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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 10,905 △0.2 1,108 90.5 1,010 66.1 414 21.8
21年3月期 10,926 △4.9 582 △14.8 608 △17.1 340 △16.6

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 37.62 ― 3.2 5.8 10.2
21年3月期 30.46 ― 2.7 3.5 5.3

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  △3百万円 21年3月期  14百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期 17,235 12,951 75.1 1,178.35
21年3月期 17,909 12,782 71.4 1,144.98

（参考） 自己資本   22年3月期  12,951百万円 21年3月期  12,782百万円

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 764 △529 △741 1,887
21年3月期 1,219 △2,952 785 2,412

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 ― 10.00 ― 10.00 20.00 224 65.7 1.7
22年3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00 219 53.2 1.7
23年3月期 

（予想）
― 10.00 ― 10.00 20.00 42.9

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

5,042 1.7 400 58.4 417 129.7 244 125.5 22.20

通期 10,559 △3.2 849 △23.4 875 △13.4 513 23.6 46.67



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、16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」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、33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 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 11,000,000株 21年3月期 11,325,000株
② 期末自己株式数 22年3月期  8,613株 21年3月期  161,113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 10,905 △0.2 995 72.1 925 45.2 343 △6.5
21年3月期 10,926 △4.9 578 △14.0 637 △11.1 367 △6.5

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 31.17 ―
21年3月期 32.88 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期 16,568 12,354 74.6 1,123.30
21年3月期 17,351 12,270 70.7 1,098.39

（参考） 自己資本 22年3月期  12,354百万円 21年3月期  12,270百万円

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

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が発表日現在において入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に
基づいており、実際の業績等は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 
 なお、業績予想に関する事項は、３ページ「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」をご参照ください。 

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

5,042 1.7 366 75.4 384 144.9 220 144.7 20.00

通期 10,559 △3.2 782 △21.5 810 △12.5 464 34.9 42.19



(1) 経営成績に関する分析 

（当期の経営成績） 

当連結会計年度におけるわが国の経済は、一昨年からの景気低迷のなかで一部回復基調が見られたものの、依然と

して企業収益は厳しく、設備投資は抑制され、雇用や個人消費も低迷する厳しい状況で推移しました。 

このような経済状況の中、当社グループの大口需要家である東京電力では、柏崎刈羽原子力発電所の６号、７号機

が運転を再開し、販売電力量も回復しつつあるものの、リーマンショック前の水準に達するのは当年度以降となり、

当社グループが関連する配電・保安通信線関連においては、依然厳しい状況が続いております。 

また、情報通信関連において、ＮＴＴでは固定ブロードバンドサービスの高速化に向け次世代ネットワーク（ＮＧ

Ｎ）への投資を優先していることにより、設備投資が抑えられ厳しい状況が続いております。 

このような状況のもと当社グループは、軌道に乗りつつある中国の子会社 海陽イワブチ を活用した新製品の投

入、労働集約型製品の生産移管を進めております。また、営業部門においては、市場情報収集能力の強化による新製

品発掘と既存分野の売上増大に向けて、強力に営業活動を行ってまいりました。 

以上の結果、当連結会計年度の売上高は109億5百万円と前連結会計年度に比べ2千万円、0.2％の減収となりまし

た。また、経常利益は10億1千万円と前連結会計年度に比べ4億2百万円、66.1％の増益となり、当期純利益は、繰延

税金資産の取り崩しがあり、4億1千4百万円と前連結会計年度に比べ7千4百万円、21.8％の増益となりました。  

  

 需要分野別の業績 

事業の種類別セグメントに代わる需要分野別の業績は、次のとおりであります。   

① 交通信号・標識・学校体育施設関連 

交通信号・標識関連については、信号灯器のＬＥＤ化、施設老朽化による更新工事が全国的に行われたことか

ら、当社グループの製品の受注も好調に推移しました。また、学校体育施設関連についても、全国的に防球ネッ

ト工事が活発で好調に推移しました。その結果、売上高は15億4千8百万円と前連結会計年度に比べ1億5千1百万

円、10.8％の増収となりました。 

② ブロードバンド・防災無線関連 

ブロードバンド関連については、2011年の地上デジタル化等に伴う地域情報通信基盤整備工事で北海道、東北

地域の工事量は見込みより少なかったものの、その他地域では活発に工事が行われ好調に推移しました。また、

防災無線関連についても堅調に推移しました。その結果、売上高は22億8千万円と前連結会計年度に比べ2億5千2

百万円、12.5％の増収となりました。 

③ 情報通信・電話関連 

情報通信・電話関連については、老朽化したコンクリート柱の更改工事は計画的に実施され、堅調に推移しま

した。しかし、フレッツ光サービスの純増数が伸び悩んでいることから、ケーブル敷設工事への投資が抑制さ

れ、また、ケーブル一束化用品の仕様が廃止になったことから、売上高は22億3千3百万円と前連結会計年度に比

べ6億5千5百万円、22.7％の減収となりました。 

④ 配電・保安通信線関連 

配電・保安通信線関連については、電力会社の設備投資が依然厳しい状況が続いているものの、海陽イワブチ

を活用した新製品の市場投入により、堅調に受注を積み重ねてまいりました。その結果、売上高は31億1千7百万

円と前連結会計年度に比べ1億9百万円、3.6％の増収となりました。 

⑤ その他 

民間設備投資等については、減少傾向にありますが、当社グループの製品の受注は比較的順調に推移しまし

た。その結果、売上高は17億2千5百万円と前連結会計年度に比べ1億2千1百万円、7.6％の増収となりました。 

１．経営成績



（次期の見通し） 

今後の日本国経済の見通しにつきましては、景気の二番底懸念は薄まりましたが、設備投資と雇用の回復が遅れて

おり、本格的な回復軌道に乗るには時間を要すると予想されます。 

架線金物業界におきましては、電力関係では、電力会社１０社の設備投資は５年連続で増加しており、電源開発へ

の投資や老朽化した送配電網の更新など低炭素社会対応の投資が増える見込みです。また、東京電力においては、柏

崎刈羽原子力発電所６号、７号機の運転が再開され、１～５号機についても運転再開に向け順調に作業が進んでおり

ます。このような状況の中、当社グループが関連する配電・保安通信線関連においても、緩やかながら回復傾向にな

ると予想しております。 

情報通信関連においては、電柱建替え需要は次期においても計画的に実施されると思われますが、国及び自治体の

道路関連予算の抑制から電柱移設工事が減少すると見込まれ、当社グループに関連する通信線路部門への投資は厳し

さが続くものと予想しております。 

一方、２０１１年の地上デジタル化への全面移行へ向けて、ブロードバンド関連、地域イントラネット関連および

防災無線関連の工事が急ピッチで行われるものと予想されます。また、平成２１年度第２次補正予算で地域情報通信

基盤整備に関わる事業への大規模な支援が決定したことから、これら関連工事への投資が十分に期待されます。 

このような状況のもと当社グループは、中国の子会社 海陽イワブチ の生産特性を活用し、更なる新製品の投入、

労働集約型製品の生産移管を進め、中国市場や他分野の参入についても積極的に検討を進めてまいります。また営業

面において、顧客への積極的な提案による新製品の発掘、きめ細かなサービスの充実を図るなど、営業力強化を行っ

てまいります。 

以上により、次期連結会計年度の見通しにつきましては、売上高105億5千9百万円（当連結会計年度比3.2％減）、

経常利益8億7千5百万円（当連結会計年度比13.4％減）、当期純利益5億1千3百万円（当連結会計年度比23.6％増）を

見込んでおります。 

  

(2) 財政状態に関する分析 

  ①資産、負債及び純資産の状況  

 当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ6億7千4百万円減少し、172億3千5百万円となりました。 

 当連結会計年度における資産、負債及び純資産の状況とそれらの要因は、次のとおりであります。 

  

(資産の部)  

流動資産は、前連結会計年度末に比べ6億3千万円減少し、97億4千5百万円となりました。 

これは、主に受取手形及び売掛金が2億4千万円増加したことと、現金及び預金が6億7千4百万円及び商品及び製品

が9千4百万円減少したことによるものです。  

固定資産は、前連結会計年度末に比べ4千3百万円減少し、74億8千9百万円となりました。  

これは、主に有形固定資産が5千8百万円増加したことと、投資その他の資産が1億1千1百万円減少したことによる

ものです。 

  

(負債の部) 

負債は、前連結会計年度末に比べ8億4千3百万円減少し、42億8千3百万円となりました。 

これは、借入金が4億3千2百万円、支払手形及び買掛金が2億7千9百万円及び退職給付引当金が1億1千7百万円減少

したことによるものです。 

  

(純資産の部)  

純資産は、前連結会計年度末に比べ1億6千9百万円増加し、129億5千1百万円となりました。 

これは、利益剰余金が5千4百万円及びその他有価証券評価差額金が4千万円増加したことと、自己株式が6千4百万

円減少したことによるものです。 

  



