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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 65,097 △28.2 △157 ― 117 ― 395 ―

21年3月期 90,627 △18.2 △990 ― △1,532 ― △4,078 ―

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 5.55 5.30 1.6 0.2 △0.2

21年3月期 △56.55 ― △14.2 △2.1 △1.1

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  672百万円 21年3月期  210百万円

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 63,700 27,031 41.1 367.53
21年3月期 63,302 24,507 37.9 337.27

（参考） 自己資本   22年3月期  26,166百万円 21年3月期  24,015百万円

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 5,988 △3,026 △1,578 7,515
21年3月期 7,731 △5,924 149 6,080

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 ― 3.00 ― 1.00 4.00 289 ― 1.1
22年3月期 ― ― ― 2.00 2.00 142 36.0 0.6

23年3月期 
（予想）

― 4.00 ― 4.00 8.00 31.6

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

36,200 22.0 1,200 ― 1,350 ― 900 ― 12.64

通期 73,000 12.1 2,750 ― 2,920 2,395.7 1,800 355.7 25.28
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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）  有  

（注）詳細は、５ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

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

（注）詳細は、17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、32ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 1社 （社名 TRM LLC ） 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 74,777,392株 21年3月期 74,777,392株

② 期末自己株式数 22年3月期  3,582,285株 21年3月期  3,573,092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 47,431 △28.5 △814 ― △614 ― △391 ―

21年3月期 66,367 △17.5 △1,374 ― △1,718 ― △5,893 ―

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 △5.50 ―

21年3月期 △81.71 ―

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 50,881 23,340 45.6 325.80
21年3月期 51,296 22,294 43.2 311.46

（参考） 自己資本 22年3月期  23,195百万円 21年3月期  22,177百万円

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 

１．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいてお
り、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
なお、平成22年３月期の業績に関しましては、平成22年４月27日において修正いたしました通期業績予想を、平成22年５月17日別途公表しております「通
期業績予想値と決算値の差異に関するお知らせ」により変更しております。 

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

25,000 26.3 600 ― 650 ― 400 ― 5.61

通期 51,000 7.5 1,400 ― 1,530 ― 900 ― 12.64
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(1）経営成績に関する分析 

（１）当期の業績の概況 

① 全般的概況 

 当連結会計年度の経済環境につきましては、国内における民間需要の自律的回復はなお弱いものの、海外経済の

回復や各種政策の効果などから、景気は、期後半にかけて回復しております。 

  このような状況のなか当社グループの国内売上は、前半の苦戦が響き前年度対比で大幅なマイナスとなりまし

た。海外においても、中国での自動車用・建設産業用の熱交換器の増加はありましたが、アジア・欧州で空調用、

北米・欧州で自動車用・建設産業機械用が減少しました。その結果、連結売上高は前年度対比で大幅なマイナスと

なりました。 

  利益面については、期前半の売上の大幅な減少の影響はありましたが、親会社単体・海外子会社ともに固定費削

減・生産性向上等収益改善について一定の成果をあげ、第３四半期以降は黒字化し、通期でも前年比では大幅に改

善しました。 

  この結果、当連結会計年度の売上高は前連結会計年度比25,529百万円減少し、 百万円（前連結会計年度比

28.2%減）、連結営業損益は前連結会計年度比832百万円増加し 百万円、連結経常損益は前連結会計年度比

1,649百万円増加し 百万円、連結当期純損益は前連結会計年度比4,473百万円増加し、 百万円となりました。

② 事業別概況 

＜自動車用熱交換器＞ 

  親会社単体においては、エコカー減税等の政策効果もありましたが、期前半の得意先の在庫調整の影響により、

大幅な減少となりました。海外においては、中国(東洋熱交換器（中山）有限公司)及び欧州（T.RAD Czech 

s.r.o.）において販売は順調ですが、北米(T.RAD North America, Inc.)においてSUV車の不振などにより減少とな

りました。この結果、当該事業の売上高は、前連結会計年度比7,687百万円減少し、35,402百万円（前連結会計年

度比17.8%減）となりました。 

＜建設産業機械用熱交換器＞ 

  親会社単体においては、得意先の在庫調整の遅れが長引き大幅な減少になりました。海外においては、中国では

販売は増加しましたが、北米・欧州では需要の回復が遅く減少しました。この結果、当該事業の売上高は、前連結

会計年度比12,717百万円減少し、16,389百万円（前連結会計年度比43.7%減）となりました。 

＜空調機器用熱交換器＞ 

  親会社単体においては、得意先の国内生産の撤退及び不況により、大幅に減少になりました。海外においては、

欧州・アジアで冷夏の影響、並びに取引先の内製化の進展等により生産は減少となりました。この結果、当該事業

の売上高は、前連結会計年度比3,375百万円減少し、9,455百万円（前連結会計年度比26.3%減）となりました。 

＜その他＞ 

  その他の売上につきましては、前期比1,748百万円減少し、3,851百万円（前連結会計年度比31.2%減）となりま

した。 

  

（２）次期の見通し 

 今後の経済見通しにつきましては、景気は緩やかな回復基調にあるものの、各国の財政赤字の拡大など、経済の

不安定化の要因もあり、本格的な景気回復は暫く時間がかかるものと予想されます。 

 こうした状況のなか、当社の主要取引先である、自動車業界、建設産業機械業界においても、回復は緩やかなも

のとなると思われ、次期の連結売上高につきましては、73,000百万円（前期比10.8％増）を見込んでおります。 

 利益面につきましては、昨年度の緊急収益改善実行計画により改善された損益分岐点を、さらに改善し、高収益

体質への転換をはかってまいります。連結業績見通しにつきましては、営業利益2,750百万円、経常利益2,920百万

円、当期純利益1,800百万円を見込んでおります。 

 また、単体業績の見通しにつきましては、売上高 51,000百万円、営業利益1,400百万円、経常利益1,530百万

円、当期純利益900百万円を見込んでおります。 

   

１．経営成績

65,097

△157

117 395
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(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 百万円で、前連結会計年度末比397百万円増加しました。 

主な増加要因は、来期以降の回収可能性の見直しに基づき計上した繰延税金資産の増加です。 

 負債は36,668百万円となり、前連結会計年度末比2,126百万円減少しました。 

主な減少要因は、設備投資の減少にともなう買入債務の減少です。 

 純資産は 百万円となり、前連結会計年度末比2,523百万円増加しました。 

 （２）キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度比1,435百万円増加し、 百万円となりま

した。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、 百万円の増加となりました。これは、減価償却費の 百万円

と、運転資金の 百万円の減少によりキャッシュフローが増加したことによるものです。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、 百万円の減少となりました。これは、主に有形固定資産の取得

による支出の 百万円によるものです。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、 百万円の減少となりました。これは、主に新株予約権付社債の

発行による収入の 百万円がありましたが、短期借入の 百万円減少のためです。 

   

