缶等のアルミ缶を製造・販売してお

ります。 

連結子会社の(株)日本キャンパックおよび(株)西日本キャンパックは、お茶、コーヒー、ジュー

ス、ニアウォーターなど飲料の受託充填を行っております。なお、充填に使用する飲料缶およびプラ

スチック容器については、主として北海製罐(株)から供給を受けております。 

連結子会社のオーエスマシナリー(株)は製缶機械、多種多様な専用機械、金型などの製造を行って

おり、グループ内各社に供給しております。 

持分法適用関連会社のトーウンサービス(株)は運輸・倉庫事業を営んでおり、グループ内各社の製

品・半製品・商品等の運送および保管を行っております。 

2. 企業集団の状況

(1) 容器（金属缶及びプラスチック容器）事業

(2) 充填事業

(3) 機械製作事業

(4) その他事業
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［事業系統図］ 

  当社グループの事業系統図および主要な会社名は以下のとおりです。 
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持株会社体制の当社は、 

● 容器事業・充填事業・機械製作事業を通して社会・文化に貢献することをグループのアイデンティ

ティとし、スピート感に溢れ、透明性の高い経営を推し進めます。 

● 品質本位に 善の努力を行い、 高の商品を提供する企業グループとして、特徴ある技術・ビジネ

スモデルの開発に努め、且つ、地球環境を大切にし、広く社会・経済の発展に貢献してまいりま

す。 

平成18年に策定いたしました中期経営計画（5ヵ年計画）における経営指標といたしましては、 終

年度となる次期におきまして、売上高1,700億円、営業利益45億円、ROE（自己資本当期純利益率）は

4.0％を目標としておりましたが、リーマンショック以降の景気低迷等の影響を受け、次期の連結業績

予想に記載の通り数値目標の達成は難しい状況にありますが、グループ挙げて中期計画数値に近づける

べく取り組んでまいります。 

次期につきましては、中期経営計画（5ヵ年計画）「NEXT-5」の 終年度にあたり、「グループシナ

ジー効果の創出」「事業拡大のための新たなる取り組みへの挑戦」「経営効率、経営品質の更なる向

上」を推し進め、次の中期経営計画へ向けて十分な体制を構築してまいります。また、メーカーの持続

的テーマである「物つくり力の強化」も更に進化させてまいります。 

持株会社への移行目的であります「グループ全体の 適な戦略立案」「事業会社の経営執行の監督」

「グループ資源の 適配分」の機能に特化するとともに、各事業が環境変化に迅速に対応できる体制を

さらに強化し、グループ企業価値を 大化させてまいります。各事業会社におきましても、「スピード

経営」「環境適応力」「効率経営」を徹底し、成長可能な事業運営を行ってまいります。 

  

  

  

  

  

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
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4.【連結財務諸表】

(1)【連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,791 1,800

受取手形及び売掛金 29,989 35,962

商品及び製品 4,722 3,928

仕掛品 1,998 1,829

原材料及び貯蔵品 1,903 2,045

繰延税金資産 740 760

その他 3,252 2,967

貸倒引当金 △69 △26

流動資産合計 45,328 49,267

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 50,595 55,073

減価償却累計額 △31,439 △32,735

建物及び構築物（純額） 19,155 22,337

機械装置及び運搬具 138,115 141,181

減価償却累計額 △116,663 △115,631

機械装置及び運搬具（純額） 21,452 25,549

土地 15,538 15,895

リース資産 254 497

減価償却累計額 △12 △92

リース資産（純額） 242 404

建設仮勘定 2,393 395

その他 10,165 10,292

減価償却累計額 △9,561 △9,731

その他（純額） 604 560

有形固定資産合計 ※2 59,386 ※2 65,143

無形固定資産 516 648

投資その他の資産

投資有価証券 ※1, ※2 11,428 ※1, ※2 12,988

長期貸付金 16 6

繰延税金資産 1,894 605

その他 ※1 2,185 ※1 2,253

貸倒引当金 △92 △94

投資その他の資産合計 15,432 15,760

固定資産合計 75,335 81,552

資産合計 120,663 130,820
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 28,481 30,482

短期借入金 ※2 28,785 ※2 29,963

リース債務 75 139

未払法人税等 91 168

賞与引当金 674 685

その他 3,378 5,294

流動負債合計 61,487 66,733

固定負債

長期借入金 ※2 19,479 ※2 22,169

リース債務 246 382

繰延税金負債 20 30

退職給付引当金 3,088 2,776

長期未払金 360 285

その他 9 8

固定負債合計 23,204 25,652

負債合計 84,691 92,386

純資産の部

株主資本

資本金 11,086 11,086

資本剰余金 10,750 10,750

利益剰余金 13,503 15,208

自己株式 △19 △21

株主資本合計 35,321 37,024

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △316 332

繰延ヘッジ損益 △25 1

評価・換算差額等合計 △342 333

少数株主持分 993 1,075

純資産合計 35,972 38,433

負債純資産合計 120,663 130,820
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(2)【連結損益計算書】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
 至 平成22年３月31日)

売上高 165,127 156,794

売上原価 ※1, ※3 151,497 ※1, ※3 140,643

売上総利益 13,630 16,151

販売費及び一般管理費 ※2, ※3 12,103 ※2, ※3 12,029

営業利益 1,527 4,122

営業外収益

受取利息 4 2

受取配当金 196 232

持分法による投資利益 51 424

負ののれん償却額 2 －

受取賃貸料 290 293

受取保険金 201 －

その他 301 260

営業外収益合計 1,048 1,212

営業外費用

支払利息 836 719

賃貸費用 － 92

その他 206 107

営業外費用合計 1,043 919

経常利益 1,532 4,415

特別利益

固定資産売却益 ※4 3 ※4 8

投資有価証券売却益 0 －

貸倒引当金戻入額 1 －

特別利益合計 5 8

特別損失

固定資産売却損 ※5 4 ※5 46

減損損失 ※7 2,897 ※7 43

固定資産除却損 ※6 170 ※6 891

投資有価証券評価損 1,027 3

その他 252 107

特別損失合計 4,351 1,092

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失
（△）

△2,813 3,331

法人税、住民税及び事業税 242 181

法人税等調整額 △331 862

法人税等合計 △88 1,043

少数株主利益 39 77

当期純利益又は当期純損失（△） △2,764 2,209
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(3)【連結株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 11,086 11,086