②キャッシュ・フローの状況 

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」）は、下記のとおり、投資活動及び財務

活動により資金が減少したことから、資金残高は前連結会計年度末より5億2千4百万円減少（前連結会計年度は9億1

千4百万円の減少）し、当連結会計年度末には18億8千7百万円となりました。 

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） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、7億6千4百万円のプラス（前連結会計年度は12億1千9百万円のプラス）と

なりました。 

これは、主に税金等調整前当期純利益の計上10億1百万円及び減価償却費の計上4億3千1百万円による資金の増加

と、法人税等の支払額3億6千7百万円及び仕入債務の減少2億7千2百万円による資金の減少によるものです。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、5億2千9百万円のマイナス（前連結会計年度は29億5千2百万円のマイナ

ス）となりました。 

これは、主に定期預金の払戻による収入1億5千万円による資金の増加と、有形固定資産の取得による支出4億9千2

百万円及び貸付による支出1億6千5百万円による資金の減少によるものです。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、7億4千1百万円のマイナス（前連結会計年度は7億8千5百万円のプラス）と

なりました。 

これは、長期借入金の返済4億2千6百万円、配当金の支払い2億2千1百万円及び自己株式の取得7千9百万円による資

金の減少によるものです。 

  

（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／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

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）により計算しております。 

３．キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用しております。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。又、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。 

  

  平成21年３月期 平成22年３月期 

自己資本比率（％）  71.4  75.1

時価ベースの自己資本比率（％）  28.1  27.9

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年）  1.1  1.3

インタレスト・カバレッジ・レシオ  169.3  40.4



(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題とし、事業基盤の安定・強化のための内部留保の充実を勘

案したうえで、安定的かつ業績に応じた配当を基本方針としております。また、内部留保資金につきましては、長期

的な展望に基づき、戦略的投資に充当してまいります。 

当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。 

これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。 

当期の期末配当金につきましては、1株につき10円を予定しており、中間配当金10円と合わせた年間配当金は20円

となる予定であります。 

次期配当金につきましては、1株につき20円（中間10円・期末10円）を予定しております。 

  

(4) 事業等のリスク 

当社グループにおいて、事業を遂行する上で考えられるリスクに対して、被害を 小限に抑えるための対策を検

討、実施しておりますが、当社グループが解決できない外的要因により、当社グループの経営成績及び財務状態に重

大な影響が出ることが予想されます。 

例えば、地震、台風等の自然災害や火災等の事故災害が発生した場合、当社グループの拠点の設備等が大きな被害

を受け、その一部または全部の操業が中断し、生産及び出荷が遅延する可能性があります。また、損害を被った設備

等の修復のために多額の費用が発生し、結果として、当社グループの事業、業績及び財務状態に影響を及ぼす可能性

があります。 

なお、本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は決算短信提出日（平成22年５月17 

日）現在において当社グループが判断したものであります。  

  



当社グループ（当社及び当社の関係会社）は当社を中心に、連結子会社２社と持分法適用関連会社１社より構成さ

れております。 

 主な事業は、電力、通信、信号、放送、鉄道用各種電気架線金物及びコンクリートポール用品等の製造販売であ

り、その事業内容と当社及び関係会社の当該事業における位置付けは、次のとおりであります。 

  

(1）交通信号・標識・学校体育施設関連 

  警察庁の要請に応じた交通信号・道路標識の装柱用品及び学校の防球ネット支持金具等であります。 

  （製造・仕入）当社、海陽岩淵金属製品有限公司 

  （販   売）当社 

(2）ブロードバンド・防災無線関連 

  ＣＡＴＶ用ケーブル敷設用の装柱用品及び各地方自治体の防災行政無線施設用の装柱用品等であります。 

  （製造・仕入）当社、海陽岩淵金属製品有限公司 

  （販   売）当社、㈱アドバリュー 

(3）情報通信・電話関連 

  ＮＴＴ等の情報通信企業のニーズに応じた通信線路用の装柱用品等であります。 

  （製造・仕入）当社、イワブチ化成㈱、海陽岩淵金属製品有限公司 

  （販   売）当社 

(4）配電・保安通信線関連 

  各電力会社のニーズに応じた配電線路用の装柱用品及びコンクリートポール用品等であります。 

  （製造・仕入）当社、イワブチ化成㈱、海陽岩淵金属製品有限公司 

  （販   売）当社 

(5）その他 

  工場内の配電線路用及び鉄道用装柱用品等であります。 

  （製造・仕入）当社、海陽岩淵金属製品有限公司 

  （販   売）当社 

  

２．企業集団の状況



当社グループの連結子会社ならびに持分法適用関連会社は以下のとおりであります。  

（注）１．海陽岩淵金属製品有限公司は、特定子会社に該当します。 

２．議決権の所有割合欄における（ ）は、被所有割合であります。 

   

名称 住所 
資本金 
（千円）

主要な事業の内容 
議決権の所有（又 
は被所有）割合 

（％） 
関係内容 

（連結子会社）           

イワブチ化成㈱ 千葉県野田市  40,000
合成樹脂製品等の

製造 
 100.0

当社への合成樹脂

製品等の販売 

役員の兼任あり 

海陽岩淵金属製品有限公司 中国山東省  350,000
金属製品及び部品

の製造 
 100.0

当社への金属製品

及び部品の販売 

役員の兼任あり 

資金援助あり 

（持分法適用関連会社）           

㈱アドバリュー 東京都中央区  80,000

ＣＡＴＶ・防災行

政無線等の架線材

料の販売 

 

( 0.20)

32.40
当社製商品の販売 



(1）会社の経営の基本方針 

当社は、電力・通信関連の架線金物を主として製造販売しております。昭和25年設立以来、経済的かつ信頼度の高

い製品を供給し、電力・通信インフラ構築の一翼を担い、社会に貢献することを経営の基本理念としております。 

当社グループは、この基本理念に基づき人材育成をはかり、顧客のニーズに合致した製品を開発する為の技術を培

い、生産設備を充実し、全国を網羅する供給、販売サービス体制を確立して、顧客からの信頼を得てまいりました。

今後とも、電力・通信分野のインフラ構築に対応して、更なる開発及び生産技術を磨き、より競争力のある製品の

開発を進めると共に、周辺事業の開発に取り組んでまいります。 

  

(2）目標とする経営指標 

当社グループの製商品の主な需要家である電力各社及び通信会社等の年度設備投資計画に業績が大きく影響される

業界の特殊性はありますが、株主への安定配当、適切な水準の内部留保を行うため、収益を確保し、資本の効率的運

用を図ることを重要な経営指標と位置付けております。 

   

(3）中長期的な会社の経営戦略 

当社グループを取巻く環境は、長期のデフレ状況が懸念される中、電力会社の配電設備投資は回復傾向にある一

方、情報通信関連では、光アクセスサービス契約の伸び悩みなど、通信線路部門への投資は厳しさが続くものと予想

されます。 

このような経営環境を踏まえ、生産性の向上と信頼性の高い製品の供給を実現して、顧客満足度を確保し企業の社

会的責任を果たすことを中心に位置付け、次のことを実行してまいります。 

  

① 資源価格の騰勢を中長期的に捉え、安定的な材料・部品の仕入体制を確保します。 

  

② 中国の子会社 海陽イワブチ の設備・ラインの改善をより強化し、戦略子会社として生産品の多様化と増産を

 進め、よりコスト競争力の向上を図ってまいります。 

  

③ 協力会社の品質上の問題を未然に防ぐ予防処置に重点をおいた品質管理体制を強化します。 

  

④ 定期的に業務の棚卸しを実施して「ムダ」な業務を廃止し、経営コストの低減を図ってまいります。 

  

⑤ 若年層の技量とモチベーションの向上のための研修・教育を強化します。  

  

(4）会社の対処すべき課題 

当社グループの対処すべき課題は、以下の事項になります。  

  

① 人材育成 

企業の基盤は人材であります。各個人の「力量」と組織力の双方を上げるために、全社的教育及び社内外によ

る部門別・階層別の教育を引き続き実施してまいります。 

また、製造会社として熟練した生産技術を確実に継承してまいります。 

  

② 競争力強化への生産コスト低減 

競争力強化のためには生産コストの低減が 重要課題であります。その一環として、松戸本社隣接地の用地を

積極的に活用しコスト低減につなげてまいります。 

また、安定した操業となった中国の子会社 海陽イワブチ の生産特性を活用し、更なる労働集約型製品の生産

移管や新製品の投入を押し進めてまいります。 

  

