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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 8,532 △9.5 164 △62.0 213 △55.3 119 △55.1

21年3月期 9,428 0.8 434 24.2 477 12.2 266 35.4

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 15.71 ― 1.8 1.9 1.9
21年3月期 34.38 ― 3.9 4.1 4.6

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

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期 10,754 6,943 63.2 903.65
21年3月期 11,612 6,948 58.6 883.89

（参考） 自己資本   22年3月期  6,791百万円 21年3月期  6,799百万円

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 1,410 574 △322 2,341
21年3月期 △932 △78 △210 679

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 ― ― ― 25.00 25.00 192 72.7 2.8
22年3月期 ― ― ― 15.00 15.00 112 95.5 1.7

23年3月期 
（予想）

― ― ― 20.00 20.00 83.2

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

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

3,677 △6.7 16 △65.1 42 △22.7 20 △2.5 2.79

通期 9,484 11.4 303 55.3 360 51.7 180 31.8 24.03



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  

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

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 1社 （社名 Mutual(Thailand) Co.,Ltd. ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 8,320,320株 21年3月期 8,320,320株

② 期末自己株式数 22年3月期  805,054株 21年3月期  627,511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 7,978 △11.6 132 △61.9 172 △58.0 98 △59.9

21年3月期 9,026 4.9 348 48.6 410 36.6 245 55.3

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年3月期 12.93 ―

21年3月期 31.64 ―

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 10,053 6,618 65.8 880.73
21年3月期 11,005 6,682 60.7 868.64

（参考） 自己資本 22年3月期  6,618百万円 21年3月期  6,682百万円

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

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記の業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものです。実際の業績は、様々な要素により、これらの業績予想とは大きく異なる
結果となり得ることをご承知おき下さい。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
累計期間

3,508 △4.4 0 ― 31 △17.5 17 △28.7 2.35

通期 8,882 11.3 241 81.6 303 75.5 166 68.7 22.09



(1）経営成績に関する分析 

  当連結会計年度におけるわが国経済は、内外の在庫調整の進展及び海外経済の回復を背景とした輸出、生産の増加

等から緩やかな回復が続きました。また、企業収益についても、年度前半は大幅な落ち込みが続いたものの、輸出の

回復や原材料費、人件費等のコスト削減効果から年度後半にかけて回復基調が鮮明となり、設備投資も年度後半にに

かけて下げ止まりの動きとなりました。一方、海外経済についてはドバイ・ショックをきっかけとした国際金融面で

の不安の高まりやギリシャの財政破たん懸念などの要因もあり、為替相場は不安定な動きとなりました。 

 当社グループにおきましては、当連結会計年度は極めて厳しい受注環境でありましたが、引き続き国内外での積極

的な広宣活動・販売促進活動や新分野への営業展開により受注の確保・拡大に努めてまいりました。 

 売上高は8,532百万円(前連結会計年度比9.5％減)に止まり、利益面におきましても、売上高の減少による利益額減

少に加えて、新規製品投入に伴うサービス費の増加や新技術の開発に係る開発費の増加などから販売費及び一般管理

費が96百万円増加し、営業利益が164百万円(同62.0%減)となった他、経常利益213百万円(同55.3%減）、当期純利益

119百万円(同55.1％減)と減収減益となりました。 

  

  

  各部門別の概況は以下のとおりであります。  

【産業用機械部門】  

  当社グループの主力部門である産業用機械部門は、部門売上高全体では8,147百万円(前連結会計年度比8.8%減)で

ありました。この内、製剤機が786百万円(同64.7%増)、部品が901百万円(同7.9%増)と好調に推移いたしましたが、

他の品目につきましては、充填機が873百万円(同23.5%減)、一連ラインが2,624百万円(同21.3%減)、包装機が1,162

百万円(同7.6%減)、改造・調整・修理が1,223百万円(同6.1%減)、検査装置575百万円(同0.7%減)の売上となりまし

た。  

【その他部門】 

  その他部門のうち、工業用ダイヤモンド部門は、自動車業界及び半導体業界向けの受注低迷が続いており、部門売

上高として289百万円(前連結会計年度比24.6%減)に止まりました。主な内訳は人造ダイヤ191百万円(同7.3%減)、原

石61百万円(同53.3%減)、パウダー35百万円(同12.0%減)であります。 

 工業用ダイヤモンド部門以外の売上高は95百万円(前連結会計年度比13.9%減)となりました。主たるものは坐薬用

包装資材の売上高74百万円(同3.3%減)であります。  

  