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

  当社は株主に対する利益還元を 重要政策として位置づけており、企業体質の改善と経営基盤の強化を図りなが 

 ら、株主に対し業績に裏付けられた適正な成果の配分を行います。 

 当期の期末配当金につきましては、業績の回復傾向が顕著であることから、1株あたり２円（前期末配当金比１円

増配）とさせていただきます。なお、中間配当は見送っておりますので、年間配当金も１株あたり２円（前期年間

配当金比２円減配）となります。 

   次期の配当金につきましては、８円（うち第２四半期末（中間）配当４円）とさせていただく予定です。 

  

63,700

27,031

7,515

5,988 4,578

1,819

3,026

3,560

1,578

3,986 5,541
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 １.事業の内容 

  当社の企業集団は、当社及び子会社12社、関連会社５社より構成されており、各種熱交換器の製造・販売を主な事業

としているほか、これらに附帯するサービス業務等を営んでおります。 

事業の内容と当社及び子会社、関連会社の当該事業における位置付け等は次のとおりであります。 

  

［事業系統図］ 

以上の企業集団の状況について事業系統図を示すと、次のとおりであります。 

  

 
  

２．企業集団の状況

事業区分 売上区分 主要な会社 

 熱交換器事業  ラジエーター、  国内  当社、アスニ㈱ 

   オイルクーラー、    ベーア東洋エンジンクーリングシステムズ㈱（計3社） 

   インタークーラー、     

   ＥＧＲクーラー、  海外  T.RAD North America, Inc. 

   エバポレーター、    T.RAD (THAILAND) Co., Ltd. 

   コンデンサー    T.RAD ITALIA S.p.A. 

   その他    東洋熱交換器（中山）有限公司 

       T.RAD Czech s.r.o. 

       PT.T.RAD INDONESIA 

       TRM Corporation B.V. 

       TRM LLC 

       TORC Co., Ltd. 

       青島東洋汽車散熱器有限公司 

       TATA TOYO RADIATOR Ltd. 

       青島東洋散熱器有限公司 

       その他非連結子会社１社（計１３社） 

        

 その他事業  物流業務、保険代理店等  国内  東和運輸㈱、東和興産㈱（計２社） 
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２．関係会社の状況 

（注） 

１ 「議決権の所有割合」欄の（内書）は間接所有であります。 

２ T.RAD North America, Inc.、T.RAD (THAILAND) Co.,Ltd.、T.Rad ITALIA S.p.A.、東洋熱交換器（中山）有限公司、

   T.RAD Czech s.r.o.、TRM Corporation B.V. 、TRM LLCは特定子会社であります。 

３ 上記連結子会社11社及び関連会社5社は、有価証券届出書及び有価証券報告書を提出しておりません。 

４ 売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が、10％を超えておりますが、当該連結子 

   会社の売上高は、所在地別セグメントの「北米」地区における売上高の100 分の90 を超えておりますので、主要な 

   損益情報等の記載を省略しております。 

５ TRM Corporation B.V. はロシアにおける熱交換器の製造・販売会社の持株会社であります。 

名称 住所 

資本金又は

主要な事業の内容 

議決権の 

関係内容 出資金 所有割合 

（千円） （％） 

（連結子会社） 
          

          

 T.RAD North  米国        営業上の取引 

 America,Inc.  ケンタッキー州  千米ドル  熱交換器の製造・販売 100.0 製品の販売及び仕入 

（注２，４）  ホプキンスビル市 37,550     役員の兼任あり 

 東和運輸㈱  愛知県知多郡 30,000 貨物自動車運送 100.0 営業上の取引 

   東浦町        製品の輸送他 

 T.RAD(THAILAND)  タイ  千THB  熱交換器及び配管部品の 100.0 営業上の取引 

 Co., Ltd.（注２）  チャチェンサオ 390,500 製造・販売     

 アスニ㈱  神奈川県伊勢原市 15,325 熱交換器の販売 100.0 営業上の取引 

        (50.0)  

 東和興産㈱  愛知県名古屋市 334,720 不動産管理業等 100.0 営業上の取引 

   南区     （7.3） 役員の兼任あり 

 T.RAD ITALIA S.p.A.  イタリアトリノ市  千EUR  熱交換器の製造・販売 100.0 営業上の取引 

 (注２）   4,500      

 東洋熱交換器（中山）  中国広東省中山市  千元  熱交換器の製造・販売 90.0 営業上の取引 

 有限公司（注２）   107,601     役員の兼任あり 

 T.RAD Czech s.r.o.  チェコ  千CZK  熱交換器の製造・販売 90.0 営業上の取引 

（注２）  ウンホスト市 250,000     役員の兼任あり 

 PT.T.RAD INDONESIA  インドネシア  千米ドル  熱交換器の製造・販売 50.0 営業上の取引 

   ジャワ島ブカシ市 2,400     役員の兼任あり 

 TRM Corporation B.V.  オランダ  千EUR  熱交換器の製造・販売 75.00 営業上の取引 

   アムステルダム 9,318     役員の兼任あり 

 TRM LLC  ロシア  千RUR  熱交換器の製造・販売 75.00 営業上の取引 

   ニジニノヴゴロド 299,477      

（持分法適用関連会社） 
          

          

 TORC Co., Ltd.  タイ  千THB  熱交換器の製造・販売 45.0 営業上の取引 

   チャチェンサオ 60,000     役員の兼任あり 

 青島東洋汽車散熱器  中国青島市  千元  熱交換器の製造・販売 39.0 営業上の取引 

 有限公司   45,292     役員の兼任あり 

 TATA TOYO RADIATOR  インドプネ市  千INR  熱交換器の製造・販売 40.2 営業上の取引 

 Ltd.   320,000      

 青島東洋熱交換器  中国青島市  千元  熱交換器の製造・販売 39.0 営業上の取引 

有限公司   40,856     役員の兼任あり 

 ベーア東洋エンジン  東京都品川区 30,000 熱交換器の製造・販売 50.0 営業上の取引 

 クーリングシステムズ㈱          役員の兼任あり 
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(1）会社の経営の基本方針 

 当社は「すぐれた商品を供給し、社会の進歩に貢献する」及び「会社の永続的な発展と、株主・取引先・従業員・

地域社会の幸福を追求する」を経営の基本理念としております。 

更に、グローバル化する競争に打ち勝つ為、魅力的な商品開発と、顧客満足度の高い品質を確保しつつ生産の効率向

上を進め業績の向上を目指しております。 

(2）目標とする経営指標 

 会社規模を表す売上高のほか、収益力を表す売上高経常利益率、資本効率を表す株主資本利益率（ROE）を重視

し、これらの指標の向上を目指すとともに、経営体質の強化に取り組んでおります。 

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 当社グループは、平成21年４月から、第９次中期経営計画「T.RAD-9」に取り組むべきところでしたが、景気の