③ きめ細かい営業活動の推進 

営業活動においても、ＩＳＯ９００１の品質マネジメントサイクル、Ｐ（Plan：計画）、Ｄ（Do：実行）、Ｃ

（Check：確認）、Ａ（Act：見直し）を取り入れ、通常の営業活動に加え新製品発掘などに迅速かつ的確に対応

してまいります。 

３．経営方針



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 4,562,936 3,887,977

受取手形及び売掛金 3,547,431 3,787,967

商品及び製品 1,739,346 1,645,012

仕掛品 127,125 113,418

原材料及び貯蔵品 186,553 200,168

繰延税金資産 130,235 131,178

その他 146,206 95,530

貸倒引当金 △63,197 △115,516

流動資産合計 10,376,637 9,745,736

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,624,911 4,826,608

減価償却累計額 △2,537,318 △2,682,574

建物及び構築物（純額） 2,087,593 2,144,034

機械装置及び運搬具 2,790,636 2,952,673

減価償却累計額 △2,192,037 △2,324,581

機械装置及び運搬具（純額） 598,598 628,091

土地 2,815,795 2,844,426

建設仮勘定 160,545 34,112

その他 1,694,240 1,845,059

減価償却累計額 △1,547,697 △1,628,583

その他（純額） 146,543 216,475

有形固定資産合計 5,809,075 5,867,141

無形固定資産 103,800 114,119

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  1,004,786 ※1  1,069,838

繰延税金資産 448,518 250,056

その他 182,012 309,086

貸倒引当金 △15,300 △120,550

投資その他の資産合計 1,620,017 1,508,432

固定資産合計 7,532,894 7,489,693

資産合計 17,909,531 17,235,429



（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 1,807,329 1,527,522

短期借入金 426,000 240,000

未払法人税等 258,936 309,371

賞与引当金 223,221 221,472

その他 401,620 264,326

流動負債合計 3,117,109 2,562,692

固定負債   

長期借入金 966,250 720,000

退職給付引当金 593,174 476,072

役員退職慰労引当金 318,714 323,635

その他 131,810 201,319

固定負債合計 2,009,949 1,721,028

負債合計 5,127,058 4,283,721

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,496,950 1,496,950

資本剰余金 1,210,656 1,210,656

利益剰余金 10,135,735 10,190,732

自己株式 △66,602 △1,613

株主資本合計 12,776,739 12,896,725

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 35,637 76,616

為替換算調整勘定 △29,903 △21,633

評価・換算差額等合計 5,733 54,982

純資産合計 12,782,473 12,951,708

負債純資産合計 17,909,531 17,235,429



（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 10,926,712 10,905,974

売上原価 ※1  7,866,624 ※1  7,549,345

売上総利益 3,060,087 3,356,628

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費及び販売促進費 28,474 22,570

荷造運搬費 328,293 339,572

役員報酬 197,910 172,890

賞与引当金繰入額 100,566 105,654

給料及び手当 805,768 817,673

退職給付費用 173,575 ※2  △16,436

役員退職慰労引当金繰入額 52,895 38,761

貸倒引当金繰入額 49,494 35,819

その他 ※1  741,060 ※1  731,550

販売費及び一般管理費合計 2,478,038 2,248,054

営業利益 582,049 1,108,573

営業外収益   

受取利息 13,712 9,948

受取配当金 23,238 20,937

受取賃貸料 17,865 18,741

持分法による投資利益 14,838 －

その他 3,837 13,940

営業外収益合計 73,491 63,568

営業外費用   

支払利息 7,098 20,253

為替差損 38,903 13,136

自己株式取得費用 687 805

貸倒引当金繰入額 － 123,750

持分法による投資損失 － 3,241

その他 164 153

営業外費用合計 46,853 161,340

経常利益 608,687 1,010,800

特別利益   

前期損益修正益 － ※3  12,828

固定資産売却益 ※4  68 ※4  16

特別利益合計 68 12,845

特別損失   

固定資産除売却損 ※5  3,213 ※5  11,501

投資有価証券評価損 － 7,587

会員権評価損 4,000 3,000

特別損失合計 7,213 22,089

税金等調整前当期純利益 601,543 1,001,556

法人税、住民税及び事業税 332,906 416,929

法人税等調整額 △72,019 169,695

法人税等合計 260,886 586,624

当期純利益 340,656 414,931



（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 1,496,950 1,496,950

当期末残高 1,496,950 1,496,950

資本剰余金   

前期末残高 1,210,656 1,210,656

当期末残高 1,210,656 1,210,656

利益剰余金   

前期末残高 10,069,071 10,135,735

連結子会社の会計期間の変更に伴う増減 － 5,479

当期変動額   

剰余金の配当 △223,287 △221,695

当期純利益 340,656 414,931

自己株式の処分 △50,706 －

自己株式の消却 － △143,719

当期変動額合計 66,663 49,517

当期末残高 10,135,735 10,190,732

自己株式   

前期末残高 △206,237 △66,602

当期変動額   

自己株式の取得 △65,310 △78,730

自己株式の処分 204,946 －

自己株式の消却 － 143,719

当期変動額合計 139,635 64,989

当期末残高 △66,602 △1,613

株主資本合計   

前期末残高 12,570,440 12,776,739

連結子会社の会計期間の変更に伴う増減 － 5,479

当期変動額   

剰余金の配当 △223,287 △221,695

当期純利益 340,656 414,931

自己株式の取得 △65,310 △78,730

自己株式の処分 154,240 －

自己株式の消却 － －

当期変動額合計 206,298 114,506

当期末残高 12,776,739 12,896,725



（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 204,426 35,637

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △168,788 40,979

当期変動額合計 △168,788 40,979

当期末残高 35,637 76,616

為替換算調整勘定   

前期末残高 22,722 △29,903

連結子会社の会計期間の変更に伴う増減 － 26,518

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △52,625 △18,248

当期変動額合計 △52,625 △18,248

当期末残高 △29,903 △21,633

評価・換算差額等合計   

前期末残高 227,148 5,733

連結子会社の会計期間の変更に伴う増減 － 26,518

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △221,414 22,730

当期変動額合計 △221,414 22,730

当期末残高 5,733 54,982

純資産合計   

前期末残高 12,797,589 12,782,473

連結子会社の会計期間の変更に伴う増減 － 31,998

当期変動額   

剰余金の配当 △223,287 △221,695

当期純利益 340,656 414,931

自己株式の取得 △65,310 △78,730

自己株式の処分 154,240 －

自己株式の消却 － －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △221,414 22,730

当期変動額合計 △15,116 137,237

当期末残高 12,782,473 12,951,708



（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 601,543 1,001,556

減価償却費 458,157 431,527

引当金の増減額（△は減少） 172,307 45,637

受取利息及び受取配当金 △36,950 △30,885

支払利息 7,098 20,253

持分法による投資損益（△は益） △14,838 3,241

投資有価証券売却損益（△は益） △12 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 7,587

固定資産除売却損益（△は益） 3,144 11,484

会員権評価損 4,000 3,000

売上債権の増減額（△は増加） 425,155 △244,487

たな卸資産の増減額（△は増加） △287,432 125,433

仕入債務の増減額（△は減少） 163,165 △272,313

未払消費税等の増減額（△は減少） 48,273 △21,992

その他の資産の増減額（△は増加） △10,303 73,425

その他の負債の増減額（△は減少） 2,413 △39,180

その他 555 △225

小計 1,536,277 1,114,064

利息及び配当金の受取額 42,285 37,416

利息の支払額 △7,198 △18,925

法人税等の支払額 △352,292 △367,976

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,219,072 764,578

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 △2,200,000 △4,200,000

定期預金の払戻による収入 300,000 4,350,000

有形固定資産の取得による支出 △966,515 △492,507

有形固定資産の売却による収入 7,814 1,218

無形固定資産の取得による支出 △6,494 △18,028

投資有価証券の取得による支出 △69,609 △14,221

投資有価証券の売却による収入 221 －

会員権の取得による支出 △10,148 －

その他の支出 △26,802 △12,343

その他の収入 19,046 20,681

貸付けによる支出 － △165,000

貸付金の回収による収入 439 448

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,952,047 △529,752

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 1,200,000 －

長期借入金の返済による支出 △277,000 △426,000

配当金の支払額 △223,735 △221,384

リース債務の返済による支出 △2,500 △14,080

自己株式の取得による支出 △65,998 △79,535

自己株式の処分による収入 154,240 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 785,005 △741,000

現金及び現金同等物に係る換算差額 33,171 9,063

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △914,798 △497,111

現金及び現金同等物の期首残高 3,327,735 2,412,936

連結子会社の会計期間変更に伴う現金及び現金同等
物の増減額（△は減少）

－ △27,847

現金及び現金同等物の期末残高 ※  2,412,936 ※  1,887,977



  該当事項はありません。 

  

  