 当連結会計年度の販売実績を事業部門ごとに示すと、次のとおりであります。 

  

 (注１) 前連結会計年度及び当連結会計年度における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであ

ります。   

   (注２)上記の金額には、消費税等は含まれておりません。  

  

１．経営成績

事  業  部  門       金  額       (千円) 前連結会計年度比  (％) 

 産業機械部門  8,147,397  91.2

   (一連ライン)  (2,624,370)  (78.7)

     (製剤機)  (786,310)  (164.7)

     (充填機)  (873,616)  (76.5)

     (検査装置)  (575,481)  (99.3)

     (包装機)  (1,162,636)  (92.4)

     (部品)  (901,514)  (107.9)

     (改造・調整・修理)  (1,223,467)  (93.9)

 その他  385,152  77.8

     合     計  8,532,549  90.5

  

相手先  

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  

  金額   (千円)   割合   (％)  金額   (千円)   割合   (％) 

 同仁医薬化工株式会社  1,007,432  10.7  28,843  0.3



 (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資産、負債及び純資産につきましては、以下のとおり分析しております。 

（ａ）流動資産 

 当連結会計年度末の流動資産の残高は、7,488百万円となり、425百万円（前連結会計年度比5.4%）減少しました。

現金及び預金は1,561百万円(同162.0%)、前渡金は293百万円(同74.1%)増加しましたが、受取手形及び売掛金の減少

1,521百万円(同34.0%)及びたな卸資産の減少698百万円(同48.2%)、が主な要因であり、これは期末月の受注・売上高

が前連結会計年度に比して減少したことによるものであります。 

（ｂ）固定資産 

 当連結会計年度末の固定資産の残高は、3,265百万円となり、433百万円（前連結会計年度比11.7%）減少しまし

た。投資その他の資産のうち、長期預金が400百万円（同66.5%）減少したことが主な要因であります。これは、長期

預金の満期までの期間が１年以内となったことや取引金融機関がコールオプションを使用したこと等により減少した

ものであります。 

（ｃ）流動負債 

  当連結会計年度末の流動負債の残高は、2,877百万円となり、808百万円（前連結会計年度比21.9%）減少しまし

た。支払手形及び買掛金が1,002百万円（同34.3%）減少したことが主な要因であります。 

（ｄ）固定負債 

  当連結会計年度末の固定負債の残高は、932百万円となり、44百万円（前連結会計年度比4.6%）減少しました。こ

れは、年金資産増加による退職給付引当金の減少41百万円（同11.5%減）が主な要因であります。 

（ｅ）純資産 

  当連結会計年度末の純資産の残高は、6,943百万円となり、4百万円（前連結会計年度比0.1%）減少と、概ね横這い

でありました。 

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（以下「資金」という。）は、営業活動により獲得した資金1,410百

万円、投資活動により獲得した資金574百万円、財務活動により使用した資金322百万円の結果、前連結会計年度比

1,661百万円増加し、2,341百万円（前連結会計年度比244.4％増）となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果、獲得した資金は、1,410百万円(前連結会計年度は932百万円の使用)となりました。 

これは、仕入債務の減少1,002百万円、前渡金の増加293百万円等により減少したものの、税金等調整前当期純利益が

214百万円であった他、売上債権の減少1,521百万円、たな卸資産の減少698百万円、前受金の増加352百万円等により

増加したものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果、獲得した資金は、574百万円(前連結会計年度は78百万円の使用)となりました。 

これは、定期預金の預入による支出189百万円、投資有価証券の取得148百万円の支出等があったものの、定期預金の

払い戻しによる収入689百万円、有価証券償還による収入202百万円等により増加したものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果、使用した資金は、322百万円(前連結会計年度比53.2%増)となりました。 

これは、配当金の支払額192百万円、自己株式の取得による支出89百万円等によるものであります。 

  



 当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

・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 

（注１） 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。 

（注２） 株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

（注３） 平成18年３月31日 終の株主名簿及び実質株主名簿に記載された株主の所有株式を、１株を1.2株に分割いたしましたので、当該株式

分割の影響を加味した平成18年３月期期末の時価ベースの自己資本比率は、50.2%であります。 

（注４） 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。 

（注５） 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。 

 (注６) 平成18年３月期、平成21年３月期末のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオについては、営業