不透明感から、「T.RAD-9」の取り組みを１年先送りし、平成21年度は収益改善を 優先に、緊急収益改善策を主

軸とした、「顧客満足度の向上」、「収益力の向上」、「グローバル企業としての体質強化」の３つの重点施策に

取り組んで参りました。平成22年4月からは、第９次中期経営計画「T.RAD-9」の基本戦略として、「高収益体質へ

の転換」（生き残りの原資）「ビジネス拡大に向けた商品戦略と技術戦略の推進」（成長の原資）を掲げ、全社で

展開しております。 

(4)会社の対処すべき課題 

①高収益体質への転換（生き残りの原資） 

 平成21年度は大幅な売上高減少に対応できるように、変動費、固定費の圧縮を狙いとした緊急収益改善を実施い

たしました。平成22年度からは、低成長時代を生き抜き、会社と従業員を守り抜くための体質転換を図ることを主

目的とし、平成19年度比６割操業でも十分な利益を出せる体質への転換を目標として取り組んでおります。この目

標達成に向けて、「あるべき生産工場への挑戦」、「ダントツ品質ラインの構築」、「原価の見える化」、「間接

業務効率２倍化」の４つの重点施策に4年間で取り組んでいきます。 具体的には平成22年度では、「あるべき工

程」をキーワードとした「ゼロベースからの安全と品質の確保」、「直間業務効率」をキーワードとした「損益分

岐点の改善、高収益体質への転換」、「業務の見える化」をキーワードとした「仕組み改革による人材育成と体質

改革」を積極的に推進し、開発段階からの品質向上への仕組み造り、ムダコストの排除、間接部門の生産性改革、

間接業務の見える化による効率・精度改善などに取り組むことにより「T.RAD-9」の達成に向けた基礎を固めて参

ります。 

②ビジネス拡大に向けた商品戦略と技術戦略の推進（成長の原資） 

 新規ビジネスの獲得による会社の永続的な発展を図ることを主目的とし、環境貢献商品の拡大を目標として取り

組んでおります。商品戦略として、「環境ビジネスへの参入と拡大」、「海外市場に対応した商品開発による海外

受注拡大」への取組みを実施すると共に、技術戦略として、「システム/要素部品メーカーとの共同開発による熱

交システム化技術を確立」、「コア技術の戦略的投入」、「解析技術構築による設計品質の向上」の重点施策に取

り組んでいきます。具体的には平成22年度では、「環境商品拡大」をキーワードとした「商品戦略・技術戦略の推

進」を行い、既存商品のレベルアップとコストダウンを進めると共に次期中期経営計画「T.RAD-10」に向けた成長

商品の開発を行って参ります。 

    

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：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 6,207 5,693

受取手形及び売掛金 16,799 16,643

有価証券 1,349 1,885

商品及び製品 1,291 1,228

仕掛品 436 441

原材料及び貯蔵品 3,555 2,784

繰延税金資産 17 1,055

その他 1,328 1,823

貸倒引当金 △46 △35

流動資産合計 30,939 31,522

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 14,169 14,959

減価償却累計額 △8,465 △9,096

建物及び構築物（純額） 5,704 5,863

機械装置及び運搬具 28,449 30,157

減価償却累計額 △18,991 △20,084

機械装置及び運搬具（純額） 9,458 10,072

土地 2,070 2,120

リース資産 1,620 1,813

減価償却累計額 △324 △667

リース資産（純額） 1,295 1,145

建設仮勘定 2,931 1,113

その他 19,343 19,797

減価償却累計額 △17,122 △18,226

その他（純額） 2,220 1,571

有形固定資産合計 23,680 21,886

無形固定資産   

のれん － 21

リース資産 1 0

その他 358 529

無形固定資産合計 359 552

投資その他の資産   

投資有価証券 6,997 8,605

長期貸付金 1 6

繰延税金資産 14 16

その他 1,331 1,153

貸倒引当金 △23 △43

投資その他の資産合計 8,321 9,738

固定資産合計 32,362 32,177

資産合計 63,302 63,700
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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   

支払手形及び買掛金 9,408 10,268

短期借入金 17,511 12,270

リース債務 516 491

未払法人税等 107 92

未払費用 1,378 1,522

賞与引当金 666 858

役員賞与引当金 － 1

製品保証引当金 174 84

設備関係支払手形 560 128

繰延税金負債 23 5

その他 2,661 977

流動負債合計 33,010 26,701

固定負債   

新株予約権付社債 － 4,053

長期借入金 1,918 2,041

リース債務 1,956 1,670

繰延税金負債 1,237 1,580

退職給付引当金 372 364

役員退職慰労引当金 8 6

負ののれん 43 －

その他 246 249

固定負債合計 5,783 9,967

負債合計 38,794 36,668

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,245 7,245

資本剰余金 6,077 6,077

利益剰余金 14,850 15,174

自己株式 △1,118 △1,120

株主資本合計 27,054 27,376

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,238 178

繰延ヘッジ損益 △75 △8

為替換算調整勘定 △1,725 △1,380

評価・換算差額等合計 △3,039 △1,209

新株予約権 117 144

少数株主持分 375 720

純資産合計 24,507 27,031

負債純資産合計 63,302 63,700
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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 90,627 65,097

売上原価 85,163 59,796

売上総利益 5,463 5,301

販売費及び一般管理費   

荷造及び発送費 1,244 907

製品保証引当金繰入額 43 30

役員報酬 217 199

給料及び手当 1,234 1,076

賞与引当金繰入額 86 243

役員賞与引当金繰入額 － 1

退職給付引当金繰入額 73 115

役員退職慰労引当金繰入額 2 2

福利厚生費 818 573

減価償却費 132 152

賃借料 230 204

旅費交通費及び通信費 396 307

研究開発費 1,044 934

交際費 54 47

貸倒引当金繰入額 0 2

のれん償却額 56 1

雑費 817 658

販売費及び一般管理費合計 6,453 5,458

営業利益又は営業損失（△） △990 △157

営業外収益   

受取利息 62 53

受取配当金 175 102

持分法による投資利益 210 672

為替差益 － 115

デリバティブ評価益 － 93

その他 205 256

営業外収益合計 652 1,294

営業外費用   

支払利息 432 326

社債利息 － 53

為替差損 29 －

投資有価証券売却損 － 111

投資有価証券評価損 245 270

匿名組合投資損失 － 215

デリバティブ評価損 331 －

その他 157 41

営業外費用合計 1,195 1,019

経常利益又は経常損失（△） △1,532 117
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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) 

特別利益   

前期損益修正益 27 －

固定資産売却益 67 96

抱合せ株式消滅差益 2 －

持分変動利益 － 36

特別利益合計 96 132

特別損失   

固定資産除却損 278 75

投資有価証券評価損 593 －

固定資産売却損 71 1

減損損失 155 99

特別退職金 50 69

その他 － 4

特別損失合計 1,147 250

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△2,583 △0

法人税、住民税及び事業税 310 362

法人税等調整額 1,161 △831

法人税等合計 1,471 △468

少数株主利益 23 72

当期純利益又は当期純損失（△） △4,078 395
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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 7,245 7,245