継続企業の前提に関する注記

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  ２社 

  連結子会社の名称 

   イワブチ化成㈱ 

   海陽岩淵金属製品有限公司 

 連結子会社は、イワブチ化成㈱及び海陽

岩淵金属製品有限公司の２社であり、全子

会社を連結の範囲に含めております。 

  (2) 非連結子会社の名称 

   ㈱ＴＣＭ 

（連結の範囲から除いた理由） 

 非連結子会社である㈱ＴＣＭは、当連結

会計年度において新たに設立しましたが、

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

ていないため連結の範囲から除外しており

ます。 

――――――― 

２．持分法の適用に関する事

項 

(1) 持分法適用の関連会社数 １社 

  ㈱アドバリュー 

 関連会社である㈱アドバリューの決算日

は８月末日であり、持分法適用にあたって

は、平成20年３月１日から、平成21年２月

28日までの12ヶ月の財務諸表を使用してお

ります。 

(1) 持分法適用の関連会社数 １社 

  ㈱アドバリュー 

 関連会社である㈱アドバリューの決算日

は８月末日であり、持分法適用にあたって

は、平成21年３月１日から、平成22年２月

28日までの12ヶ月の財務諸表を使用してお

ります。 

  (2) 持分法を適用していない非連結子会

社及び関連会社の名称 

 ①非連結子会社 

   ㈱ＴＣＭ 

  ②関連会社 

    ㈱アイキ 

    富田鉄工㈱ 

(2) 持分法を適用していない関連会社 

   ㈱アイキ 

   富田鉄工㈱ 

  ㈱ＴＣＭ  

（持分法を適用していない理由） 

 持分法非適用関連会社は、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）等からみて、持分法の対象か

ら除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽

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範囲から除外しており

ます。 

  （持分法を適用していない理由） 

 持分法非適用会社は、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）等からみて、持分法の対象から除い

ても連結財務諸表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

持分法の適用範囲から除外しております。

 なお、㈱ＴＣＭは当連結会計年度に新た

に設立したものであります。 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社のうち海陽岩淵金属製品有限

公司の決算日は、12月31日であります。 

 連結財務諸表の作成にあたっては、同決

算日現在の財務諸表を使用しております。

ただし、１月１日から連結決算日３月31日

までの期間に発生した重要な取引について

は、連結上必要な調整を行っております。

 連結子会社のうち、海陽岩淵金属製品有

限公司の決算日は12月31日であり、従来、

連結財務諸表の作成にあたっては、同決算

日現在の財務諸表を使用し、連結決算日と

の間に生じた重要な取引については、連結

上必要な調整を行っておりましたが、連結

財務情報のより適正な開示を図るため、当

連結会計年度より連結決算日現在で仮決算

を行い連結する方法に変更しております。

 この変更により、平成21年１月１日から

平成21年３月31日までの連結会計期間に係

る利益剰余金が5,479千円増加しておりま

す。 



  

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 

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） 

(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 

商品、製品、仕掛品、原材料 

 総平均法による原価法（貸借対照表

価額については収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法により算定） 

②たな卸資産 

商品、製品、仕掛品、原材料 

同左 

  貯蔵品 

 終仕入原価法（貸借対照表価額に

ついては収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法により算定）  

貯蔵品 

同左 

  （会計方針の変更） 

 当連結会計年度より「棚卸資産の評

価に関する会計基準」（企業会計基準

第９号 平成18年７月５日公表分）を

適用しております。 

 なお、これによる損益に与える影響

はありません。 

――――――― 

  (2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 (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） 

  当社及び国内連結子会社においては定

率法 

   ただし、平成10年４月１日以降取得

した建物（建物附属設備は除く。）につ

いては定額法 

  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 

 ３年～50年 

 機械装置及び運搬具 

 ２年～10年 

  在外連結子会社においては、所在地国

の会計基準の規定に基づく定額法 

 ①有形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  （追加情報） 

  当社及び国内連結子会社は、当連結会

計年度より、機械及び装置の耐用年数に

ついて、法人税法の改正に基づく見直し

を行い、耐用年数を短縮して減価償却費

を算定する方法に変更しております。 

  これにより従来の場合と比較して営業

利益、経常利益及び税金等調整前当期純

利益は、それぞれ16,863千円減少してお

ります。 

――――――― 



  

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無形固定資産（リース資産を除く） 

 定額法 

  ただし、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法 

②無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  ③リース資産 

  リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法  

  なお、リース取引開始日がリース会計

基準適用初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、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計

処理によっております。 

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 

 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備え

るため、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を検討し、回収

不能見込額を計上しております。 

(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、支給見込額に基づき当連結

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役員賞与引当金 

 役員に対して支給する賞与の支出に充

てるため、当連結会計年度における支給

見込額に基づき計上することとしており

ますが、当連結会計年度の計上額はあり

ません。 

③役員賞与引当金 

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及び

年金資産に基づき、当連結会計年度末に

おいて発生していると認められる額を計

上しております。 

なお、数理計算上の差異は、その発生

時に全額費用処理しております。 

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及び

年金資産に基づき、当連結会計年度末に

おいて発生していると認められる額を計

上しております。 

 なお、過去勤務債務及び数理計算上の

差異は、その発生時に全額費用処理して

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。 

  なお、これによる営業利益、経常利益

及び税金等調整前当期純利益に与える影

響はありません。 

  ⑤役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給に備えるた

め、会社規定に基づく当連結会計年度末

における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 



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 

①ヘッジ会計の方法 

 金利スワップについては、ヘッジ会計

の要件を満たしており、さらに想定元

本、利息の受払条件及び契約期間がヘッ

ジ対象となる借入金と同一であるため、

特例処理を採用しております。 

(4）重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

同左 

  ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

 借入金を対象とした金利スワップであ

ります。 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  ③ヘッジ方針 

 金利リスクの低減のため、対象債務の

範囲内でヘッジを行っております。 

③ヘッジ方針 

同左 

  ④ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップについては、特例処理に

よっているため、有効性の評価を省略し

ております。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

  (5）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 

  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。 

(5）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、５年間で均等

償却を行っており、当連結会計年度末にお

いてはすべて償却済であります。 

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、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カ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなります。 

同左 



  

  

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） 

（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おり

ましたが、当連結会計年度より、「リース取引に関する会

計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業

会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び

「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協

会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用

し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

 なお、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開

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、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き

続き採用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

  

    

（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関す

る当面の取扱い） 

――――――― 

 当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における在外

子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告

第18号 平成18年５月17日）を適用しております。 

 なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。

  

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1,420,734千円、159,873千円、200,318千円でありま

す。 

  



  

  

注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成22年３月31日） 

※１．非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとお

りであります。 

※１．関連会社に対するものは次のとおりであります。 

投資有価証券（株式）   千円 410,243 投資有価証券（株式）   千円 399,858

（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） 

※１．一般管理費及び製造費用に含まれる研究開発費 

千円 188,606

※１．一般管理費及び製造費用に含まれる研究開発費 

千円 185,690

――――――― ※２．当連結会計年度の退職給付費用は、期待運用収益及

び数理計算上の差異(収益)が勤務費用及び利息費用を

上回ったため、販売費及び一般管理費区分において

は、△16,436千円として表示しております。 

――――――― ※３．前期損益修正益は、仕入価格修正によるものであり

ます。  

※４．固定資産売却益の内訳 ※４．固定資産売却益の内訳 

機械装置及び運搬具    千円68 機械装置及び運搬具    千円16

※５．固定資産除売却損の内訳 ※５．固定資産除売却損の内訳 

売却損  

機械装置及び運搬具 千円152

その他 千円987

計 千円1,139

除却損  

建物及び構築物 千円637

機械装置及び運搬具 千円1,069

その他 千円235

撤去費用 千円132

計   千円2,073

売却損  

機械装置及び運搬具 千円173

その他 千円7,149

計 千円7,322

除却損  

建物及び構築物 千円481

機械装置及び運搬具 千円1,606

その他 千円726

撤去費用 千円1,363

計   千円4,178



 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．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．普通株式の自己株式の増加 153,685 株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加 153,000 株及び  

     単元未満株式の買取による増加 685 株であります。 

   ２．普通株式の自己株式の減少 320,000 株は、第三者割当による自己株式の処分によるものであります。  

  

２．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当連結会計年度末後となるもの 

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  11,325,000  －  －  11,325,000

合計  11,325,000  －  －  11,325,000

自己株式         

普通株式（注）  327,428  153,685  320,000  161,113

合計  327,428  153,685  320,000  161,113

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  110,047  10 平成20年３月31日 平成20年６月30日

平成20年11月14日 

取締役会 
普通株式  113,240  10 平成20年９月30日 平成20年12月５日

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成21年６月26日 

定時株主総会 
普通株式  111,710 利益剰余金  10 平成21年３月31日 平成21年６月29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．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．普通株式の自己株式の増加 172,500 株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加 172,000 株及び  

     単元未満株式の買取による増加 500 株であります。 

   ２．普通株式の発行済株式及び自己株式の減少325,000株は、取締役会決議による自己株式の消却によるもので 

     あります。  

  

２．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当連結会計年度末後となるもの 

  

  

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式（注）２  11,325,000  －  325,000  11,000,000

合計  11,325,000  －  325,000  11,000,000

自己株式         

普通株式（注）１、２  161,113  172,500  325,000  8,613

合計  161,113  172,500  325,000  8,613

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  111,710  10 平成21年３月31日 平成21年６月29日

平成21年11月16日 

取締役会 
普通株式  109,985  10 平成21年９月30日 平成21年12月７日

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成22年６月29日 

定時株主総会 
普通株式  109,985 利益剰余金  10 平成22年３月31日 平成22年６月30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） 