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 11,086 11,086

資本剰余金

前期末残高 10,750 10,750

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 10,750 10,750

利益剰余金

前期末残高 16,773 13,503

当期変動額

剰余金の配当 △504 △504

当期純利益又は当期純損失（△） △2,764 2,209

当期変動額合計 △3,269 1,704

当期末残高 13,503 15,208

自己株式

前期末残高 △15 △19

当期変動額

自己株式の取得 △4 △1

当期変動額合計 △4 △1

当期末残高 △19 △21

株主資本合計

前期末残高 38,595 35,321

当期変動額

剰余金の配当 △504 △504

当期純利益又は当期純損失（△） △2,764 2,209

自己株式の取得 △4 △1

当期変動額合計 △3,273 1,703

当期末残高 35,321 37,024
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 842 △316

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△1,159 649

当期変動額合計 △1,159 649

当期末残高 △316 332

繰延ヘッジ損益

前期末残高 145 △25

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△171 26

当期変動額合計 △171 26

当期末残高 △25 1

評価・換算差額等合計

前期末残高 988 △342

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△1,330 675

当期変動額合計 △1,330 675

当期末残高 △342 333

少数株主持分

前期末残高 900 993

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 92 81

当期変動額合計 92 81

当期末残高 993 1,075

純資産合計

前期末残高 40,484 35,972

当期変動額

剰余金の配当 △504 △504

当期純利益又は当期純損失（△） △2,764 2,209

自己株式の取得 △4 △1

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,237 757

当期変動額合計 △4,511 2,460

当期末残高 35,972 38,433
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期
純損失（△）

△2,813 3,331

減価償却費 8,000 7,493

負ののれん償却額 △2 －

減損損失 2,897 43

貸倒引当金の増減額（△は減少） 52 △41

賞与引当金の増減額（△は減少） 14 11

退職給付引当金の増減額（△は減少） △136 △311

受取利息及び受取配当金 △201 △234

支払利息 836 719

為替差損益（△は益） － 7

持分法による投資損益（△は益） △51 △424

投資有価証券評価損益（△は益） 1,027 3

投資有価証券売却損益（△は益） △0 －

ゴルフ会員権評価損 19 8

有形固定資産除売却損益（△は益） 170 930

売上債権の増減額（△は増加） 742 △5,941

たな卸資産の増減額（△は増加） 328 798

その他の資産の増減額（△は増加） △962 337

仕入債務の増減額（△は減少） 2,311 △470

その他の負債の増減額（△は減少） △165 1,654

未払消費税等の増減額（△は減少） △123 △27

その他 △177 △26

小計 11,766 7,858

利息及び配当金の受取額 201 256

利息の支払額 △848 △698

法人税等の支払額 △937 △242

法人税等の還付額 － 324

営業活動によるキャッシュ・フロー 10,181 7,497

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △4,916 △11,269

有形固定資産の売却による収入 17 121

投資有価証券の取得による支出 △11 △58

投資有価証券の売却による収入 0 －

関係会社出資金の払込による支出 △183 －

長期前払費用の取得による支出 △9 △42

貸付けによる支出 △98 △2

貸付金の回収による収入 21 18

子会社株式の取得による支出 △3 －

その他 △104 △510

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,288 △11,744
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

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 29,027 43,696

短期借入金の返済による支出 △26,578 △42,592

長期借入れによる収入 2,400 12,300

長期借入金の返済による支出 △10,321 △9,536

リース債務の返済による支出 △15 △97

自己株式の取得による支出 △4 △1

配当金の支払額 △504 △504

少数株主への配当金の支払額 △7 △7

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,003 3,256

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,110 △990

現金及び現金同等物の期首残高 3,902 2,791

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 2,791 ※1 1,800
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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 ７社 

連結子会社の名称 

 「2.企業集団の状況」に記載してい

るため省略しております。

７社 

連結子会社の名称

同左

 (2) 主要な非連結子会社の

名称等

主要な非連結子会社の名称

 ㈱ワークサービス

連結の範囲から除いた理由

 非連結子会社は、いずれも小規模で

あり、合計の総資産、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。

主要な非連結子会社の名称

同左

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

２社

主要な会社等の名称

「2.企業集団の状況」に記載してい

るため省略しております。

（のれん相当額の処理）

持分法適用の結果生じたのれん相当

額については、20年間で均等償却して

おります。

２社

主要な会社等の名称

同左 

  

 

―――――――――

 (2) 持分法を適用しない非

連結子会社及び関連会

社のうち主要な会社等

の名称

主要な会社等の名称 

 ㈱ワークサービス 

持分法を適用しない理由 

 持分法非適用会社は、連結純損益及

び連結利益剰余金等に及ぼす影響が軽

微であり、かつ全体としても重要性が

ないため、持分法の適用から除外して

おります。

主要な会社等の名称

同左

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

連結子会社の決算日は、連結決算日と

一致しております。

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

連結決算日の市場価格等に基

づく時価法(評価差額は全部

純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により

算定)を採用しております。

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を採

用しております。

   時価のないもの

同左

② デリバティブ取引により生ずる債

権及び債務

   時価法を採用しております。

② デリバティブ取引により生ずる債

権及び債務

同左

③ たな卸資産

  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）

を採用しております。

③ たな卸資産

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)

 (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（リース資産を除

く）

  定率法を採用しております。

  ただし建物(建物附属設備は除く)

については定額法を採用しておりま

す。

  なお、連結子会社のうち一部は、

平成10年４月１日以降に取得した建

物(建物附属設備を除く)を除き定率

法を採用しております。

  主な耐用年数は次のとおりであり

ます。

建物及び構築物 ２～50年

機械装置及び運搬具 ２～18年

① 有形固定資産（リース資産を除

く）

同左

 