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 7,245 7,245

資本剰余金   

前期末残高 6,075 6,077

当期変動額   

自己株式の処分 1 －

当期変動額合計 1 －

当期末残高 6,077 6,077

利益剰余金   

前期末残高 19,510 14,850

当期変動額   

剰余金の配当 △582 △71

当期純利益又は当期純損失（△） △4,078 395

当期変動額合計 △4,660 323

当期末残高 14,850 15,174

自己株式   

前期末残高 △828 △1,118

当期変動額   

自己株式の取得 △308 △1

自己株式の処分 18 －

当期変動額合計 △290 △1

当期末残高 △1,118 △1,120

株主資本合計   

前期末残高 32,004 27,054

当期変動額   

剰余金の配当 △582 △71

当期純利益又は当期純損失（△） △4,078 395

自己株式の取得 △308 △1

自己株式の処分 19 －

当期変動額合計 △4,949 322

当期末残高 27,054 27,376
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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 949 △1,238

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,187 1,417

当期変動額合計 △2,187 1,417

当期末残高 △1,238 178

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △106 △75

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 31 66

当期変動額合計 31 66

当期末残高 △75 △8

為替換算調整勘定   

前期末残高 703 △1,725

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,428 345

当期変動額合計 △2,428 345

当期末残高 △1,725 △1,380

評価・換算差額等合計   

前期末残高 1,545 △3,039

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,584 1,829

当期変動額合計 △4,584 1,829

当期末残高 △3,039 △1,209

新株予約権   

前期末残高 63 117

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 53 27

当期変動額合計 53 27

当期末残高 117 144

少数株主持分   

前期末残高 385 375

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10 344

当期変動額合計 △10 344

当期末残高 375 720
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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) 

純資産合計   

前期末残高 34,000 24,507

当期変動額   

剰余金の配当 △582 △71

当期純利益又は当期純損失（△） △4,078 395

自己株式の取得 △308 △1

自己株式の処分 19 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,541 2,201

当期変動額合計 △9,492 2,523

当期末残高 24,507 27,031
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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（△）

△2,583 △0

減価償却費 4,708 4,578

減損損失 155 99

のれん償却額 56 1

負ののれん償却額 △3 △3

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △3 △2

退職給付引当金の増減額（△は減少） △145 △14

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3 8

賞与引当金の増減額（△は減少） △596 191

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △60 1

製品保証引当金の増減額（△は減少） △26 △93

受取利息及び受取配当金 △226 △151

支払利息 432 379

為替差損益（△は益） － 10

持分法による投資損益（△は益） △210 △672

有形固定資産除却損 276 75

売上債権の増減額（△は増加） 9,972 260

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,732 948

仕入債務の増減額（△は減少） △6,363 610

有価証券売却損益（△は益） 67 68

投資有価証券評価損益（△は益） 701 270

デリバティブ評価損益（△は益） － △93

匿名組合投資損益（△は益） － 215

固定資産売却損益（△は益） 5 △95

その他の流動資産の増減額（△は増加） 1,500 △518

その他の流動負債の増減額（△は減少） △777 126

その他 345 29

小計 8,955 6,233

利息及び配当金の受取額 350 472

利息の支払額 △421 △334

法人税等の支払額 △1,152 △382

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,731 5,988
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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) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 315 109

定期預金の預入による支出 △13 △34

有価証券の取得による支出 △92 △2,195

有価証券の売却による収入 206 2,424

有形固定資産の取得による支出 △6,151 △3,560

有形固定資産の売却による収入 179 313

無形固定資産の取得による支出 △75 △50

投資有価証券の取得による支出 △605 △1,510

投資有価証券の売却による収入 319 1,483

貸付けによる支出 － △11

貸付金の回収による収入 0 5

その他 △7 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,924 △3,026

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 5,136 △5,541

長期借入れによる収入 520 574

長期借入金の返済による支出 △221 △329

少数株主からの払込みによる収入 49 310

社債の発行による収入 － 3,986

社債の償還による支出 △4,000 －

自己株式の取得による支出 △308 △1

自己株式の売却による収入 19 －

配当金の支払額 △582 －

少数株主への配当金の支払額 △2 △88

その他 △460 △489

財務活動によるキャッシュ・フロー 149 △1,578

現金及び現金同等物に係る換算差額 △552 77

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,404 1,461

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の
増加額 14 －

現金及び現金同等物の期首残高 4,661 6,080

現金及び現金同等物の期末残高 6,080 7,515
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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） 

    該当事項はありません。 

   当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

    該当事項はありません。 

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

  

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 (イ)連結子会社の数 10社 

連結子会社の名称 

「企業集団の状況」に記載している

ため省略しております。 

 なお、PT.T.RAD INDONESIA、 

TRM Corporation B.V.の２社は、当

連結会計年度において新たに設立し

たため、連結の範囲に含めておりま

す。  

(イ)連結子会社の数 11社 

連結子会社の名称 

「企業集団の状況」に記載している

ため省略しております。 

 なお、TRM LLCは、 

TRM Corporation B.V.より新たに出

資を行ったため、当連結会計年度に

おいて連結の範囲に含めておりま

す。  

  (ロ)非連結子会社名 

Toyo-Behr Japanese Components  

GmbH 

(ロ)非連結子会社名 

Toyo-Behr Japanese Components  

GmbH 

  （連結の範囲から除いた理由） 

当該非連結子会社１社は、小規模会

社であり、総資産、売上高、当期純

損益及び利益剰余金（持分に見合う

額）等は、いずれも連結財務諸表に

重要な影響を及ぼしていないためで

あります。 

（連結の範囲から除いた理由） 

当該非連結子会社１社は、小規模会

社であり、総資産、売上高、当期純

損益及び利益剰余金（持分に見合う

額）等は、いずれも連結財務諸表に

重要な影響を及ぼしていないためで

あります。 

２ 持分法の適用に関する事項 (イ)持分法適用の関連会社数 ６社 

TORC Co.,Ltd. 

青島東洋汽車散熱器有限公司 

TATA TOYO RADIATOR Ltd. 

東升熱交換器工業(股) 

ベーア東洋エンジンクーリングシス

テムズ㈱ 

青島東洋熱交換器有限公司 

(イ)持分法適用の関連会社数 ５社 

TORC Co.,Ltd. 

青島東洋汽車散熱器有限公司 

TATA TOYO RADIATOR Ltd. 

ベーア東洋エンジンクーリングシス

テムズ㈱ 

青島東洋熱交換器有限公司 

    

  