キャッシュ・フローがマイナスのため、それぞれ記載を省略しております。 

(3）次期の見通し 

 当社グループの次期業績につきましては、下記のとおり予想しております。  

   売上高につきましては、ユーザーの設備投資計画の全般的な延期や中止の影響から、翌期への繰越受注残高は、

前年並の4,773百万円となっておりますが、先行き受注環境改善の兆しもあり、通期では9,484百万円(前連結会計年

度比951百万円増)の見込みであります。 

 利益面につきましても、引き続き業務の効率化や経費の圧縮に努めてまいる所存であり、通期の営業利益は303百

万円(同138百万円増)、経常利益は360百万円(同146百万円増)を見込んでおります。 

  

  (注)上表①、②の業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであります。実際の業績は、様々な要素により、これ

らの業績予想とは大きく異なる結果となりうることをご承知おきください。 

  

 (4）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

  当社は、将来の再投資に備えた内部留保とともに、株主への還元としての剰余金配当を基本とした配当政策を実

施する方針であります。 

 内部留保の使途につきましては、大きな構造変革の潮流にある医薬品関連業界に対して、新規商品・システムの開

発、拠点の拡充に加えて、M&A等も視野に入れた積極投資を展開していく考えであります。 

 剰余金配当につきましては、継続的かつ安定的配当を基本方針に、従来1株当たり15～20円の普通配当を継続して

まいりましたが、当連結会計年度におきましても、従来通り、１株当たり15円の普通配当を実施することといたしま

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

自己資本比率（％）  59.7  59.2  59.4  58.6  63.2

時価ベースの自己資本比率

（％） 
 41.9  37.8  34.6  30.5  32.5

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（％） 
 －  868.1  53.6  －  4.0

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍） 
 －  17.8  139.4  －  1,609.9

 ①平成23年３月期 連結業績見通し 

         売    上    高            ９，４８４  百万円 前連結会計年度比１１．２％増

      営  業  利  益 ３０３   百万円        同      ８３．８％増 

         経    常    利    益 ３６０   百万円        同      ６９．０％増 

         当   期   純  利  益 １８０   百万円        同      ５１．１％増 

         １株当たり当期純利益                  ２４円０３銭        同   ＋８円３２銭 

②平成23年３月期 個別業績見通し 

売    上    高 ８，８８２  百万円    前事業年度比 １１．３％増 

        営  業  利  益 ２４１   百万円        同      ８１．６％増 

        経    常    利    益  ３０３  百万円        同      ７５．５％増 

        当   期   純  利  益 １６６   百万円        同      ６８．７％増 

        １株当たり当期純利益                   ２２円０９銭         同    ＋９円１６銭 



した。この結果、当連結会計年度の配当性向は、95.5%となりました。 

 なお、次連結会計年度におきましても、計画数値の達成を前提として、同水準の配当を継続実施する予定でありま

す。  

  

(5）事業等のリスク 

 (a) 医薬品・化粧品業界への依存について 

 当社グループは医薬品・化粧品業界を主要販売先としており、当連結会計年度におけるこれらの業界向け売上高は

ゼネコン及びリース会社経由を含め、全体の約８割強を占めております。 

 医薬品・化粧品業界は、従来安定的な設備投資を行っており、今後も高齢化社会の到来等の要因で、中長期的には

一定水準の設備投資は期待できますが、相対的に低採算となる後発薬の設備投資の増加や業者間の競争の激化などに

加えて、景気悪化によるユーザーの設備投資計画の延期等、収益性の面では一層厳しさを増す可能性があります。 

 （b)検収時期のズレ込みについて 

 当社グループの産業用機械部門では顧客による動作・品質の確認（検収）が終了した時点で売上計上しております

が、顧客の事情等、何らかの理由で検収終了が当初予定時期と異なる場合があり、大型案件の場合、当社グループの

期間損益に影響が及ぶ可能性があります。 

  