② 無形固定資産（リース資産を除

く）

  定額法を採用しております。

  主な耐用年数は次のとおりであり

ます。

自社利用のソフトウェア ３～５年

  (社内における見込利用可能期間)

② 無形固定資産（リース資産を除

く）

同左

③ リース資産

  所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引に係るリース資産

  リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零（残価保証の取り決めがあ

る場合は残価保証額）とする定額法

を採用しております。  

③ リース資産

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

  賞与の支出に備えるため、将来の

支給見込額のうち当連結会計年度の

負担額を計上しております。

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、当

連結会計年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき、当連

結会計年度末において発生していると

認められる額を計上しております。 

 過去勤務債務は発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年数(10

年)による定額法により発生した連結

会計年度から費用処理しております。 

 数理計算上の差異は発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数

(10年)による定額法により発生の翌連

結会計年度から費用処理しておりま

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

及び年金資産の見込額に基づき、当連

結会計年度末において発生していると

認められる額を計上しております。 

 過去勤務債務は発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年数(10

年)による定額法により発生した連結

会計年度から費用処理しております。 

 数理計算上の差異は発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数

(10年)による定額法により発生の翌連

結会計年度から費用処理しておりま

す。 

（会計方針の変更） 

 当連結会計年度より「「退職給付に

係る会計基準」の一部改正（その

3）」（企業会計基準第19号 平成20

年7月31日）を適用しております。 

 これによる当連結会計年度の損益に

与える影響はありません。
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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) 重要なヘッジ会計の方

法

イ ヘッジ会計の方法

  繰延ヘッジ処理によっておりま

す。金利スワップ取引及び金利キャ

ップ取引について特例処理の条件を

充たしている場合には特例処理を採

用しております。

イ ヘッジ会計の方法

  繰延ヘッジ処理によっておりま

す。金利スワップ取引について特例

処理の条件を充たしている場合には

特例処理を採用しております。

ロ ヘッジ手段とヘッジ対象

  ヘッジ手段……金利スワップ取引

金利キャップ取引

  ヘッジ対象……借入金利息

ロ ヘッジ手段とヘッジ対象

  ヘッジ手段……金利スワップ取引

  ヘッジ対象……借入金利息

ハ ヘッジ方針

   金利リスクの低減の為、対象債

務の範囲内でヘッジを行っており

ます。

ハ ヘッジ方針

同左

ニ ヘッジ有効性評価の方法

   ヘッジ開始時から有効性判定時

点までの期間において、ヘッジ対

象とヘッジ手段の相場変動の累計

又はキャッシュ・フロー変動の累

計を比較し、両者の変動額等を基

礎にして判断しております。ただ

し、特例処理の要件を充たしてい

る金利スワップ取引、金利キャッ

プ取引については、ヘッジの有効

性の判定は省略しております。

ニ ヘッジ有効性評価の方法

   ヘッジ開始時から有効性判定時

点までの期間において、ヘッジ対

象とヘッジ手段の相場変動の累計

又はキャッシュ・フロー変動の累

計を比較し、両者の変動額等を基

礎にして判断しております。ただ

し、特例処理の要件を充たしてい

る金利スワップ取引については、

ヘッジの有効性の判定は省略して

おります。

 (5) その他連結財務諸表作

成のための基本となる

重要な事項

①消費税等の会計処理

 税抜方式によっております。

②連結納税制度

当社及び一部の連結子会社は、当社

を連結納税親会社として、連結納税制

度を適用しております。

①消費税等の会計処理

同左

②連結納税制度

同左

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

 連結子会社の資産及び負債の評価方

法は、全面時価評価法を採用しており

ます。

同左

６ のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

のれんの償却については、発生年度

に一括償却しております。

―――――――――

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、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ヶ月以内に償還期