   なお、関連会社であった東升熱交

換器工業（股）は、当連結会計年度

において、株式の売却により関連会

社でなくなったため、持分法の適用

範囲より除外しております。 

  (ロ)持分法を適用していない非連結子会

社の名称 

Toyo-Behr Japanese Components  

GmbH 

(ロ)持分法を適用していない非連結子会

社の名称 

Toyo-Behr Japanese Components  

GmbH 

  （持分法を適用しない理由） 

当該持分法非適用会社１社は、当期

純損益及び利益剰余金（持分に見合

う額）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。 

（持分法を適用しない理由） 

当該持分法非適用会社１社は、当期

純損益及び利益剰余金（持分に見合

う額）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。 

  (ハ)持分法の適用会社のうち、決算日が

連結決算日と異なる会社について

は、各社の事業年度にかかわる財務

諸表を使用しております。 

(ハ)       同左 
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前連結会計年度 

自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日 

当連結会計年度 

自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日 

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、

T.RAD North America,Inc.、

T.RAD ITALIA S.p.A.、T.RAD 

(THAILAND)Co.,Ltd.、東洋熱交換器（中

山）有限公司、T.RAD Czech s.r.o.、

PT. T.RAD INDONESIA、

TRM Corporation B.V.、 

東和運輸㈱、アスニ㈱及び東和興産㈱の

決算日は12月31日であり、連結財務諸表

の作成にあたっては同日現在の財務諸表

を使用しております。ただし、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

す。 

連結子会社のうち、

T.RAD North America,Inc.、

T.RAD ITALIA S.p.A.、T.RAD 

(THAILAND)Co.,Ltd.、東洋熱交換器（中

山）有限公司、T.RAD Czech s.r.o.、

PT. T.RAD INDONESIA、

TRM Corporation B.V.、TRM LLC、 

東和運輸㈱、アスニ㈱及び東和興産㈱の

決算日は12月31日であり、連結財務諸表

の作成にあたっては同日現在の財務諸表

を使用しております。ただし、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

す。 

４ 会計処理基準に関する事項 (イ)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 

…決算期末日の市場価格等 

に基づく時価法（評価差額

は、全部純資産直入法により

処理し、売却原価は総平均法

により算定）ただし、区分処

理できないデリバティブ組入

債券については時価法（売却

原価は総平均法により算定） 

(イ)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 

…総平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

  (2）たな卸資産 

…主として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）により又、在外連結子

会社は主として先入先出法によ

る低価法によっております。 

  

（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。 

   これにより営業損失は267百万円

増加、経常損失及び税金等調整前

当期純損失はそれぞれ268百万円増

加しております。 

なお、セグメント情報に与える

影響は、当該箇所に記載しており

ます。 

(2）たな卸資産 

 …主として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）により又、在外連結

子会社は主として先入先出法に

よる低価法によっております。
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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 

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 

  (ロ)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） 

主として定率法によっております。

なお、主な耐用年数については次 

の通りであります。 

 建物及び構築物   ３～60年 

 機械装置及び運搬具 ３～17年 

また、取得価額10万円以上20万円 

未満の少額減価償却資産について 

は、法人税法の規定に基づき３年 

間で均等償却する方法を採用して 

おります。 

在外連結子会社は主として定額法 

によっております。 

(ロ)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） 

主として定率法によっております。

なお、主な耐用年数については次 

の通りであります。 

 建物及び構築物   ３～60年 

 機械装置及び運搬具 ３～17年 

また、取得価額10万円以上20万円 

未満の少額減価償却資産について 

は、法人税法の規定に基づき３年 

間で均等償却する方法を採用して 

おります。 

在外連結子会社は主として定額法 

によっております。 

    （追加情報）  

 機械装置については、法人税法

の改正により法定の耐用年数は変

更されましたが、合理的な経済的

耐用年数を再検討した結果、従来

の耐用年数を引き続き適用してお

ります。 

  

  (2）無形固定資産 

  （リース資産を除く） 

当社及び連結子会社は定額法を採

用しております。なお、ソフトウ

エア（自社利用分）については、

社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法によっており

ます。 

(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て、残

存価額を零とする定額法を採用し

ております。 

(3）リース資産 

              同左 
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前連結会計年度 

自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日 

当連結会計年度 

自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日 

  (ハ)引当金の計上基準 

（1）貸倒引当金 

売掛債権及びその他の債権につい

て貸倒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検

討し、回収不能見込額を計上して

おります。 

(ハ)引当金の計上基準 

（1）貸倒引当金 

同左 

  （2）賞与引当金 

従業員賞与に充てるため、支給見

込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に備え

て、支給見込額のうち、当連結会

計年度に負担すべき額を計上して

おります。 

（3）役員賞与引当金 

同左 

  （4）製品保証引当金 

製品のアフターサービスに対する

支出に備えるため、過去の実績を

基礎にして発生見込額を計上して

おります。 

（4）製品保証引当金 

同左 

  （5）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、

当期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、当期

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。 

過去勤務債務については、その発

生時の従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（15年）による

按分額を費用処理しております。 

数理計算上の差異は、発生時の平

均残存勤務期間以内の一定の年数

（15年）による定額法により、発

生年度の翌期から費用処理するこ

ととしております。 

（5）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、

当期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、当期

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。 

過去勤務債務については、その発

生時の従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（15年）による

按分額を費用処理しております。 

数理計算上の差異は、発生時の平

均残存勤務期間以内の一定の年数

（15年）による定額法により、発

生年度の翌期から費用処理するこ

ととしております。 

  

        （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

常利益および税金等調整前当期純

利益に与える影響はありません。 

  

  （6）役員退職慰労引当金 

一部の連結子会社は、取締役の退

職慰労金の支出に備えて、主とし

て内規に基づく期末要支給額を残

高基準として計上しております。 

（6）役員退職慰労引当金 

同左 
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前連結会計年度 

自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日 

当連結会計年度 

自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日 

  (ニ)重要なヘッジ会計の方法 

(1）ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理により会計処理を

行っております。なお、為替予約

の付されている外貨建金銭債権に

ついては振当処理を行っておりま

す。 

(ニ)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 

ヘッジ手段  為替予約 

ヘッジ対象  外貨建売掛金 
  

ヘッジ手段  商品スワップ取引 

ヘッジ対象  材料購入代金 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左  

  (3）ヘッジ方針 

主として親会社は、外貨建取引の

為替相場の変動リスクを軽減する

目的で為替予約取引を行っており

ます。 

また、材料の相場の変動によるリ

スクを軽減するため、商品スワッ

プ取引を行っております。 

(3）ヘッジ方針 

同左 

  

  (4）ヘッジの有効性評価の方法 

為替予約取引について、通貨種

別・期日・金額の同一性を確認す

ることにより、行っております。

また、商品スワップ取引について

は、ヘッジ手段とヘッジ対象の対

応関係を確認することにより行っ

ています。 

(4）ヘッジの有効性評価の方法 

同左 

  (ホ)その他連結財務諸表作成のための重

要な事項 

(1）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。 

(ホ)その他連結財務諸表作成のための重

要な事項 

(1）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方法

は、全面時価評価法によっております。 

同左 

６ のれん及び負ののれんの償

却に関する事項 

 のれん及び負ののれんの償却について

は、10年間または20年間の定額法により

償却を行っております。 

同左 

７ 連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

連結キャッシュ・フロー計算書における

資金（現金及び現金同等物）は、手許現

金、随時引き出し可能な預金及び容易に

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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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。 

  これにより、営業損失、経常損失及び税金等調整前当 

期純損失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、連結決算上必要な

修正を行っております。  

 これにより、当連結会計年度の営業損失は28百万円減

少、経常損失及び税金等調整前当期純損失はそれぞれ24

百万円減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記

載しております。  

            － 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            － 
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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制 

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2,178百万円、1,052百万円、4,715百万円であり 

ます。 

  

（連結損益計算書） 

  デリバティブ取引における評価損は、前連結会計年度

まで営業外費用の「投資有価証券評価損」として掲記し

ておりましたが、より適切に取引実態を表すため、当連

結会計年度より「デリバティブ評価損」として掲記して

おります。 

  なお、前連結会計年度の「投資有価証券評価損」に含

まれるデリバティブ取引における評価損は347百万円であ

ります。 

  