※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 

（平成21年３月31日現在） （平成22年３月31日現在） 

現金及び預金勘定   千円4,562,936

預入期間が３カ月を超える定期預金 千円△2,150,000

現金及び現金同等物   千円2,412,936

現金及び預金勘定   千円3,887,977

預入期間が３カ月を超える定期預金 千円△2,000,000

現金及び現金同等物   千円1,887,977



  

（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） 

 リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開始前の

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、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。 

 リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開始前の

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、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、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

（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おります。 

  
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) 

その他 
（有形固定資産）  19,860  19,198 662

合計  19,860  19,198 662

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 

  注記対象となるリース契約のリース期間が満了したた

め、該当事項はありません。 

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 

（注）未経過リース料期末残高相当額は、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おります。

１年内 千円662

合計   千円662

２．未経過リース料期末残高相当額等 

  注記対象となるリース契約のリース期間が満了したた

 め、該当事項はありません。 

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 千円10,590

減価償却費相当額   千円10,590

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 千円662

減価償却費相当額   千円662

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 

（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） 

同左 



 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） 

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

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

  

１．金融商品の状況に関する事項 

（１）金融商品に対する取組方針 

   当社グループは、設備投資計画等に基づいて、所要資金を銀行借入により調達しております。なお、デリバテ 

  ィブ取引については、借入金の金利変動リスクを回避するために利用し、投機目的の取引は行わないことにしてお

  ります。 

   余資については、短期の定期預金等で運用しております。 

  

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制 

   営業債権である受取手形及び売掛金は、取引先ごとに、与信管理、回収状況及び残高管理を行い、必要に応じ信

  用状況を把握することとしております。 

   投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場リスクがありますので、定期的に時価評価

  を行っております。 

   営業債務である支払手形及び買掛金は、その全てが５ヶ月以内の支払期日であります。 

   長期借入金は、設備投資に係る資金調達です。変動金利の借入金は、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の

  固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引（金利スワップ取引）をヘッジ手段として利用しておりま

  す。ヘッジの有効性の評価については、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、省略しております。

   営業債務や長期借入金は、資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。 

  

（３）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

   注記事項「デリバティブ取引関係」における契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場

  リスクを示すものではありません。 

  

（金融商品関係）



２．金融商品の時価等に関する事項 

  当連結会計年度末における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。な

 お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注）２参照）。  

  

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

    資 産 

          (1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金 

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており

       ます。  

      (3) 投資有価証券 

             株式の時価は取引所の価格によっております。 

        なお、有価証券はその他有価証券として保有しており、これに関する事項については、注記事項「有価

       証券関係」をご参照下さい。 

  

    負 債 

      (1) 支払手形及び買掛金、 (2) 未払法人税等 

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており

       ます。 

     (3) 長期借入金(１年以内に返済予定のものを含む。) 

        長期借入金の時価は、元利金の合計額を同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価

      値により算定しております。また、変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とされて

      おり（注記事項「デリバティブ取引関係」参照）、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合

      計額を、同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。 

  

    デリバティブ取引 

     注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。  

  

   ２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

     非上場株式（連結貸借対照表計上額435,416千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難 

    と認められることから、「資産(3)投資有価証券」には含めておりません。 

  

  
連結貸借対照表 

計上額（千円） 

時価 

（千円） 

差額 

（千円） 

(1) 現金及び預金 3,887,977 3,887,977 －

(2) 受取手形及び売掛金 3,787,967 3,787,967 －

(3) 投資有価証券 634,422 634,422 －

資産計 8,310,366 8,310,366 －

(1) 支払手形及び買掛金 1,527,522 1,527,522 －

(2) 未払法人税等 309,371 309,371 －

(3) 長期借入金(１年以内に返済予定のも 

  のを含む。) 
960,000 965,031 5,031

負債計 2,796,893 2,801,925 5,031

デリバティブ取引 － － －



   ３．金銭債権の連結決算日後の償還予定額 

  

   ４．長期借入金の連結決算日後の返済予定額 

（※）１年以内に返済予定のものを含む。 

  

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  

２．売却したその他有価証券 

３．時価のない有価証券の内容 

  

４．減損処理を行った有価証券（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

  当連結会計年度において、その他有価証券で時価のない非上場株式について減損処理を行い、投資有価証券評価損 

 7,587千円を計上しております。  

  

  １年以内（千円） 

現金及び預金 3,887,977

受取手形及び売掛金 3,787,967

合  計 7,675,944

  １年以内  

（千円） 

１年超２年以内 

（千円） 

２年超３年以内 

（千円） 

３年超４年以内 

（千円） 

長期借入金(※) 240,000 240,000 240,000 240,000

（有価証券関係）

  種類 

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）

取得原価
（千円） 

連結貸借対
照表計上額 
（千円） 

差額
（千円） 

取得原価 
（千円） 

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 

株式 220,959 384,158 163,199  212,475  431,848 219,373

小計 220,959 384,158 163,199  212,475  431,848 219,373

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの 

株式 270,603 167,238 △103,365  293,309  202,573 △90,736

小計 270,603 167,238 △103,365  293,309  202,573 △90,736

合計 491,562 551,397 59,834  505,784  634,422 128,637

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） 

売却額 
（千円） 

売却益の合計額 
（千円） 

売却損の合計額 
（千円） 

売却額 
（千円） 

売却益の合計額 
（千円） 

売却損の合計額 
（千円） 

 221  18  6  －  －  －

種類 
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）

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円） 

非連結子会社及び関連会社株式  410,243  399,858

その他有価証券     

 非上場株式  43,145  35,557

合計  453,389  435,416



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．取引の状況に関する事項 

  

２．取引の時価等に関する事項 

  

（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） 

(1）取引の内容及び利用目的等 

 デリバティブ取引は、借入金等の将来の金利市場にお

ける利率上昇による変動リスクを回避する目的で利用し

ております。 

なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っ

ております。 

①ヘッジ会計の方法 

 金利スワップについては、ヘッジ会計の要件を満たし

ており、さらに想定元本、利息の受払条件及び契約期間

がヘッジ対象となる借入金と同一であるため、特例処理

を採用しております。 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

 借入金を対象とした金利スワップであります。 

③ヘッジ方針 

 金利リスクの低減のため、対象債務の範囲内でヘッジ

を行っております。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップについては、特例処理によっているた

め、有効性の評価を省略しております。 

(2）取引に対する取組方針 

 デリバティブ取引については主として金利上昇をヘッ

ジするためのものであるため、借入残高の範囲内で行う

こととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わな

い方針であります。 

(3）取引に係るリスクの内容 

 金利スワップについては、市場金利の変動によるリス

クを有しております。デリバティブ取引の契約先はいず

れも信用度の高い国内銀行であるため、相手先の債務不

履行によるいわゆる信用リスクはほとんどないと判断し

ております。 

(4）取引に係るリスク管理体制 

 取引の実行及び管理は経理部が行い、担任役員に報告

し承認を受けております。 

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

 当連結会計年度において実施しているデリバティブ取引

は、特例処理を適用した金利スワップのみであるため、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） 

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 

  該当事項はありません。  

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引 

 金利関連 

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

その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。 

  

ヘッジ会計の方法 取引の種類 主なヘッジ対象 

当連結会計年度(平成22年３月31日) 

契約額等 

（千円）  

うち1年超 

（千円）  

時価 

（千円） 

金利スワップの 

特例処理 

金利スワップ取引 

支払固定・受取変動 
長期借入金 528,000 396,000 (注) 



１．採用している退職給付制度の概要 

 当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を設けて

おります。 

 なお、当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度を設けておりましたが、平

成21年７月１日に確定給付企業年金制度に移行しております。 

  

２．退職給付債務に関する事項 

３．退職給付費用に関する事項 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（退職給付関係）

    （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) 

① 退職給付債務  △1,184,708  △1,228,755

② 年金資産  591,533  752,683

③ 未積立退職給付債務（①＋②）  △593,174  △476,072

④ 会計基準変更時差異の未処理額  －  －

⑤ 未認識数理計算上の差異  －  －

⑥ 未認識過去勤務債務  －  －

⑦ 連結貸借対照表計上額純額（③＋④＋⑤＋⑥）  △593,174  △476,072

⑧ 前払年金費用  －  －

⑨ 退職給付引当金（⑦－⑧）  △593,174  △476,072

    （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)

① 勤務費用  82,230  76,267

② 利息費用  27,587  23,694

③ 期待運用収益  △13,868  △8,873

④ 会計基準変更時差異の費用処理額  －  －

⑤ 数理計算上の差異の費用処理額  219,374  △121,822

⑥ 過去勤務債務の費用処理額  －  816

⑦ 退職給付費用（①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥）  315,322  △29,916

  
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％ ％ 2.0

③ 期待運用収益率 1.5％ ％ 1.5

④ 数理計算上の差異の処理年数 発生時全額費用処理 同左 

⑤ 過去勤務債務の処理年数 － 発生時全額費用処理 

（ストック・オプション等関係）

（企業結合等関係）



  

    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。  

  

（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 

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 

  