限の到来する短期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】

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）

「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）を当

連結会計年度から適用し、評価基準については、低価

法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方

法）に変更しております。 

 これによる当連結会計年度の損益に与える影響はあ

りません。

（リース取引に関する会計基準等）

所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっておりましたが、当連結会計年度より「リース取

引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成5年

6月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年3月30

日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成6年1月18

日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19

年3月30日改正））を適用し、通常の売買取引に係る方

法に準じた会計処理によっております。

これによる当連結会計年度の損益に与える影響は軽

微であります。

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。

（工事契約に関する会計基準等の適用）
 請負工事に係る収益の計上基準については、従来、

工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に

関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12

月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27

日）を当連結会計年度から適用し、当連結会計年度に

着手した工事契約から、当連結会計年度までの進捗部

分について成果の確実性が認められる工事については

工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）

を、その他の工事については工事完成基準を適用して

おります。 

 これによる当連結会計年度の損益に与える影響はあ

りません。
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【表示方法の変更】

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

（連結貸借対照表）

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規

則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年8月7日

内閣府令第50号）が適用となることに伴い、前連結会

計年度において、「たな卸資産」として掲記されてい

たものは、当連結会計年度から「商品及び製品」「仕

掛品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しておりま

す。なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれ

る「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」

は、それぞれ4,630百万円、2,300百万円、2,022百万円

であります。
（連結損益計算書）

前連結会計年度まで営業外収益の「その他」に含め

て表示しておりました「受取保険金」は、営業外収益

の総額の100分の10を超えたため区分掲記しました。 

 なお、前連結会計年度における「受取保険金」の金

額は76百万円であります。
（連結キャッシュ・フロー計算書）

前連結会計年度まで営業活動によるキャッシュ・フ

ローの「有形固定資産売却益」「有形固定資産除売却

損」として表示しておりましたが、ＥＤIＮＥＴへのＸ

ＢＲＬ導入に伴い連結財務諸表の比較可能性を向上す

るため、当連結会計年度より「有形固定資産除売却損

益（△は益）」として表示しております。なお、当連

結会計年度の「有形固定資産売却益」「有形固定資産

除売却損」はそれぞれ、△3百万円、174百万円であり

ます。

（連結損益計算書）
前連結会計年度まで区分掲記しておりました「受取

保険金」（当連結会計年度は52百万円）は、営業外収

益の総額の100分の10以下となったため、営業外収益の

「その他」に含めて表示することにしました。

前連結会計年度まで営業外費用の「その他」に含め

て表示しておりました「賃貸費用」は、営業外費用の

総額の100分の10を超えたため区分掲記しました。 

 なお、前連結会計年度における「賃貸費用」の金額

は101百万円であります。

【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）

平成20年度の法人税法改正に伴い、連結子会社は機

械装置について、当連結会計年度より耐用年数の変更

を行っております。

これにより、従来の耐用年数によった場合と比べ、

営業利益、経常利益はそれぞれ75百万円減少し、税金

等調整前当期純損失は75百万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。

―――――――――――――――――
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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)

項目
前連結会計年度

(平成21年３月31日)
当連結会計年度 

(平成22年３月31日)

※１ 非連結子会社及び関連

会社の株式等

 株式 4,612百万円

 出資金 609

 株式 5,145百万円

 出資金 609

※２ 担保に供している資産 この内借入金11,903百万円(長期借

入金7,234百万円、一年内返済予定の

長期借入金1,872百万円、短期借入金

2,795百万円)の担保に供しているもの

は、次の通りであります。

この内借入金9,966百万円(長期借入

金5,487百万円、一年内返済予定の長

期借入金1,747百万円、短期借入金

2,731百万円)の担保に供しているもの

は、次の通りであります。

 

(帳簿価額)

工場財団

 建物及び構築物 6,363百万円

 機械装置 11,383

 土地 4,846

 その他 2

 小計 22,596

投資有価証券 3,525

 合計 26,122
 

(帳簿価額)

工場財団

 建物及び構築物 8,704百万円

 機械装置 8,810

 土地 4,365

 小計 21,881

投資有価証券 3,488

 合計 25,369

 ３ 偶発債務

 

 債務保証

従業員の金融機関からの借入金に対

して、保証を行っております。

 従業員 57百万円

借入金に対して保証を行っておりま

す。

ユニバーサル製缶㈱ 3,795百万円

 

 債務保証

従業員の金融機関からの借入金に対

して、保証を行っております。

 従業員 37百万円

借入金に対して保証を行っておりま

す。

ユニバーサル製缶㈱ 3,001百万円
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(連結損益計算書関係)

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 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

額

 
売上原価 △12百万円

  
売上原価 △4百万円

※２ 販売費及び一般管理費

のうち主要な費用及び

金額

荷造運送費 2,939百万円

給与手当 1,145

賞与引当金繰入額 76

退職給付費用 148

研究開発費 634

減価償却費 287

保管料 1,984

貸倒引当金繰入額 29

荷造運送費 2,816百万円

給与手当 1,191

賞与引当金繰入額 75

退職給付費用 94

研究開発費 693

減価償却費 341

保管料 1,817

貸倒引当金繰入額 9

※３ 一般管理費及び当期製

造原価に含まれる研究

開発費

809百万円 823百万円

※４ 固定資産売却益の内訳 機械装置及び運搬具 3百万円

工具器具及び備品 0

土地 0

計 3

機械装置及び運搬具 5百万円

土地 2

建設仮勘定 0

計 8

※５ 固定資産売却損の内訳 機械装置及び運搬具 3百万円

工具器具及び備品 0

土地 0

計 4
 

機械装置及び運搬具 11百万円

土地 35

計 46

※６ 固定資産除却損の内訳

 

 建物及び構築物 72百万円

 機械装置及び運搬具 83

 工具器具及び備品 5

 建設仮勘定 9

 計 170

 上記の金額には撤去費用が含まれて

おります。

 

 建物及び構築物 134百万円

 機械装置及び運搬具 746

 工具器具及び備品 4

 建設仮勘定 6

 計 891

 上記の金額には撤去費用が含まれて

おります。

※７ 減損損失

 

 当社グループは、以下の資産グループ
について減損損失を計上しております。

用途 種類 会社名
金額

(百万円)

その他
のれん
相当額

ユニバーサル製缶 

株式会社
2,897

（経緯）

 出資先関係会社の業績等を鑑み、投資資

金回収期間が長期にわたる見通しから減損

損失を認識し、のれん相当額の未償却残高

を全額消却しております。

 

 当社グループは、以下の資産グループ
について減損損失を計上しております。

用途 種類 場所
金額

(百万円)

賃貸資産 土地・建物 千葉県市川市 43

（経緯）

 上記の建物・土地については、景気低迷

による需要の落ち込みにより価格が下落し

たため、減損損失を認識いたしました。そ

の内訳は、建物14百万円及び土地29百万円

であります。

（グルーピングの方法）

 当社グループは、事業用資産については

主として工場を資産グループの基礎とし

て、独立したキャッシュ・フローを生み出

す 小の単位毎に、遊休資産及び賃貸資産

においては個別物件単位で資産のグルーピ

ングを行っております。

（回収可能価額の算定方法等）

 減損損失を計上した資産の回収可能価額

は使用価値により測定しており、使用価値

は将来キャッシュ・フローを4.0％で割り

引いて算定しております。
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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．発行済株式に関する事項 

 
  

２．自己株式に関する事項 

   
（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 15,216株 
  

  
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 

 
  

(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) 67,346,935 － － 67,346,935

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) 40,852 15,216 － 56,068

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額 基準日 効力発生日

平成20年5月15日 
取締役会

普通株式 252 3円75銭 平成20年3月31日 平成20年6月11日

平成20年11月14日 
取締役会

普通株式 252 3円75銭 平成20年9月30日 平成20年12月10日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成21年5月15日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 252 3円75銭 平成21年3月31日 平成21年6月11日
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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．発行済株式に関する事項 

   
  

  
２．自己株式に関する事項 

   
（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 7,751株 

  