（連結キャッシュフロー計算書） 

 財務活動によるキャッシュ・フローの「短期借入金の

純増減額」は、前連結会計年度は「短期借入れによる収

入」および「短期借入金の返済による支出」として両建

表示しておりましたが、当連結会計年度より「短期借入

金の純増減額」として表示しております。 

  

            － 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            － 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            － 
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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 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。 

投資有価証券 1,050百万円 

投資その他の資産 

（その他）（出資金） 
825百万円 

投資有価証券 1,704百万円 

投資その他の資産 

（その他）（出資金） 
545百万円 

※２ 担保資産 

担保に供している資産は次のとおりであります。 

※２ 担保資産 

担保に供している資産は次のとおりであります。 

現金及び預金 8百万円 

建物及び構築物 166百万円 

土地 45百万円 

投資有価証券 811百万円 

現金及び預金 9百万円 

建物及び構築物 153百万円 

土地 46百万円 

投資有価証券 973百万円 

上記に対応する債務 上記に対応する債務 

未払費用 5百万円 

長期借入金 574百万円 

未払費用 5百万円 

長期借入金 508百万円 

 ３ 偶発債務  ３ 偶発債務 

① 従業員の金融機関からの住宅資金借入に対する債

務保証額は0百万円であります。 

② 関連会社の金融機関からの借入に対する債務保証

額 

青島東洋熱交換器有限公司 201百万円 

（中国元  千元） 14,000    

① 従業員の金融機関からの住宅資金借入に対する債

務保証額は 百万円であります。 

② 関連会社の金融機関からの借入に対する債務保証

額 

0

青島東洋熱交換器有限公司 190百万円 

（中国元  千元） 14,000    

※４ 手形割引及び裏書譲渡は、次のとおりであります。 ※４ 手形割引及び裏書譲渡は、次のとおりであります。

受取手形割引高 －百万円 

受取手形裏書譲渡高 24百万円 

受取手形割引高 －百万円 

受取手形裏書譲渡高 20百万円 
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日 

当連結会計年度 
自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日 

※１ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

は、2,490百万円であります。 

※１ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

は、 百万円であります。 934

※２ 固定資産売却益は、主として機械装置(9百万円)、

工具(55百万円)の売却によるものであります。 

※２ 固定資産売却益は、主として機械装置( 百万円)、

の売却によるものであります。 

87

※３ 固定資産除却損は、主として機械装置(120百万円)

の除却によるものであります。 

※３ 固定資産除却損は、主として機械装置( 百万円)、

工具( 百万円)の除却によるものであります。 

57

7

※４ 固定資産売却損は、主として工具(69百万円)の売却

によるものであります。 

※４ 固定資産売却損は、主として機械装置( 百万円)、 

   の売却によるものであります。 

1

※５ 減損損失 

    当連結会計年度において、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いたしまし

た。 

    資産のグルーピングに関しては、会社別・事業 

別など管理会計上の区分を考慮して決定しており 

ます。 

  当該グルーピングに基づき、減損会計の手続き 

を行なった結果、上記ののれんについて、取得時 

に検討した事業計画において当初想定した収益が 

見込めなくなったため、帳簿価格を回収可能額ま 

で減額し、当該減少額を減損損失として特別損失 

に計上いたしました。 

  

 場所  用途 種類 

減損損失 

金額 

（百万円）

イタリア トリノ市 

 T.RAD ITALIA  

 S.p.A. 

熱交換器 

製造販売 

事業 

のれん 155 

※５ 減損損失 

    当連結会計年度において、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いたしまし

た。 

    資産のグルーピングに関しては、会社別・事業 

別など管理会計上の区分を考慮して決定しており 

ます。 

  当該グルーピングに基づき、減損会計の手続き 

を行なった結果、取得時に検討した事業計画におい

て当初想定した収益が見込めなくなったため、帳簿

価格を回収可能額まで減額し、当該減少額を減損損

失として特別損失に計上いたしました。 

 場所  用途 種類 

減損損失 

金額 

（百万円）

 神奈川県秦野市 

 秦野製作所 

熱交換器 

製造販売 

事業 

機械及び装置    2

 滋賀県東近江市 

 滋賀製作所 

熱交換器 

製造販売 

事業  

建物付属 

機械及び装置 

工具 

建設仮勘定 

合計 

    

  

    

  

  

1

72

1

21

97
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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株式数の増加1,601千株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加1,579千

株、単元未満株式の買取りによる増加22千株であります。 

２．普通株式の自己株式の株式数の減少45千株は、ストック・オプションの行使による減少45千株であります。 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

３．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）

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式         

普通株式  74,777  －  －  74,777

合計  74,777  －  －  74,777

自己株式         

普通株式  2,016  1,601  45  3,573

合計  2,016  1,601  45  3,573

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類 

新株予約権の目的となる株式の数（千株）  
当連結会計
年度末残高
（百万円）

前連結会計
年度末 

当連結会計
年度増加 

当連結会計
年度減少 

当連結会計
年度末 

提出会社

（親会社） 

ストック・オプションとして

の新株予約権 
－  －  －  －  －  117

合計 －  －  －  －  －  117

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日

平成20年６月26日 

定時株主総会 
普通株式  363  5 平成20年３月31日 平成20年６月27日 

平成20年11月４日 

取締役会 
普通株式  218  3 平成20年９月30日 平成20年12月２日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

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25日 

定時株主総会 
普通株式  71 利益剰余金   1 平成21年３月31日 平成21年６月26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株式数の増加9千株は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

  

     ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

３．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 

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式         

普通株式  74,777  －  －  74,777

合計  74,777  －  －  74,777

自己株式         

普通株式  3,573  9  －  3,582

合計  3,573  9  －  3,582

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類 

新株予約権の目的となる株式の数（千株）  
当連結会計
年度末残高
（百万円）

前連結会計
年度末 

当連結会計
年度増加 

当連結会計
年度減少 

当連結会計
年度末 

提出会社

（親会社） 

ストック・オプションとして

の新株予約権 
－  －  －  －  －  144

合計 －  －  －  －  －  144

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日

平成21年６月25日 

定時株主総会 
普通株式  71  1 平成21年３月31日 平成21年６月26日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

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25日 

定時株主総会 
普通株式  142 利益剰余金   2 平成22年３月31日 平成22年６月28日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日 

当連結会計年度 
自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日 

※１  現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

※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 

  

（平成21年３月31日現在）

現金及び預金 6,207百万円 

有価証券 11百万円 

計 6,218百万円 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △138百万円 

現金及び現金同等物 6,080百万円 

   

（平成21年３月31日現在）

現金及び預金 5,693百万円 

有価証券 1,885百万円 

計 7,579百万円 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △63百万円 

現金及び現金同等物 7,515百万円 
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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） 

 全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の合計額に占める「各種熱交換器の製造・

販売事業」の割合が、いずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報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） 

 全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の合計額に占める「各種熱交換器の製造・

販売事業」の割合が、いずれも90％を超えているため、事業の種類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） 