  当社グループ(当社および当社の関係会社)は、当社(株式会社ミューチュアル)、子会社４社により構成されており、医

薬品業界、化粧品業界、食品業界向けの包装関連設備を中心とした産業用機械等の改良・製造・販売を主たる業務として

いる他、工業用ダイヤモンドの販売、包装資材の製造・販売等を行っております。  

 当社グループの事業内容および当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。 

① 産業用機械部門 

 当社におきまして、一連ライン(※)・製剤機・充填機・検査装置・包装機・部品の改良・製造・販売を行っている他、

これらに関係する改造・調整・修理も行っております。また、子会社株式会社ウイストで充填機等を製造し、主に当社を

通じて販売しております。また、子会社ファーマリード・エンジニアリング株式会社におきまして総合的な医薬品製造設

備の設計、監修等を行っております。なお、昨年10月に設立しましたMutual(Thailand)Co.,Ltd.では包装機械等を製造

し、日本へ輸出するとともに、海外販売の展開も図っております。 

（※） 当社グループでは、産業用機械を単体で販売するだけでなく、複数機械を組合せてシステム化した連続工程設備

を販売しており、その大部分が医薬品・化粧品業界向けの固形製剤包装ライン（錠剤計数包装・ＰＴＰ包装）・注射剤

（アンプル・バイアル）充填包装ライン・クリーム充填ライン等、医薬品・化粧品業界向けのものであります。 

なお、当社グループでは、当該生産工程ラインの全工程だけではなく、２台以上の機械を組合せた設備も一連ライン売上

として区分しております。 

② その他部門 

 当社におきまして、工業用ダイヤモンドの販売を行っている他、子会社日伊包装株式会社におきまして、包装用資材の

製造を行い、その製品を当社が販売しております。 

  

(関係会社の状況)    

 （注）１．主要な事業内容欄には、事業部門の名称を記載しております。 

※２．持分は100分の50以下でありますが、実質的に支配しているため子会社としたものであります。 

３．議決権の所有割合の［ ］内は、緊密な者又は、同意している者の所有割合で外数となっております。 

４．いずれの会社も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。    

  

２．企業集団の状況

名称 住所 
資本金 

（百万円） 

主要な 

事業内容 

議決権の 

所有割合 

  

関係内容 摘要 

 日伊包装株式会社  兵庫県伊丹市  30  その他部門  88.3
 当社取扱包装資材を製造 

 役員の兼任 4名 
  

 株式会社ウイスト  奈良県生駒市  10  産業用機械部門
 

     

50.0

[50.0]

 当社取扱産業用機械を製 

 造 

 役員の兼任 3名 

 ※２ 

 ファーマリード・  

 エンジニアリング  

 株式会社 

 大阪府大阪市  10  産業用機械部門
 

     

50.0

[50.0]
 役員の兼任 4名  ※２ 

 Mutual(Thailand)  

 Co.,Ltd. 

 Samutprakarn, 

  Thailand  
 27  産業用機械部門

99.998 

 [0.002] 
 役員の兼任 2名   



 （事業の系統図） 

 
   



(1）会社の経営の基本方針 

 当社グループは、医薬品・化粧品業界を主要ユーザー先として、輸入品・国産品の多機種にわたる製剤・包装関連

機械の販売を行っております。その販売活動を通じ、全社に一貫しているモットーは、社名「ミューチュアル」に表

されます様にミューチュアリティーの精神すなわち"互いに協力する共存の精神"であります。 

 具体的には、取引先の立場になって考え、行動することが多彩なユーザー・ニーズを満たすことに通じ、これが豊

かで安全な消費者の暮らしに繋がって行くという連鎖となって「共に社会に貢献」することを実感できたことを喜び

と考えております。 

 また、株主の皆様の期待に応え、株主利益の増大に向けて努力していくことが、企業にとって も重要なことであ

ると認識しております。 

  

(2）目標とする経営指標 

 平成20年３月期中間決算短信（平成19年11月19日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を

省略しております。 

 当該中間決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

ｈｔｔｐ：／／ｍｕｔｕａｌ．ｃｏ．ｊｐ 

（大阪証券取引所ホームページ（開示文書の検索閲覧ページ）） 

ｈｔｔｐ：／／ｊｄｓ．ｊａｓｄａｑ．ｃｏ．ｊｐ 

  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 平成20年３月期中間決算短信（平成19年11月19日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を