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 

 
  

 
  

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) 67,346,935 － － 67,346,935

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) 56,068 7,751 － 63,819

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額 基準日 効力発生日

平成21年5月15日 
取締役会

普通株式 252 3円75銭 平成21年3月31日 平成21年6月11日

平成21年11月10日 
取締役会

普通株式 252 3円75銭 平成21年9月30日 平成21年12月10日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成22年5月14日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 252 3円75銭 平成22年3月31日 平成22年6月14日

(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 2,791百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金  －

現金及び現金同等物 2,791百万円

  

※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 1,800百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金  －

現金及び現金同等物 1,800百万円
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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) 

  

 
(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 各事業の主な製品 

(1) 容器事業…………各種缶詰用空缶及びプラスチック容器 

(2) 充填事業…………飲料の受託充填 

(3) 機械製作事業……専用機械・金型などの製造 

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(2,372百万円)は主に連結財務諸表提出会

社の費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産(37,569百万円)の主なものは連結財務諸表提出会社の長

期投資資金(投資有価証券)等であります。 

５ 減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用の償却額及び増加額がそれぞれ含まれております。 

６ 連結財務諸表に関する注記事項における「連結損益計算書関係」の「注7.減損損失」に記載のとおり、のれ

んに係る減損損失を計上しております。 

７ 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、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。 

これによる当連結会計年度の損益に与える影響は軽微であります。 

８ 「追加情報」に記載のとおり、平成20年度の法人税法改正に伴い、連結子会社は機械装置について、当連結

会計年度より耐用年数の変更を行っております。 

これにより、従来の耐用年数によった場合と比べ、当連結会計年度の営業費用は、容器事業が71百万円、機

械製作事業が4百万円増加し、営業利益がそれぞれ同額減少しております。 

  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

項目
容器事業 
(百万円)

充填事業
(百万円)

機械製作事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

48,581 113,241 3,304 165,127 ― 165,127

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

13,685 ― 3,356 17,041 △17,041 ―

計 62,266 113,241 6,660 182,168 △17,041 165,127

営業費用 61,501 111,661 6,580 179,742 △16,142 163,600

営業利益 764 1,580 80 2,426 △898 1,527

Ⅱ 資産、減価償却費、減
損損失及び資本的支出

資産 37,984 52,415 5,913 96,314 24,349 120,663

減価償却費 3,606 4,391 117 8,115 △115 8,000

減損損失 ― ― ― ― 2,897 2,897

資本的支出 2,554 3,876 54 6,485 △1,522 4,962
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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) 

 
(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 各事業の主な製品 

(1) 容器事業…………各種缶詰用空缶及びプラスチック容器 

(2) 充填事業…………飲料の受託充填 

(3) 機械製作事業……専用機械・金型などの製造 

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(2,385百万円)は主に連結財務諸表提出会

社の費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産(67,956百万円)の主なものは連結財務諸表提出会社の長

期投資資金(投資有価証券)等であります。 

５ 減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用の償却額及び増加額がそれぞれ含まれております。 

６ 機械製作事業において、「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」に記載のとおり、当連

結会計年度より、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契

約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を適用し、当連結会

計年度に着手した工事契約から、当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事

については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準

を適用しております。 

これによる当連結会計年度の損益に与える影響はありません。 

  

項目
容器事業 
(百万円)

充填事業
(百万円)

機械製作事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

49,544 105,384 1,865 156,794 ― 156,794

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

11,784 ― 14,360 26,144 △26,144 ―

計 61,329 105,384 16,225 182,939 △26,144 156,794

営業費用 58,816 102,909 16,127 177,853 △25,181 152,672

営業利益 2,512 2,475 98 5,086 △963 4,122

Ⅱ 資産、減価償却費、減
損損失及び資本的支出

資産 42,528 56,694 7,558 106,781 24,038 130,820

減価償却費 3,629 3,832 108 7,570 △77 7,493

減損損失 ― ― ― ― 43 43

資本的支出 4,547 9,539 20 14,107 72 14,179
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前連結会計年度（自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日）及び当連結会計年度（自 平成21

年4月1日 至 平成22年3月31日）については、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重

要な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） 

 海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

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） 

 海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

  

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高
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(リース取引関係)

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 ファイナンス・リース取引

（借主側）

① リース資産の内容

（ア）有形固定資産

 主としてサーバー（（その他）工具器具及び備

品）等であります。

１ ファイナンス・リース取引

（借主側）

① リース資産の内容

（ア）有形固定資産

        同左

（イ）無形固定資産

主としてソフトウェアであります。

（イ）無形固定資産

       同左

② リース資産の減価償却の方法

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

「4.会計処理基準に関する事項（2）重要な減価償却

資産の減価償却の方法」に記載のとおりでありま

す。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引の

うち、リース取引開始日が、平成20年3月31日以前の

リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理によっており、その内容は次の

とおりであります。

② リース資産の減価償却の方法

         同左

  
 
  
 

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引の

うち、リース取引開始日が、平成20年3月31日以前の

リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理によっており、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

相当額及び期末残高相当額

取得価額 
相当額 
(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円)

期末残高
相当額 
(百万円)

機械装置及び
運搬具

7,318 4,481 2,836

その他
（工具器具
及び備品）

857 479 377

無形固定資産
（ソフト

ウェア）
112 69 43

合計 8,288 5,030 3,257

（1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額

相当額及び期末残高相当額

取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円)

期末残高
相当額 
(百万円)

機械装置及び
運搬具

7,213 5,236 1,976

その他
（工具器具
及び備品）

648 430 218

無形固定資産
（ソフト

ウェア）
76 51 24

合計 7,937 5,719 2,218

（2）未経過リース料期末残高相当額

１年以内 1,113百万円

１年超 2,331

計 3,445

（2）未経過リース料期末残高相当額

１年以内 1,283百万円

１年超 1,069

計 2,353

（3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息

相当額

支払リース料 1,359百万円

減価償却費相当額 1,177

支払利息相当額 131

（3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息

相当額

支払リース料 1,222百万円

減価償却費相当額 1,049

支払利息相当額 96

（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、残存価額を零（残

価保証の取り決めがある場合は残価保証額）とす

る定額法によっております。

（4）減価償却費相当額の算定方法

同左

― 29 ―

ホッカンホールディングス（株） （5902） 平成22年3月期 決算短信



 
  