 （注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

(1）北米…………米国 

(2）欧州…………イタリア、チェコ 

(3）アジア………タイ、中国、インドネシア 

３．会計方針の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．（イ） (2）に記載のとおり、当連結会計年度

より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表分）を適用してお

ります。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業損失が本国で267百万円増加しておりま

す。 

(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) 

 「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「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。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業損失が、欧州で28百

万円減少しております。 

  

（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

  
本国 

（百万円） 
北米 

（百万円） 
欧州

（百万円） 
アジア

（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 
 63,922 11,268 5,396 10,040  90,627  － 90,627

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 
 3,371 68 220 255  3,916 (3,916) －

計  67,294 11,336 5,616 10,296  94,544 (3,916) 90,627

営業費用  68,450 11,580 5,817 9,559  95,407 (3,789) 91,617

営業利益又は営業損

失（△） 
 △1,155 △243 △200 737  △862 (127) △990

Ⅱ 資産  56,191 5,352 6,331 5,734  73,609 (10,306) 63,302

29

株式会社ティラド（7236）　平成22年3月期　決算短信



 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 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

(1）北米…………米国 

(2）欧州…………イタリア、チェコ 

(3）アジア………タイ、中国、インドネシア 

３．会計方針の変更 

（退職給付に係る会計基準） 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．（ハ） (5）に記載のとおり、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日公表

分）を適用しております。なお、これによる営業利益に与える影響はありません。  

  
本国 

（百万円） 
北米 

（百万円） 
欧州

（百万円） 
アジア

（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 
 44,146 8,103 3,179 9,668  65,097  － 65,097

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 
 3,660 26 110 86  3,882 (3,882) －

計  47,806 8,129 3,289 9,754  68,980 (3,882) 65,097

営業費用  48,468 7,961 3,840 8,882  69,153 (3,898) 65,255

営業利益又は営業損

失（△） 
 △662 167 △551 872  △173 15 △157

Ⅱ 資産  56,276 4,453 7,016 7,280  75,028 (11,327) 63,700
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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 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1）北米…………米国 

(2）欧州…………ベルギー、フランス、英国、イタリア、チェコ、ドイツ 

(3）アジア………インド、タイ、中国 

(4）その他………アフリカ、南米、その他 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 （注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1）北米…………米国 

(2）欧州…………ベルギー、フランス、英国、イタリア、チェコ、ドイツ 

(3）アジア………インド、タイ、中国 

(4）その他………アフリカ、南米、その他 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

ｃ．海外売上高

  北米 欧州 アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  10,949  6,748  10,613  465  28,776

Ⅱ 連結売上高（百万円）          90,627

Ⅲ 連結売上高に占める海外
売上高の割合（％）  12.1  7.4  11.7  0.5  31.8

  北米 欧州 アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  7,881  3,613  10,026  507  22,027

Ⅱ 連結売上高（百万円）          65,097

Ⅲ 連結売上高に占める海外
売上高の割合（％）  12.1  5.6  15.4  0.8  33.8

（補足資料）

   販売の状況（連結）             

            （単位＝百万円）  

           営業年度 当連結会計年度  前連結会計年度  差    引  

    (平成21年4月1日  (平成20年4月1日      

    ～平成22年3月31日)  ～平成21年3月31日)     

   用 途 金  額 構成比 金  額 構成比 金  額 増減率 

                

   自動車用  35,402 54.4 43,090 47.5  △7,687  △17.8

                

   空調機器用  9,455 14.5 12,830 14.2  △3,375  △ 26.3

                

   建設産業機械用  16,389 25.2 29,107 32.1  △ 12,717  △ 43.7

                

   その他  3,851 5.9 5,599 6.2  △1,748  △ 31.2

                

   合 計  65,097 100.0 90,627 100.0  △25,529  △28.2

                

  （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 
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 （注） １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の 

     算定上の基礎 

（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 337.27円 

１株当たり当期純損失金額 △56.55円 

１株当たり純資産額 367.53円 

１株当たり当期純利益金額 5.55円 

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額 

5.30円 

  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、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失

であるため記載していません。 

-  

  
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 

連結損益計算書上の当期純利益又は当期純

損失（△）（百万円） 
 △4,078  395

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失

（△）（百万円） 
 △4,078  395

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式の期中平均株式数（千株）  72,128  71,198

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算

定に用いられた当期純利益調整額の主要な

内訳（百万円） 

 －  －

当期純利益調整額（百万円）  －  53

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算

定に用いられた普通株式増加数の主要な内

訳（千株） 

    

      新株予約権 

      新株予約権付社債 

 

 

－

－

 

 

－

13,333

普通株式増加数（千株）  －  －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含まれな

かった潜在株式の概要 

平成16年６月29日定時株主総会決

議ストックオプション（新株予約

権） 477個 

平成17年６月29日定時株主総会決

議ストックオプション（新株予約

権） 408個 

平成18年６月29日定時株主総会決

議ストックオプション（新株予約

権） 350個 

平成19年６月27日定時株主総会決

議ストックオプション（新株予約

権） 385個 

平成20年６月26日定時株主総会決

議ストックオプション（新株予約

権） 411個  

平成17年６月29日定時株主総会決

議ストックオプション（新株予約

権）  個 

平成18年６月29日定時株主総会決

議ストックオプション（新株予約

権）  個 

平成19年６月27日定時株主総会決

議ストックオプション（新株予約

権）  個 

平成20年６月26日定時株主総会決

議ストックオプション（新株予約

権）  個 

 - 

385

384

374

397
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 該当事項はありません。 

リース取引、関連当事者情報、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オ

プション等、企業結合等に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられ

るため開示を省略しております。 

  

（重要な後発事象）

（開示の省略）
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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 3,029 1,989

受取手形 877 560

売掛金 13,501 14,259

有価証券 1,337 1,793

商品及び製品 2,199 994

仕掛品 250 140

原材料及び貯蔵品 1,172 923

前払費用 95 99

繰延税金資産 － 1,040

関係会社短期貸付金 393 347

未収入金 912 1,638

その他 11 13

貸倒引当金 △20 △7

流動資産合計 23,761 23,793

固定資産   

有形固定資産   

建物 9,842 10,398

減価償却累計額 △6,410 △6,833

建物（純額） 3,432 3,565

構築物 1,174 1,254

減価償却累計額 △930 △976

構築物（純額） 244 277

機械及び装置 19,956 19,704

減価償却累計額 △15,108 △15,548

機械及び装置（純額） 4,848 4,156

車両運搬具 135 121

減価償却累計額 △110 △106

車両運搬具（純額） 24 14

工具、器具及び備品 17,721 18,071

減価償却累計額 △16,068 △17,021

工具、器具及び備品（純額） 1,653 1,049

土地 1,093 1,093

リース資産 1,558 1,745

減価償却累計額 △324 △658

リース資産（純額） 1,233 1,087

建設仮勘定 731 181

その他（純額） 2 2

有形固定資産合計 13,264 11,427

無形固定資産   

ソフトウエア 225 181

リース資産 1 0

その他 84 292

無形固定資産合計 311 474
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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) 