省略しております。 

 当該中間決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

ｈｔｔｐ：／／ｍｕｔｕａｌ．ｃｏ．ｊｐ 

（大阪証券取引所ホームページ（開示文書の検索閲覧ページ）） 

ｈｔｔｐ：／／ｊｄｓ．ｊａｓｄａｑ．ｃｏ．ｊｐ 

  

(4）会社の対処すべき課題 

  今後の見通しといたしましては、海外経済の回復を背景とした輸出の増加や企業収益の改善に伴う設備投資の増加

が見込まれ、景気の腰折れは回避されるものと予想される一方、ギリシャの財政不安が欧州各国に拡大する懸念は払

拭されておらず、予断を許さない環境であります。 

  当社グループはこのような状況下において、医薬品業界の設備投資に係るより広範囲な受注を目指し、グループ企

業の総力を結集して広範にわたって収益機会の拡大を図る所存であります。また、製剤機関連では昨年来、新規製品

の投入及び同製品の改良にも取り組んでおり、新たなネットワーク作りに注力しながら、新規ユーザーの獲得やリピ

ーターの拡充を目指しております。 

  対処すべき課題として認識しておりますのは、①受注・売上の増強（営業情報への感応度の向上させるとともに、

技術部門とタイアップした営業活動によるユーザー目線での営業を展開し、既存ユーザーの取引ボリュームアップと

新規顧客の開拓を図ること）、②利益率の向上（新規商品の開発や商品ラインナップの拡充により競争力を強化し、

併せて仕入先の見直しや自社ブランド製品の製造能力向上等によりコストの低減を図り、原価率の低減を目指すこ

と）、及び③経営効率化（経営全般を見直し、効率化を推進すること）であり、業績の向上にグループ全社をあげて

邁進する所存であります。 

  また、事業展開拡大の観点から、とりわけ海外市場へ積極投資を喫緊の取組課題と位置づけしております。昨年、

10月にタイにおいて製造子会社を設立、アジアでの新たな製販拠点として、新規マーケットの開拓を図っていく所存

であります。その他、今後も海外販社や海外メーカーとの業務提携やM＆Aなど様々な可能性を追求し、グローバルな

営業体制を整え、業容の更なる拡大を実現していく方針であります。 

   