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）利息相当額の算定方法

   リース料総額とリース物件の取得価額相当額の

差額を利息相当額とし、各期への配分方法につい

ては、利息法によっております。

（5）利息相当額の算定方法

同左

  

２ オペレーティング・リース取引

（借主側）

  未経過リース料

１年以内 0百万円

１年超 0

計 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) 

（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）を適用しております。 

この結果、従来の開示対象範囲に加えて、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及

び重要な関連会社に関する注記が開示対象に追加されております。 

  

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との取引 

 連結財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等 

 
（注）１．取引金額には消費税等は含まれておりません。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

    債務保証については同社の銀行借入に対するものであり、保証料を受領しております。 

  

(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 

 連結財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等 

 
（注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等を含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

    金属容器等の購入については、市場価格を勘案して 一般的な取引条件と同様に決定しております。 

２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記 

 重要な関連会社の要約財務情報 

 当連結会計年度において、重要な関連会社はユニバーサル製缶株式会社であり、その要約財務諸表は以下

のとおりであります。 

(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 
(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 
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

関連 
会社

ユニバーサル
製缶㈱

東京都
文京区

8,000 容器事業
所有

（直接）
20.0

当社グルー
プと取引関
係がありま
す
役員の兼任
はありませ
ん

ユニバーサ
ル製缶㈱の
借入金に対
する債務保
証

3,795 ― ―

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 
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

関連 
会社

ユニバーサル
製缶㈱

東京都
文京区

8,000 容器事業
所有

（直接）
20.0

当社グルー
プと取引関
係がありま
す
役員の兼任
はありませ
ん

金属容器
等の購入 4,194 買掛金 1,282

ユニバーサル製缶株式会社

流動資産合計 23,266百万円

固定資産合計 37,066百万円

流動負債合計 27,665百万円

固定負債合計 12,693百万円

純資産合計 19,974百万円

売上高 67,199百万円

税引前当期純損失 122百万円

当期純利益 569百万円
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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 

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引 

 連結財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等 

 
（注）１．取引金額には消費税等は含まれておりません。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

    債務保証については同社の銀行借入に対するものであり、保証料を受領しております。 

  

(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 

 連結財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等 

 
（注）１．取引金額及び期末残高には消費税等は含まれておりません。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

    価格交渉の上、一般的取引と同様に決定しております。 

２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記 

 重要な関連会社の要約財務情報 

 当連結会計年度において、重要な関連会社はユニバーサル製缶株式会社であり、その要約財務諸表は以下

のとおりであります。 

 
  

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 
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

関連 
会社

ユニバーサル
製缶㈱

東京都
文京区

8,000 容器事業
所有

（直接）
20.0

ユニバーサ
ル製缶㈱の
借入金に対
する債務保
証

ユニバーサ
ル製缶㈱の
借入金に対
する債務保
証

3,001 ― ―

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 
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

関連 
会社

ユニバーサル
製缶㈱

東京都
文京区

8,000 容器事業
所有

（直接）
20.0

蓋製造工場
の取得

蓋製造工場
の取得 1,666 ― ―

ユニバーサル製缶株式会社

流動資産合計 23,664百万円

固定資産合計 35,719百万円

流動負債合計 28,939百万円

固定負債合計 8,597百万円

純資産合計 21,845百万円

売上高 63,299百万円

税引前当期純利益 2,465百万円

当期純利益 1,518百万円
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(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

流動の部

繰延税金資産

欠損金 238百万円

賞与引当金 272

その他 239

繰延税金資産小計 750

評価性引当額 △10

繰延税金資産合計 740

繰延税金資産の純額（流動） 740
 

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

流動の部

繰延税金資産

欠損金 202百万円

賞与引当金 276

その他 300

繰延税金資産小計 779

評価性引当額 △18

繰延税金資産合計 760

繰延税金資産の純額（流動） 760

 

 固定の部

繰延税金資産

欠損金 1,040

退職給付引当金 1,299

減損損失 554

その他 848

繰延税金資産小計 3,743

評価性引当額 △971

繰延税金資産合計 2,772

繰延税金負債

固定資産圧縮積立金 826

その他有価証券評価差額金 9

その他 62

繰延税金負債小計 897

繰延税金資産の純額(固定) 1,874
 

 固定の部

繰延税金資産

欠損金 95

退職給付引当金 1,191

減損損失 488

その他 716

繰延税金資産小計 2,492

評価性引当額 △744

繰延税金資産合計 1,747

繰延税金負債

固定資産圧縮積立金 754

その他有価証券評価差額金 341

その他 75

繰延税金負債小計 1,171

繰延税金資産の純額(固定) 575

２ 法定実効税率と税効果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

 当連結会計年度は税金等調整前当期純損失となった

ため、記載を省略しております。

 

２ 法定実効税率と税効果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 40.5 ％

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目 2.1

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △1.5

住民税均等割 0.7

評価性引当額の増減 △6.6

持分法投資利益による影響額 △4.9

繰越欠損金の期限切れ 2.7

その他 △1.7

税効果会計適用後の法人税等の負担率 31.3
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    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。 

  

 

 

 
（注）有価証券について1,027百万円（その他有価証券で時価のある株式1,018百万円、時価評価されていない株式8百

万円）減損処理を行っております。 

  

 
（注）その他有価証券で時価の把握が困難な株式について3百万円減損処理を行っております。 

  

    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。 

(金融商品関係)

(有価証券関係)

 前連結会計年度(平成21年３月31日)

(1) その他有価証券で時価のあるもの

種類
取得原価 
(百万円)

連結貸借対照表計上額 
(百万円)

差額 
(百万円)