  （千円）

繰延税金資産   

貸倒引当金繰入限度超過額  31,744

賞与引当金繰入限度超過額  89,362

役員退職慰労引当金繰入限度超過額  127,349

退職給付引当金繰入限度超過額  239,080

未払事業税  21,623

会員権等評価損  92,114

未実現利益の消去による増加額  2,963

その他  27,752

繰延税金資産合計  631,990

    

    

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金  △24,196

土地圧縮積立金  △26,548

備品圧縮積立金  △2,491

繰延税金負債合計  △53,236

繰延税金資産の純額  578,753

  （千円）

繰延税金資産   

貸倒引当金繰入限度超過額  95,294

賞与引当金繰入限度超過額  87,926

役員退職慰労引当金繰入限度超過額  129,004

退職給付引当金繰入限度超過額  191,958

未払事業税  25,006

会員権等評価損  95,183

未実現利益の消去による増加額  2,671

その他  25,730

繰延税金資産小計  652,776

 評価性引当額  △190,481

繰延税金資産合計  462,295

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金  △52,020

土地圧縮積立金  △26,548

備品圧縮積立金  △2,491

繰延税金負債合計  △81,060

繰延税金資産の純額  381,234

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目

に含まれております。 

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目

に含まれております。 

  （千円）

流動資産－繰延税金資産  130,235

固定資産－繰延税金資産  448,518

  （千円）

流動資産－繰延税金資産  131,178

固定資産－繰延税金資産  250,056

    

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 

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 

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であるた

め注記を省略しております。 

   

  (％)

 法定実効税率 38.27

 (調整)   

交際費等永久に損金に算入されない項目  1.81

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.49

住民税均等割等  0.89

関係会社持分法損益  0.12

試験研究費の特別税額控除等 △1.26

繰延税金資産の評価性引当額  19.02

その他  0.21

税効果会計適用後の法人税等の負担率  58.57

（賃貸等不動産関係）



 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）及び当連結会計年度（自平成21年４月１日 至

平成22年３月31日）において、当社グループは架線及び機器用の支持部品である電気架線金物及びその付随製商

品の製造、仕入、販売を営んでおり、事業区分が単一セグメントのため、事業の種類別セグメントの開示は行っ

ておりません。 

  

 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）及び当連結会計年度（自平成21年４月１日 至

平成22年３月31日）において、本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメント

の資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略してお

ります。 

  

 前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日）及び当連結会計年度（自平成21年４月１日 至

平成22年３月31日）において、海外売上高は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） 

  

（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。 

 なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。  

  

 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との取引 

  連結財務諸表提出会社の非連結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が含まれておらず、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 

  製商品・部品の仕入及び製商品の販売について、価格その他の取引条件は、当社と関連しない他の当事者と同

様の条件によっております。  

  

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高

（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） 

非連結子

会社 
㈱ＴＣＭ 

東京都

大田区 
 50,000

電気通信工

事用資材の

販売 

（所有） 

直接50.00％

当社製商品

の販売 

役員の兼任 

電気架線金

物の販売 
 246,511

受取手形

及び売掛

金 

189,949

関連会社 
㈱アドバ

リュー 

東京都

中央区 
 80,000

電気通信工

事用資材の

販売 

（所有） 

直接32.40％

（被所有） 

直接 0.20％

当社製商品

の販売 

電気架線金

物の販売 
 725,025 売掛金 180,521

関連会社 
富田鉄工

㈱  

千葉県

松戸市 
 40,000

架線金物、

建築金物の

製造・販売 

（所有） 

直接25.00％

（被所有） 

直接 0.03％

製商品・部

品の仕入 

役員の兼任 

金属製品及

び部品の仕

入 

 847,113

支払手形

及び買掛

金  

276,495



 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） 

  

 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との取引 

  連結財務諸表提出会社の非連結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が含まれておらず、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 

  製商品・部品の仕入及び製商品の販売について、価格その他の取引条件は、当社と関連しない他の当事者と同

様の条件によっております。  

  

（注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、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 
（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） 

関連会社 
㈱アドバ

リュー 

東京都

中央区 
 80,000

電気通信工

事用資材の

販売 

（所有） 

直接32.40％

（被所有） 

直接 0.20％

当社製商品

の販売 

電気架線金

物の販売 
 492,244 売掛金 136,160

関連会社 
富田鉄工

㈱  

千葉県

松戸市 
 40,000

架線金物、

建築金物の

製造・販売 

（所有） 

直接25.00％

（被所有） 

直接 0.03％

製商品・部

品の仕入 

役員の兼任 

金属製品及

び部品の仕

入 

 768,694

支払手形

及び買掛

金  

232,415

関連会社 ㈱ＴＣＭ 
東京都

大田区 
 50,000

電気通信工

事用資材の

販売 

（所有） 

直接50.00％

当社製商品

の販売 

役員の兼任 

電気架線金

物の販売 
 505,016

受取手形

及び売掛

金 

230,186

（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   円1,144.98

１株当たり当期純利益金額 円30.46

１株当たり純資産額   円1,178.35

１株当たり当期純利益金額 円37.62

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、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金額につい

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 

(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) 

当期純利益（千円）  340,656  414,931

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（千円）  340,656  414,931

期中平均株式数（千株）  11,182  11,028



（重要な後発事象）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日） 

 当社は、平成20年11月14日開催の取締役会において、会

社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同

法第156条の規定に基づき、経営環境の変化に対応した機

動的な資本政策を行うため、自己株式を取得することを決

議いたしましたが、平成21年４月21日開催の取締役会にお

いて、自己株式の取得状況等を勘案し、取得期間の変更を

行うことを以下のとおり決議いたしました。 

 なお、変更個所については、下線を付しております。 

  