(5）内部管理体制の整備・運用状況 

平成22年３月29日に開示しましたコーポレートガバナンスに関する報告書の記載事項と内容が重複しますので、記載

を省略しております。 

(6）その他、会社の経営上重要な事項 

 該当事項はありません。  

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 963,794 2,525,429

受取手形及び売掛金 4,475,288 2,954,162

有価証券 306,248 291,629

商品及び製品 69,575 59,432

仕掛品 1,324,846 640,736

原材料 56,214 51,533

前渡金 395,856 689,069

繰延税金資産 144,037 165,557

その他 178,939 111,945

貸倒引当金 △1,300 △1,031

流動資産合計 7,913,499 7,488,464

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 617,160 699,756

減価償却累計額 △343,030 △368,674

建物及び構築物（純額） 274,130 331,081

機械装置及び運搬具 331,395 329,658

減価償却累計額 △291,762 △303,231

機械装置及び運搬具（純額） 39,632 26,426

土地 380,723 380,723

建設仮勘定 49,540 9,248

その他 87,569 89,885

減価償却累計額 △73,692 △74,161

その他（純額） 13,876 15,723

有形固定資産合計 757,902 763,203

無形固定資産 19,188 18,967

投資その他の資産   

投資有価証券 1,519,901 1,582,373

長期貸付金 51,058 45,222

繰延税金資産 362,664 258,669

長期預金 ※  601,500 201,500

その他 387,912 396,676

貸倒引当金 △919 △1,058

投資その他の資産合計 2,922,115 2,483,384

固定資産合計 3,699,207 3,265,556

資産合計 11,612,707 10,754,020



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,924,131 1,921,492

短期借入金 ※  95,000 57,000

未払法人税等 161,338 21,737

前受金 210,643 563,558

賞与引当金 96,398 93,346

役員賞与引当金 － 3,000

その他 199,059 217,484

流動負債合計 3,686,571 2,877,619

固定負債   

退職給付引当金 359,297 318,122

役員退職慰労引当金 56,149 60,923

長期未払金 536,567 536,567

負ののれん 25,727 17,151

固定負債合計 977,742 932,765

負債合計 4,664,314 3,810,384

純資産の部   

株主資本   

資本金 669,700 669,700

資本剰余金 695,975 695,975

利益剰余金 5,873,388 5,800,588

自己株式 △391,137 △479,853

株主資本合計 6,847,926 6,686,409

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △54,062 116,407

繰延ヘッジ損益 5,726 △10,711

為替換算調整勘定 － △933

評価・換算差額等合計 △48,336 104,762

少数株主持分 148,802 152,464

純資産合計 6,948,393 6,943,636

負債純資産合計 11,612,707 10,754,020



（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 9,428,025 8,532,549

売上原価 ※2  7,544,835 ※2  6,822,340

売上総利益 1,883,190 1,710,208

販売費及び一般管理費 ※1, ※2  1,449,173 ※1, ※2  1,545,365

営業利益 434,016 164,843

営業外収益   

受取利息 42,859 35,949

受取配当金 20,556 21,344

負ののれん償却額 8,575 8,575

為替差益 4,608 3,797

その他 6,136 9,758

営業外収益合計 82,736 79,425

営業外費用   

支払利息 1,530 876

コミットメントフィー 649 －

投資有価証券評価損 35,499 29,490

その他 2,067 882

営業外費用合計 39,746 31,248

経常利益 477,007 213,021

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 286

受取補償金 71,811 －

賞与引当金戻入額 － 4,434

役員賞与引当金戻入額 12,000 －

保険解約返戻金 28,530 －

特別利益合計 112,341 4,721

特別損失   

固定資産除却損 ※3  323 ※3  3,087

退職給付制度改定損 68,522 －

特別損失合計 68,846 3,087

税金等調整前当期純利益 520,502 214,655

法人税、住民税及び事業税 239,790 92,386

法人税等調整額 1,550 827

法人税等合計 241,340 93,213

少数株主利益 12,738 1,918

当期純利益 266,423 119,523



（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 669,700 669,700

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 669,700 669,700

資本剰余金   

前期末残高 695,975 695,975

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 695,975 695,975

利益剰余金   

前期末残高 5,762,720 5,873,388

当期変動額   

剰余金の配当 △155,754 △192,320

当期純利益 266,423 119,523

自己株式の処分 － △3

当期変動額合計 110,668 △72,800

当期末残高 5,873,388 5,800,588

自己株式   

前期末残高 △350,060 △391,137

当期変動額   

自己株式の取得 △41,076 △88,729

自己株式の処分 － 12

当期変動額合計 △41,076 △88,716

当期末残高 △391,137 △479,853

株主資本合計   

前期末残高 6,778,334 6,847,926

当期変動額   

剰余金の配当 △155,754 △192,320

当期純利益 266,423 119,523

自己株式の取得 △41,076 △88,729

自己株式の処分 － 9

当期変動額合計 69,591 △161,516

当期末残高 6,847,926 6,686,409



（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 130,702 △54,062

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △184,765 170,470

当期変動額合計 △184,765 170,470

当期末残高 △54,062 116,407

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △3,725 5,726

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 9,451 △16,437

当期変動額合計 9,451 △16,437

当期末残高 5,726 △10,711

為替換算調整勘定   

前期末残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － △933

当期変動額合計 － △933

当期末残高 － △933

評価・換算差額等合計   

前期末残高 126,976 △48,336

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △175,313 153,098

当期変動額合計 △175,313 153,098

当期末残高 △48,336 104,762

少数株主持分   

前期末残高 147,220 148,802

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,581 3,661

当期変動額合計 1,581 3,661

当期末残高 148,802 152,464



（単位：千円）

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

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

純資産合計   

前期末残高 7,052,532 6,948,393

当期変動額   

剰余金の配当 △155,754 △192,320

当期純利益 266,423 119,523

自己株式の取得 △41,076 △88,729

自己株式の処分 － 9

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △173,731 156,760

当期変動額合計 △104,139 △4,756

当期末残高 6,948,393 6,943,636



（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 520,502 214,655

減価償却費 45,678 50,294

投資有価証券評価損益（△は益） 35,499 29,490

固定資産除却損 323 3,087

貸倒引当金の増減額（△は減少） △425 △130

賞与引当金の増減額（△は減少） △4,119 △3,051

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △15,400 3,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 39,007 △41,175