連結貸借対照表計上
額が取得原価を超え
るもの

株式 1,984 2,881 896

小計 1,984 2,881 896

連結貸借対照表計上
額が取得原価を超え
ないもの

株式 4,813 3,722 △1,091

小計 4,813 3,722 △1,091

合計 6,798 6,603 △195

(2) 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自:平成20年４月１日 至:平成21年３月31日)

売  却  額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円)

0 0 －

(3) 時価評価されていない主な有価証券の内容

その他有価証券

内     容 連結貸借対照表計上額(百万円)

 非上場株式 213

合     計 213

 当連結会計年度(平成22年３月31日)

その他有価証券で時価のあるもの

種類
連結貸借対照表計上額 

(百万円)
取得原価 
(百万円)

差額 
(百万円)

連結貸借対照表計上
額が取得原価を超え
るもの

株式 5,889 4,278 1,610

小計 5,889 4,278 1,610

連結貸借対照表計上
額が取得原価を超え
ないもの

株式 1,743 2,552 △778

小計 1,743 2,552 △778

合計 7,633 6,801 831

(デリバティブ取引関係)
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提出会社は退職一時金制度と規約型確定給付企業年金制度を設けております。 

連結子会社におきましては、1社が提出会社と同じ退職一時金制度と規約型確定給付企業年金制度を併用しており、

2社は退職一時金制度、3社は規約型確定給付企業年金制度を採用しており、また、退職一時金制度と適格退職年金制

度を併用している1社は、平成21年4月に制度変更を行い、適格退職年金制度を規約型確定給付企業年金制度へ移行し

ております。なお、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があります。 

 

 

 
(注)  簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、(1)勤務費用に計上しております。 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

(退職給付関係)

１ 採用している退職給付制度の概要

２ 退職給付債務及びその内訳

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) 退職給付債務(百万円) △9,079 △8,965

(2) 年金資産(百万円) 5,109 5,748

(3) 未積立退職給付債務(1)＋(2)(百万円) △3,969 △3,217

(4) 未認識数理計算上の差異(百万円) 1,650 1,109

(5) 未認識過去勤務債務(債務の減額)(百万円) △769 △668

(6) 連結貸借対照表計上額純額(3)＋(4)＋(5)(百万円) △3,088 △2,776

(7) 前払年金費用(百万円) － －

(8) 退職給付引当金(6)－(7)(百万円) △3,088 △2,776

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)

(注) １ 提出会社及び連結子会社３社は原則法を採用

し、その他は簡便法を採用しております。

     ２ 連結子会社について、規約型確定給付企業年

金制度への移行に伴う退職給付債務の増加額

を特別損失の「その他」として23百万円計上

しております。

(注) １ 提出会社及び連結子会社３社は原則法を採用

し、その他は簡便法を採用しております。

      ２ 提出会社及び連結子会社１社は、平成21年10

月1日付で、退職金規程の改訂を行ったことに

より、当連結会計年度において、過去勤務債

務（債務の減額）が△26百万円発生しており

ます。

３ 退職給付費用に関する事項

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)

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)

退職給付費用(百万円) 671 630

(1) 勤務費用(百万円) 534 420

(2) 利息費用(百万円) 150 146

(3) 期待運用収益(百万円) △115 △105

(4) 数理計算上の差異の費用処理額(百万円) 221 290

(5) 過去勤務債務の費用処理額(百万円) △125 △127

(6) 割増退職金等(百万円) 5 5

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) 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同   左

(2) 割引率 2.0％ 同   左

(3) 期待運用収益率 2.0％～2.5％ 同   左

(4) 数理計算上の差異の処理年数 

  

  

 

  

 

10年(定額法)

(発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の

年数による按分額を発生

の翌連結会計年度から費

用処理しております。)

同   左

(5) 過去勤務債務の処理年数

 

 

 

 

 

10年(定額法)

(発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の

年数による按分額を発生

した連結会計年度から費

用処理しております。)

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。 

  

当社及び一部の連結子会社では、北海道その他の地域において、遊休地及び賃貸用住宅等（土地を含

む。）を有しております。平成22年3月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は15百万円（賃

貸収益は営業外収益に、主な賃貸費用は営業外費用並びに販売費及び一般管理費に計上）、固定資産売

却損は35百万円（特別損失に計上）、減損損失は43百万円（特別損失に計上）であります。 

 また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、当連結会計年度増減額及び時価は、次のとおりで

あります。 

 
（注）1．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であり

ます。 

2．当連結会計年度増減額のうち、主な変動は土地売却による減少（△65百万円）であります。 

3．当連結会計年度末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額（指

標等を用いて調整を行ったものを含む。）であります。 

 （追加情報） 

当連結会計年度より、「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）を適用しております。 

(ストック・オプション等関係)

(企業結合等関係)

(賃貸等不動産関係)

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）

連結貸借対照表計上額（百万円） 当連結会計年度末の時価 

(百万円)前連結会計年度末残高 当連結会計年度増減額 当連結会計年度末残高

1,729 △117 1,612 3,008

― 36 ―

ホッカンホールディングス（株） （5902） 平成22年3月期 決算短信



 
(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金額又は１株当たり当期純損失金額 

 
  

該当事項はありません。 

  

(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 519円82銭 １株当たり純資産額 555円24銭

１株当たり当期純損失 41円08銭 １株当たり当期純利益 32円84銭

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１

株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。

 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)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額(百万円) 35,972 38,433

普通株式に係る純資産額(百万円) 34,979 37,358

差額の内訳(百万円)

 少数株主持分 993 1,075

普通株式の発行済株式数(千株) 67,346 67,346

普通株式の自己株式数(千株) 56 63

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)
67,290 67,283

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株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△） △41円08銭 32円84銭