変更内容 

①取得対象株式の種類 

  当社普通株式（変更なし） 

②取得する株式の総数 

  325,000株（上限）（変更なし） 

③株式の取得価額の総額 

  150百万円（上限）（変更なし） 

④自己株式取得の日程 

  （変更前）平成20年11月17日～平成21年５月15日 

  （変更後）平成20年11月17日～平成21年８月14日  

――――――― 



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 4,294,336 3,591,303

受取手形 ※1  1,638,016 ※1  1,921,947

売掛金 ※1  1,905,251 ※1  1,862,932

商品及び製品 1,764,194 1,669,908

仕掛品 92,527 93,650

原材料及び貯蔵品 111,458 109,224

前払費用 7,533 5,958

繰延税金資産 124,405 126,593

短期貸付金 ※1  25,448 ※1  47,457

未収入金 ※1  202,093 ※1  80,473

その他 19,559 893

貸倒引当金 △63,197 △115,516

流動資産合計 10,121,628 9,394,829

固定資産   

有形固定資産   

建物 3,763,739 3,930,736

減価償却累計額 △1,977,815 △2,092,267

建物（純額） 1,785,924 1,838,469

構築物 250,926 278,838

減価償却累計額 △197,253 △208,013

構築物（純額） 53,673 70,825

機械及び装置 2,042,119 2,151,813

減価償却累計額 △1,636,039 △1,721,161

機械及び装置（純額） 406,080 430,652

車両運搬具 155,094 154,834

減価償却累計額 △117,901 △130,182

車両運搬具（純額） 37,192 24,652

工具、器具及び備品 1,563,199 1,597,844

減価償却累計額 △1,449,797 △1,502,550

工具、器具及び備品（純額） 113,401 95,294

土地 2,699,337 2,727,968

リース資産 11,685 110,125

減価償却累計額 △2,381 △15,791

リース資産（純額） 9,303 94,334

建設仮勘定 154,002 28,153

有形固定資産合計 5,258,915 5,310,348

無形固定資産   

借地権 24,535 24,535

ソフトウエア 24,730 35,150

電話加入権 6,945 6,605

公共施設利用権 2,133 1,933

無形固定資産合計 58,344 68,223



（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 594,542 669,979

関係会社株式 542,370 542,370

出資金 3,160 3,160

長期貸付金 ※1  191,088 ※1  308,630

長期前払費用 1,248 1,239

会員権 144,701 139,701

敷金及び保証金 11,284 10,032

繰延税金資産 438,189 239,497

その他 1,204 1,195

貸倒引当金 △15,300 △120,550

投資その他の資産合計 1,912,489 1,795,257

固定資産合計 7,229,749 7,173,829

資産合計 17,351,377 16,568,658

負債の部   

流動負債   

支払手形 ※1  1,083,446 ※1  948,669

買掛金 ※1  680,389 ※1  556,004

1年内返済予定の長期借入金 426,000 240,000

リース債務 2,733 23,406

未払金 262,656 126,074

未払費用 52,546 56,080

未払法人税等 258,833 304,876

未払消費税等 48,977 28,204

前受金 1,602 1,279

預り金 16,112 16,449

賞与引当金 214,039 210,702

設備関係支払手形 52,333 5,392

その他 900 －

流動負債合計 3,100,571 2,517,139

固定負債   

長期借入金 960,000 720,000

リース債務 7,035 75,644

退職給付引当金 585,712 470,769

役員退職慰労引当金 303,154 304,815

受入保証金 124,775 125,675

固定負債合計 1,980,677 1,696,904

負債合計 5,081,249 4,214,043



（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 1,496,950 1,496,950

資本剰余金   

資本準備金 1,210,656 1,210,656

資本剰余金合計 1,210,656 1,210,656

利益剰余金   

利益準備金 379,237 379,237

その他利益剰余金   

備品圧縮積立金 ※3  3,668 ※3  3,668

土地圧縮積立金 ※2  39,100 ※2  39,100

別途積立金 8,650,000 8,750,000

繰越利益剰余金 520,523 399,041

利益剰余金合計 9,592,530 9,571,048

自己株式 △65,645 △656

株主資本合計 12,234,491 12,277,998

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 35,637 76,616

評価・換算差額等合計 35,637 76,616

純資産合計 12,270,128 12,354,614

負債純資産合計 17,351,377 16,568,658



（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 8,852,938 9,267,273

商品売上高 2,067,076 1,632,503

その他の売上高 6,697 6,197

売上高合計 ※1  10,926,712 ※1  10,905,974

売上原価   

製品売上原価   

製品期首たな卸高 896,625 1,233,573

当期製品仕入高 ※1  1,787,647 ※1  1,988,487

当期製品製造原価 ※6  4,732,874 ※6  4,409,620

合計 7,417,148 7,631,681

他勘定振替高 ※4  4,068 ※4  3,584

製品期末たな卸高 1,233,573 1,207,816

製品売上原価 6,179,506 6,420,279

商品売上原価   

商品期首たな卸高 237,251 158,935

当期商品仕入高 ※1  1,685,951 ※1  1,295,106

合計 1,923,202 1,454,041

商品他勘定振替高 ※5  1,251 ※5  1,167

商品期末たな卸高 158,935 127,166

商品売上原価 1,763,016 1,325,707

売上原価合計 7,942,522 7,745,987

売上総利益 2,984,189 3,159,986

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費及び販売促進費 28,474 22,570

荷造運搬費 322,940 325,501

役員報酬 182,040 156,930

賞与引当金繰入額 99,855 104,648

給料及び手当 796,730 808,083

退職給付費用 172,407 ※2  △16,444

役員退職慰労引当金繰入額 48,935 35,501

福利厚生費 150,921 153,978

交際費 45,263 43,929

旅費交通費及び通信費 75,955 66,306

賃借料 57,156 44,695

減価償却費 132,276 136,366

貸倒引当金繰入額 49,494 35,819

その他 ※6  242,930 ※6  246,143

販売費及び一般管理費合計 2,405,382 2,164,029

営業利益 578,806 995,957



（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 15,232 11,407

受取配当金 ※1  28,188 ※1  27,124

受取賃貸料 ※1  17,865 ※1  18,741

その他 5,011 17,294

営業外収益合計 66,297 74,568

営業外費用   

支払利息 7,044 20,249

自己株式取得費用 687 805

貸倒引当金繰入額 － 123,750

その他 8 84

営業外費用合計 7,740 144,889

経常利益 637,363 925,636

特別利益   

前期損益修正益 － ※3  12,828

固定資産売却益 ※7  68 ※7  16

特別利益合計 68 12,845

特別損失   

固定資産除売却損 ※8  3,312 ※8  11,381

投資有価証券評価損 － 7,587

会員権評価損 4,000 3,000

特別損失合計 7,312 21,969

税引前当期純利益 630,120 916,512

法人税、住民税及び事業税 332,700 403,900

法人税等調整額 △70,514 168,679

法人税等合計 262,185 572,579

当期純利益 367,935 343,932



（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 1,496,950 1,496,950

当期末残高 1,496,950 1,496,950

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,210,656 1,210,656

当期末残高 1,210,656 1,210,656

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 379,237 379,237

当期末残高 379,237 379,237

その他利益剰余金   

備品圧縮積立金   

前期末残高 3,668 3,668

当期末残高 3,668 3,668

土地圧縮積立金   

前期末残高 39,100 39,100

当期末残高 39,100 39,100

別途積立金   

前期末残高 8,500,000 8,650,000

当期変動額   

別途積立金の積立 150,000 100,000

当期変動額合計 150,000 100,000

当期末残高 8,650,000 8,750,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 576,581 520,523

当期変動額   

別途積立金の積立 △150,000 △100,000

剰余金の配当 △223,287 △221,695

当期純利益 367,935 343,932

自己株式の処分 △50,706 －

自己株式の消却 － △143,719

当期変動額合計 △56,058 △121,482

当期末残高 520,523 399,041

利益剰余金合計   

前期末残高 9,498,588 9,592,530

当期変動額   

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △223,287 △221,695

当期純利益 367,935 343,932

自己株式の処分 △50,706 －

自己株式の消却 － △143,719

当期変動額合計 93,941 △21,482

当期末残高 9,592,530 9,571,048



（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) 

自己株式   

前期末残高 △205,281 △65,645

当期変動額   

自己株式の取得 △65,310 △78,730

自己株式の処分 204,946 －

自己株式の消却 － 143,719

当期変動額合計 139,635 64,989

当期末残高 △65,645 △656

株主資本合計   

前期末残高 12,000,914 12,234,491

当期変動額   

剰余金の配当 △223,287 △221,695

当期純利益 367,935 343,932

自己株式の取得 △65,310 △78,730

自己株式の処分 154,240 －

自己株式の消却 － －

当期変動額合計 233,576 43,506

当期末残高 12,234,491 12,277,998

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 204,426 35,637

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △168,788 40,979

当期変動額合計 △168,788 40,979

当期末残高 35,637 76,616

純資産合計   

前期末残高 12,205,340 12,270,128

当期変動額   

剰余金の配当 △223,287 △221,695

当期純利益 367,935 343,932

自己株式の取得 △65,310 △78,730

自己株式の処分 154,240 －

自己株式の消却 － －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △168,788 40,979

当期変動額合計 64,787 84,486

当期末残高 12,270,128 12,354,614



  該当事項はありません。 

  

  

継続企業の前提に関する注記

重要な会計方針

項目 
前事業年度 

（自 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）子会社及び関連会社株式 

 移動平均法による原価法 

(1）子会社及び関連会社株式 

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 

商品、製品、仕掛品、原材料 

 総平均法による原価法（貸借対照表価額

については収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法により算定） 

商品、製品、仕掛品、原材料 

同左 

  貯蔵品 

 終仕入原価法（貸借対照表価額につい

ては収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法により算定） 

貯蔵品 

同左 

  （会計方針の変更） 

 当事業年度より「棚卸資産の評価に関す

る会計基準」（企業会計基準第９号 平成

18年７月５日公表分）を適用しておりま

す。 

 なお、これによる損益に与える影響はあ

りません。 

――――――― 

３．固定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 

ただし、平成10年４月１日以降取得し

た建物（建物附属設備は除く。）につい

ては定額法 

なお、主な耐用年数は、以下のとおり

であります。 

 建物 

 ７年～47年 

 機械及び装置 

 ６年～10年 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  （追加情報） 

当事業年度より、機械及び装置の耐用

年数について、法人税法の改正に基づく

見直しを行い、耐用年数を短縮して減価

償却費を算定する方法に変更しておりま

す。 

これにより従来の場合と比較して営業

利益、経常利益及び税引前当期純利益

は、それぞれ16,863千円減少しておりま

す。 

――――――― 



  

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） 

  (2）無形固定資産（リース資産を除く） 

 定額法 

 ただし、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法 

(2）無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  (3) リース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法 

 なお、リース取引開始日がリース会計

基準適用初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、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計

処理によっております。 

(3) リース資産 

同左 

  (4）長期前払費用 

 効果の及ぶ期間に応じて均等償却 

(4）長期前払費用 

同左 

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備え

るため、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を検討し、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 

 従業員に対して支給する賞与の支出に

充てるため、支給見込額に基づき当期負

担額を計上しております。 

(2）賞与引当金 

同左 

  (3）役員賞与引当金 

 役員に対して支給する賞与の支出に充

てるため、当事業年度における支給見込

額に基づき計上することとしております

が、当事業年度の計上額はありません。

(3）役員賞与引当金 

同左 

  (4）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当期

末日における退職給付債務及び年金資産

に基づき、当期末日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。

 なお、数理計算上の差異は、その発生

時に全額費用処理しております。 

(4）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当期

末日における退職給付債務及び年金資産

に基づき、当期末日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。

 なお、過去勤務債務及び数理計算上の

差異は、その発生時に全額費用処理して

おります。 

  ――――――― （会計方針の変更） 

当事業年度より、「「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。 

なお、これによる営業利益、経常利益

及び税引前当期純利益に与える影響はあ

りません。 

  (5）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給に備えるた

め、会社規定に基づく当期末日における

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 



   