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,774 4,774

受取利息及び受取配当金 △63,415 △57,294

支払利息 1,530 876

負ののれん償却額 △8,575 △8,575

売上債権の増減額（△は増加） △949,022 1,521,126

前受金の増減額（△は減少） △303,128 352,915

たな卸資産の増減額（△は増加） △502,302 698,933

仕入債務の増減額（△は減少） 287,195 △1,002,639

前渡金の増減額（△は増加） 188,798 △293,212

その他 △167,584 152,560

小計 △890,665 1,625,632

利息及び配当金の受取額 62,762 59,379

利息の支払額 △1,932 △876

法人税等の支払額 △102,249 △273,864

営業活動によるキャッシュ・フロー △932,085 1,410,270

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 △189,900 △189,900

定期預金の払戻による収入 189,900 689,900

有価証券の取得による支出 △759 △3,117

有価証券の償還による収入 161,842 202,315

有形固定資産の取得による支出 △96,283 △115,648

有形固定資産の売却による収入 17,116 －

投資有価証券の取得による支出 △276,109 △148,599

投資有価証券の償還による収入 200,000 100,000

貸付けによる支出 △4,300 △47,000

貸付金の回収による収入 6,793 32,836

保険積立金の積立による支出 △59,942 △24,726

保険積立金の解約による収入 14,995 14,479

差入保証金の差入による支出 △41,485 △1,507

差入保証金の回収による収入 － 18,791

その他 － 46,523

投資活動によるキャッシュ・フロー △78,133 574,346



（単位：千円）

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

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

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △10,000 △38,000

配当金の支払額 △153,639 △192,415

少数株主への配当金の支払額 △5,350 △2,850

自己株式の取得による支出 △41,525 △89,224

その他 － 9

財務活動によるキャッシュ・フロー △210,514 △322,481

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △501

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,220,733 1,661,635

現金及び現金同等物の期首残高 1,900,627 679,894

現金及び現金同等物の期末残高 679,894 2,341,529



 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 連結子会社の数    ３社 連結子会社の数    ４社 

   連結子会社の名称 

日伊包装株式会社 

株式会社ウイスト 

ファーマリード・エンジニアリング 

株式会社 

連結子会社の名称 

日伊包装株式会社 

株式会社ウイスト 

ファーマリード・エンジニアリング 

株式会社 

Mutual(Thailand)Co.,Ltd.  

２．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

連結子会社のうちファーマリード・エン

ジニアリング株式会社の決算日は1月31日

であります。 

 連結財務諸表の作成に当たっては、同決

算日現在の財務諸表を使用しております。

ただし、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。 

 連結子会社のうちファーマリード・エン

ジニアリング株式会社及び  

Mutual(Thailand)Co.,Ltd.の決算日はそれ

ぞれ1月31日、12月31日であります。 

 連結財務諸表の作成に当たっては、同決

算日現在の財務諸表を使用しております。

ただし、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。 

３．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 

(イ)その他有価証券で時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基づく時価法

によっております。（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しておりま

す。） 

 なお、複合金融商品については、組

込デリバティブを区別して測定できな

いため、全体を時価評価し、評価差額

を損益に計上しております。     

① 有価証券 

(イ)その他有価証券で時価のあるもの 

          同  左 

  (ロ)その他有価証券で時価のないもの 

 移動平均法による原価法によってお

ります。 

(ロ)その他有価証券で時価のないもの 

同  左 

  ② デリバティブ取引 

 時価法により評価しております。 

② デリバティブ取引 

同  左 

  ③ たな卸資産 

商品、製品、仕掛品 

：主として個別法による原価法(貸借

対照表価額は収益性の低下による

簿価切下げの方法)により算定して

おります。 

③ たな卸資産 

商品、製品、仕掛品 

 ：主として個別法による原価法(貸借

   対照表価額は収益性の低下による  

  簿価切下げの方法)により算定して 

   おります。 

  原材料：主として移動平均法による原

価法(貸借対照表価額は収益性の低

下による簿価切下げの方法)により

算定しております。 

原材料：主として移動平均法による原

価法(貸借対照表価額は収益性の低

下による簿価切下げの方法)により

算定しております。 

  (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。 

 これによる損益に与える影響は軽微

であります。 

    

    



  

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）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