投資その他の資産   

投資有価証券 5,902 6,863

関係会社株式 3,367 3,728

関係会社出資金 4,292 4,602

長期貸付金 0 0

従業員に対する長期貸付金 0 6

長期前払費用 53 32

保険積立金 103 107

その他 262 261

貸倒引当金 △23 △43

投資損失引当金 － △374

投資その他の資産合計 13,959 15,185

固定資産合計 27,535 27,087

資産合計 51,296 50,881

負債の部   

流動負債   

支払手形 436 203

買掛金 6,918 8,052

短期借入金 12,438 7,350

1年内返済予定の長期借入金 － 351

リース債務 326 302

未払金 2,123 483

未払法人税等 21 31

未払消費税等 － 233

未払費用 926 1,122

繰延税金負債 9 －

前受金 36 4

預り金 61 58

賞与引当金 666 858

役員賞与引当金 － 1

製品保証引当金 101 64

設備関係支払手形 560 128

その他 179 24

流動負債合計 24,806 19,270

固定負債   

新株予約権付社債 － 4,053

長期借入金 1,789 1,938

リース債務 924 806

繰延税金負債 1,137 1,269

退職給付引当金 161 125

その他 183 76

固定負債合計 4,196 8,269

負債合計 29,002 27,540
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,245 7,245

資本剰余金   

資本準備金 5,905 5,905

その他資本剰余金 171 171

資本剰余金合計 6,077 6,077

利益剰余金   

利益準備金 1,097 1,097

その他利益剰余金   

配当準備積立金 500 500

固定資産圧縮積立金 133 126

特別償却準備金 6 0

別途積立金 8,130 8,130

繰越利益剰余金 1,417 967

利益剰余金合計 11,284 10,821

自己株式 △1,118 △1,120

株主資本合計 23,489 23,024

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,236 179

繰延ヘッジ損益 △75 △8

評価・換算差額等合計 △1,311 170

新株予約権 117 144

純資産合計 22,294 23,340

負債純資産合計 51,296 50,881
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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) 

売上高 66,367 47,431

売上原価   

製品期首たな卸高 1,471 1,999

当期製品製造原価 60,233 40,783

当期製品仕入高 1,556 784

他勘定受入高 935 711

合計 64,197 44,278

製品他勘定振替高 355 120

製品期末たな卸高 1,999 878

製品売上原価 61,842 43,279

売上総利益 4,525 4,152

販売費及び一般管理費   

荷造及び発送費 2,439 1,829

広告宣伝費 21 7

製品保証引当金繰入額 42 64

役員報酬 163 145

給料及び手当 815 646

賞与引当金繰入額 86 218

役員賞与引当金繰入額 － 1

退職給付引当金繰入額 73 112

福利厚生費 283 334

減価償却費 93 100

修繕費 29 34

租税公課 21 38

賃借料 188 183

旅費交通費及び通信費 319 225

研究開発費 896 690

保険料 39 31

事務用品費 29 22

交際費 37 31

雑費 318 247

販売費及び一般管理費合計 5,900 4,967

営業利益又は営業損失（△） △1,374 △814

営業外収益   

受取利息 16 6

有価証券利息 20 41

受取配当金 386 636

仕入割引 10 4

受取賃貸料 41 －

デリバティブ評価益 － 93

その他 87 241

営業外収益合計 562 1,024
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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) 

営業外費用   

支払利息 159 138

投資有価証券評価損 245 270

為替差損 84 15

デリバティブ評価損 331 －

社債利息 － 53

社債発行費 － 13

匿名組合投資損失 － 215

その他 85 117

営業外費用合計 906 825

経常利益又は経常損失（△） △1,718 △614

特別利益   

固定資産売却益 1 8

その他 － 17

特別利益合計 1 26

特別損失   

固定資産除却損 277 74

投資有価証券評価損 580 －

投資損失引当金繰入額 － 374

関係会社株式評価損 1,877 202

減損損失 － 99

固定資産売却損 － 1

特別退職金 50 －

その他 － 0

特別損失合計 2,785 751

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △4,502 △1,340

法人税、住民税及び事業税 79 90

法人税等調整額 1,312 △1,038

法人税等合計 1,391 △948

当期純利益又は当期純損失（△） △5,893 △391
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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 7,245 7,245

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 7,245 7,245

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 5,905 5,905

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,905 5,905

その他資本剰余金   

前期末残高 170 171

当期変動額   

自己株式の処分 1 －

当期変動額合計 1 －

当期末残高 171 171

資本剰余金合計   

前期末残高 6,075 6,077

当期変動額   

自己株式の処分 1 －

当期変動額合計 1 －

当期末残高 6,077 6,077

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 1,097 1,097

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,097 1,097

その他利益剰余金   

配当準備積立金   

前期末残高 500 500

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 500 500

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 141 133

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △8 △7

当期変動額合計 △8 △7

当期末残高 133 126

特別償却準備金   

前期末残高 19 6
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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) 

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 △13 △5

当期変動額合計 △13 △5

当期末残高 6 0

別途積立金   

前期末残高 8,130 8,130

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 8,130 8,130

繰越利益剰余金   

前期末残高 7,871 1,417

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 13 5

固定資産圧縮積立金の取崩 8 7

剰余金の配当 △582 △71

当期純利益又は当期純損失（△） △5,893 △391

当期変動額合計 △6,453 △450

当期末残高 1,417 967

利益剰余金合計   

前期末残高 17,760 11,284

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 － －

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

剰余金の配当 △582 △71

当期純利益又は当期純損失（△） △5,893 △391

当期変動額合計 △6,475 △462

当期末残高 11,284 10,821

自己株式   

前期末残高 △828 △1,118

当期変動額   

自己株式の取得 △308 △1

自己株式の処分 18 －

当期変動額合計 △290 △1

当期末残高 △1,118 △1,120

株主資本合計   

前期末残高 30,254 23,489

当期変動額   

新株の発行 － －

剰余金の配当 △582 △71

当期純利益又は当期純損失（△） △5,893 △391

自己株式の取得 △308 △1

自己株式の処分 19 －

当期変動額合計 △6,764 △464

当期末残高 23,489 23,024
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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 946 △1,236

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,183 1,415

当期変動額合計 △2,183 1,415

当期末残高 △1,236 179

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △106 △75

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 31 66

当期変動額合計 31 66

当期末残高 △75 △8

評価・換算差額等合計   

前期末残高 840 △1,311

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,151 1,482

当期変動額合計 △2,151 1,482

当期末残高 △1,311 170

新株予約権   

前期末残高 63 117

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 53 27

当期変動額合計 53 27

当期末残高 117 144

純資産合計   

前期末残高 31,158 22,294

当期変動額   

新株の発行 － －

剰余金の配当 △582 △71

当期純利益又は当期純損失（△） △5,893 △391

自己株式の取得 △308 △1

自己株式の処分 19 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,098 1,510

当期変動額合計 △8,863 1,045

当期末残高 22,294 23,340
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 該当事項はありません。 

   

継続企業の前提に関する注記
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