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） 

５．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

 金利スワップについては、ヘッジ会計

の要件を満たしており、さらに想定元

本、利息の受払条件及び契約期間がヘッ

ジ対象となる借入金と同一であるため、

特例処理を採用しております。 

(1）ヘッジ会計の方法 

同左 

  (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

 借入金を対象とした金利スワップであ

ります。 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  (3）ヘッジ方針 

 金利リスクの低減のため、対象債務の

範囲内でヘッジを行っております。 

(3）ヘッジ方針 

同左 

  (4）ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップについては、特例処理に

よっているため、有効性の評価を省略し

ております。 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

６．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項

消費税等の会計処理 

 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 



  

  

会計処理方法の変更

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） 

（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おり

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リース会計基準適用初年度開

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、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き

続き採用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

          ――――――― 

 

  

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） 

 「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、前事業年度におい

て、「商品」「製品」「半製品」として掲記されていたも

のは、当事業年度から「商品及び製品」と一括して掲記し

ております。 

 なお、当事業年度に含まれる「商品」「製品」「半製

品」は、それぞれ158,935千円、1,233,573千円、371,686

千円であります。          

          ――――――― 



  

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．関係会社項目 

 関係会社に対する資産及び負債には区分掲記された

もののほか次のものがあります。 

※１．関係会社項目 

 関係会社に対する資産及び負債には区分掲記された

もののほか次のものがあります。 

流動資産   

受取手形 千円 157,302

売掛金 千円 257,955

短期貸付金 千円 25,000

未収入金 千円 118,302

固定資産   

長期貸付金 千円 188,750

流動負債   

支払手形 千円 188,912

買掛金   千円 203,716

流動資産   

受取手形 千円 185,413

売掛金 千円 231,478

短期貸付金 千円 25,000

未収入金 千円 38,965

固定資産   

長期貸付金 千円 163,750

流動負債   

支払手形 千円 175,484

買掛金   千円 171,125

※２．土地圧縮積立金は、土地を譲渡したことにより生じ

た譲渡益相当額を租税特別措置法に基づいて所得控除

を受けるため、利益処分により積立てたものでありま

す。 

※２．土地圧縮積立金は、土地を譲渡したことにより生じ

た譲渡益相当額を租税特別措置法に基づいて所得控除

を受けるため、利益処分により積立てたものでありま

す。 

※３．備品圧縮積立金は、備品を取得したことにより生じ

た保険差益相当額を法人税法に基づいて所得控除を受

けるため、利益処分により積立てたものであります。

※３．備品圧縮積立金は、備品を取得したことにより生じ

た保険差益相当額を法人税法に基づいて所得控除を受

けるため、利益処分により積立てたものであります。



  

（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．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。 

※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。 

売上高 千円 1,110,092

仕入高       千円 2,036,247

受取配当金 千円 8,950

受取賃貸料 千円 11,227

売上高 千円 1,120,937

仕入高       千円 2,028,424

受取配当金 千円 10,937

受取賃貸料 千円 11,255

――――――― ※２．当事業年度の退職給付費用は、期待運用収益及び数

理計算上の差異(収益)が勤務費用及び利息費用を上回

ったため、販売費及び一般管理費区分においては、

△16,444千円として表示しております。 

――――――― ※３．前期損益修正益は、仕入価格修正によるものであり

ます。  

※４．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 ※４．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 

販売費及び一般管理費へ振替    千円 4,068 販売費及び一般管理費へ振替    千円 3,584

※５．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 ※５．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 

販売費及び一般管理費へ振替 千円 1,251 販売費及び一般管理費へ振替 千円 1,167

※６．研究開発費の総額 

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 

千円 188,606

※６．研究開発費の総額 

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 

千円 185,690

※７．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 ※７．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 

車両運搬具 千円 68 車両運搬具 千円 16

※８．固定資産除売却損の内訳は次のとおりであります。 ※８．固定資産除売却損の内訳は次のとおりであります。

売却損   

車両運搬具 千円 152

工具、器具及び備品   千円 1,130

計 千円 1,282

除却損   

建物 千円 598

構築物 千円 38

機械及び装置 千円 574

車両運搬具 千円 477

工具、器具及び備品 千円 208

撤去費用 千円 132

計 千円 2,030

売却損   

車両運搬具 千円 173

工具、器具及び備品   千円 7,148

計 千円 7,321

除却損   

建物 千円 481

機械及び装置 千円 1,475

車両運搬具 千円 67

工具、器具及び備品 千円 671

撤去費用 千円 1,363

計 千円 4,059



 前事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．普通株式の増加153,685株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加153,000株及び単元未満株式の買

     取による増加685株であります。 

      ２．普通株式の減少320,000株は、第三者割当による自己株式の処分によるものであります。 

 当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．普通株式の増加172,500株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加172,000株及び単元未満株式の買

     取による増加500株であります。 

      ２．普通株式の減少325,000株は、取締役会決議による自己株式の消却によるものであります。 

（株主資本等変動計算書関係）

株式の種類 
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

普通株式（注）  320,300  153,685  320,000  153,985

合計  320,300  153,685  320,000  153,985

株式の種類 
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

普通株式（注）  153,985  172,500  325,000  1,485

合計  153,985  172,500  325,000  1,485



  

 前事業年度（平成21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。 

  

 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（貸借対照表計上額 子会社株式390,000千円、関連会社株式152,370千円）は、

市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。 

  

該当事項はありません。 

  

（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） 

 リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開始前の

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、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。 

 リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開始前の

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、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、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

（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おります。 

  
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） 

工具、器具及
び備品 

 19,860  19,198  662

合計  19,860  19,198  662

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 

  注記対象となるリース契約のリース期間が満了したた

め、該当事項はありません。 

  

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 

（注）未経過リース料期末残高相当額は、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おります。

１年内 千円662

合計 千円662

２．未経過リース料期末残高相当額等 

  注記対象となるリース契約のリース期間が満了したた

め、該当事項はありません。  

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 千円10,590

減価償却費相当額 千円10,590

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 千円662

減価償却費相当額 千円662

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 

（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） 

同左 

（有価証券関係）

（企業結合等関係）



  

（税効果会計関係）

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．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 

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 

  （千円）

繰延税金資産   

貸倒引当金繰入限度超過額  31,744

賞与引当金繰入限度超過額  86,557

役員退職慰労引当金繰入限度超過額  122,595

退職給付引当金繰入限度超過額  236,862

未払事業税  21,623

会員権等評価損  92,114

その他  24,333

繰延税金資産合計  615,831

       

       

繰延税金負債      

その他有価証券評価差額金  △24,196

土地圧縮積立金  △26,548

備品圧縮積立金  △2,491

繰延税金負債合計  △53,236

繰延税金資産の純額  562,595

  （千円）

繰延税金資産   

貸倒引当金繰入限度超過額  95,294

賞与引当金繰入限度超過額  85,207

役員退職慰労引当金繰入限度超過額  123,267

退職給付引当金繰入限度超過額  190,379

未払事業税  25,006

会員権等評価損  95,183

その他  23,293

繰延税金資産小計  637,633

 評価性引当額  △190,481

繰延税金資産合計  447,151

繰延税金負債      

その他有価証券評価差額金  △52,020

土地圧縮積立金  △26,548

備品圧縮積立金  △2,491

繰延税金負債合計  △81,060

繰延税金資産の純額  366,091

    

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 

 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であるた

め注記を省略しております。 

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 

  

   (％) 

 法定実効税率  40.44

 (調整)   

交際費等永久に損金に算入されない項目  1.98

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.81

住民税均等割等  0.94

試験研究費の特別税額控除等 △1.38

繰延税金資産の評価性引当額  20.78

その他  0.52

税効果会計適用後の法人税等の負担率  62.47



（注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

  

（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 円1,098.39

１株当たり当期純利益金額 円32.88

１株当たり純資産額 円1,123.30

１株当たり当期純利益金額 円31.17

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、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金額につい

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) 

当期純利益（千円）  367,935  343,932

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（千円）  367,935  343,932

期中平均株式数（千株）  11,189  11,035

（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） 

 当社は、平成20年11月14日開催の取締役会において、会

社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同

法第156条の規定に基づき、経営環境の変化に対応した機

動的な資本政策を行うため、自己株式を取得することを決

議いたしましたが、平成21年４月21日開催の取締役会にお

いて、自己株式の取得状況等を勘案し、取得期間の変更を

行うことを以下のとおり決議いたしました。 

 なお、変更個所については、下線を付しております。 

  

変更内容 

①取得対象株式の種類 

  当社普通株式（変更なし） 

②取得する株式の総数 

  325,000株（上限）（変更なし） 

③株式の取得価額の総額 

  150百万円（上限）（変更なし） 

④自己株式取得の日程 

  （変更前）平成20年11月17日～平成21年５月15日 

  （変更後）平成20年11月17日～平成21年８月14日 

――――――― 



 役員の異動の予定（平成22年６月29日付） 

１．新任監査役候補 

   社外監査役（非常勤） 篠崎 泰之 （現 住友商事株式会社金属事業部門鉄鋼第二本部長付） 

   （注）新任監査役候補者篠崎泰之氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役です。 

  

２．退任予定監査役 

   現 社外監査役（非常勤） 安斎 保則 

６．その他
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