当期純利益又は当期純損失（△）(百万円) △2,764 2,209

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失（△）(百万円) △2,764 2,209

普通株式の期中平均株式数(千株) 67,297 67,286

(重要な後発事象)
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5.【個別財務諸表】

(1)【貸借対照表】

(単位：百万円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 895 718

前払費用 76 88

繰延税金資産 144 206

未収入金 215 291

関係会社短期貸付金 3,100 22,906

その他 0 0

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 4,432 24,211

固定資産

有形固定資産

建物 177 162

減価償却累計額 △78 △93

建物（純額） 99 69

工具、器具及び備品 15 15

減価償却累計額 △10 △11

工具、器具及び備品（純額） 4 3

土地 48 19

リース資産 4 11

減価償却累計額 △0 △2

リース資産（純額） 4 9

有形固定資産合計 156 101

無形固定資産

ソフトウエア 42 270

電話加入権 0 0

リース資産 3 2

ソフトウエア仮勘定 143 －

無形固定資産合計 190 273

投資その他の資産

投資有価証券 ※1 6,284 ※1 7,206

関係会社株式 23,803 23,443

関係会社長期貸付金 － 10,050

破産更生債権等 26 27

長期前払費用 30 44

繰延税金資産 471 －

ゴルフ会員権 453 426

その他 223 247

貸倒引当金 △84 △85

投資その他の資産合計 31,208 41,360

固定資産合計 31,555 41,734

資産合計 35,987 65,946
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

短期借入金 ※1 2,795 ※1 21,917

リース債務 1 3

未払金 50 33

未払費用 19 20

未払法人税等 7 15

預り金 6 6

賞与引当金 5 5

その他 14 13

流動負債合計 2,902 22,016

固定負債

長期借入金 － 10,050

リース債務 5 8

繰延税金負債 － 176

退職給付引当金 55 53

長期未払金 143 118

その他 44 44

固定負債合計 249 10,452

負債合計 3,151 32,468

純資産の部

株主資本

資本金 11,086 11,086

資本剰余金

資本準備金 10,725 10,725

その他資本剰余金 18 18

資本剰余金合計 10,743 10,743

利益剰余金

利益準備金 2,771 2,771

その他利益剰余金

配当引当積立金 2,800 －

別途積立金 7,600 7,600

繰越利益剰余金 △2,042 850

利益剰余金合計 11,128 11,222

自己株式 △18 △20

株主資本合計 32,940 33,032

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △105 444

評価・換算差額等合計 △105 444

純資産合計 32,835 33,477

負債純資産合計 35,987 65,946
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(2)【損益計算書】

(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

営業収益

関係会社受取配当金 ※1 430 ※1 175

経営管理料 ※1 1,279 ※1 1,338

営業収益合計 1,709 1,513

営業費用

一般管理費 ※2 1,102 ※2 1,075

営業費用合計 1,102 1,075

営業利益 606 437

営業外収益

受取利息 ※1 44 ※1 117

受取配当金 178 175

その他 14 57

営業外収益合計 237 349

営業外費用

支払利息 33 91

支払手数料 6 －

その他 0 11

営業外費用合計 39 102

経常利益 805 684

特別損失

投資有価証券評価損 1,027 3

関係会社株式評価損 4,716 －

貸倒引当金繰入額 27 －

減損損失 － ※3 43

システム開発損失 － 29

その他 24 4

特別損失合計 5,796 80

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △4,991 604

法人税、住民税及び事業税 △88 △205

法人税等調整額 △339 212

法人税等合計 △427 6

当期純利益又は当期純損失（△） △4,563 598
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(3)【株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 11,086 11,086

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 11,086 11,086

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 10,725 10,725

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 10,725 10,725

その他資本剰余金

前期末残高 18 18

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 18 18

資本剰余金合計

前期末残高 10,743 10,743

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 10,743 10,743

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 2,771 2,771

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,771 2,771

その他利益剰余金

配当引当積立金

前期末残高 2,800 2,800

当期変動額

配当引当積立金の取崩 － △2,800

当期変動額合計 － △2,800

当期末残高 2,800 －

別途積立金

前期末残高 7,600 7,600

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 7,600 7,600
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(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

繰越利益剰余金

前期末残高 3,025 △2,042

当期変動額

剰余金の配当 △504 △504

配当引当積立金の取崩 － 2,800

当期純利益又は当期純損失（△） △4,563 598

当期変動額合計 △5,068 2,893

当期末残高 △2,042 850

利益剰余金合計

前期末残高 16,197 11,128

当期変動額

剰余金の配当 △504 △504

配当引当積立金の取崩 － －

当期純利益又は当期純損失（△） △4,563 598

当期変動額合計 △5,068 93

当期末残高 11,128 11,222

自己株式

前期末残高 △14 △18

当期変動額

自己株式の取得 △4 △1

当期変動額合計 △4 △1

当期末残高 △18 △20

株主資本合計

前期末残高 38,013 32,940

当期変動額

剰余金の配当 △504 △504

当期純利益又は当期純損失（△） △4,563 598

自己株式の取得 △4 △1

当期変動額合計 △5,072 91

当期末残高 32,940 33,032
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(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 620 △105

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△726 550

当期変動額合計 △726 550

当期末残高 △105 444

評価・換算差額等合計

前期末残高 620 △105

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△726 550

当期変動額合計 △726 550

当期末残高 △105 444

純資産合計

前期末残高 38,634 32,835

当期変動額

剰余金の配当 △504 △504

当期純利益又は当期純損失（△） △4,563 598

自己株式の取得 △4 △1

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △726 550

当期変動額合計 △5,798 641

当期末残高 32,835 33,477
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該当事項はありません。 

  

  

① 代表取締役の異動 

  

  該当事項はありません。 

  

② その他の役員の異動（平成22年６月29日付予定） 

  

  ・新任取締役候補 

  

    取締役 小池 明夫 

        （現 当社経営企画室長） 

  

  

  

平成22年６月１日付にて代表取締役社長永井勝己は代表取締役会長に、専務取締役工藤常史は代表取

締役社長に、取締役田村秀行は専務取締役にそれぞれ就任の予定です。 

  

(4)【継続企業の前提に関する注記】

6. その他

(1) 役員の異動

(2) その他
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