① 有形固定資産 

定率法によっております。ただし、平

成10年４月１日以降に取得した建物（付

属設備を除く）については定額法によっ

ております。     

 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   14年～47年 

 機械装置及び運搬具 ５年～13年 

① 有形固定資産 

          同  左 

  

  ② 無形固定資産(ソフトウエア) 

 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(ソフトウエア) 

同  左 

(3）重要な引当金の計上基

準 

① 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権については個別に回収

可能性を勘案し、回収不能見込額を計上

しております。 

① 貸倒引当金 

同  左 

  ② 賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の支出に

充てるため、支給見込額を計上しており

ます。 

② 賞与引当金 

同  左 

  ③ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき計上しており

ます。なお退職給付引当金の対象従業員

が300名未満であるため、簡便法によっ

ております。 

③ 退職給付引当金 

同  左 

  ④ 役員退職慰労引当金 

 一部の連結子会社は、役員の退職慰労

金の支出に備えるため、内規に基づく期

末要支給額を引当計上しております。 

④ 役員退職慰労引当金 

      同  左 

(4）重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しております。 

      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） 

(5）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っております。ま

た、為替変動リスクのヘッジについて振

当処理の要件を充たしている場合には振

当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 

ヘッジ手段：為替予約 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

             同  左 

  ヘッジ対象：外貨建仕入債務・外貨

建予定取引及び債券 

  

  ③ ヘッジ方針 

 ヘッジ対象に係る為替相場変動リスク

及び金利リスクを一定範囲内でヘッジし

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 

 ヘッジ開始時から有効性判定時点まで

の期間において、ヘッジ対象とヘッジ手

段の相場変動の累計を比較し、両者の変

動額等を基礎にして判断しております。

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同  左 

(6）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 

消費税等の会計処理は、税抜方式によっ

ております。 

消費税等の会計処理 

同  左 

４．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 

５．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

  負ののれんの償却については、５年間の

 定額法により償却を行っております。 

               同  左 

６．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

 手許現金、随時引き出し可能な現金及び

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 



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の適用） 

 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。ただし、当連結会計年度においては、該当

する取引はありませんでした。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始以前の所有

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)が適用になることに伴い、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」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」は、それぞれ

71,375千円、806,983千円、69,974千円であります。   

               ――――――――― 

        



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） 

 ※ 担保に供している資産及びこれに対応する債務 

   担保に供している資産    

         ――――――――― 

投資その他の資産 長期預金 

  千円200,000

上記に対応する債務 

短期借入金 千円65,000

  

（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 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

貸倒引当金繰入額 千円671

サービス費  137,543

給与及び賞与  461,932

賞与引当金繰入額  47,238

退職給付費用  23,259

役員退職慰労引当金繰入額  4,774

研究開発費  4,099

貸倒引当金繰入額 千円471

サービス費  210,243

給与及び賞与  473,061

賞与引当金繰入額 

役員賞与引当金繰入 

 

  

47,928

3,000

退職給付費用  13,293

役員退職慰労引当金繰入額  4,774

研究開発費  16,246

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

の総額 

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

の総額 

  千円4,099   千円16,246

※３ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 ※３ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

機械装置及び運搬具 千円172

その他  150

その他                 

建物及び構築物 千円2,673

機械装置及び運搬具  85

328



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） 普通株式の自己株式の増加94千株は、主に市場買付による増加94千株であります。             

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 該当事項はありません。 

  

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   8,320  －  －  8,320

合計  8,320  －  －  8,320

自己株式         

普通株式 （注）  532  94  －  627

合計  532  94  －  627

  
（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  155,754  20.0 平成20年３月31日 平成20年６月30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  192,320  利益剰余金  25.0 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177千株は、主に市場買付による増加177千株であります。     

          2. 普通株式の自己株式の減少は、単元未満株式の売渡しによる減少20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 

 該当事項はありません。 

  

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   8,320  －  －  8,320

合計  8,320  －  －  8,320

自己株式         

普通株式 （注）  627  177  0  805

合計  627  177  0  805

  
（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  192,320  25.0 平成21年３月31日 平成21年６月29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  112,728  利益剰余金  15.0 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） 

 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） （平成22年３月31日現在） 

  （千円）

現金及び預金勘定 963,794

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △283,900

現金及び現金同等物 679,894

  （千円）

現金及び預金勘定  2,525,429

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △183,900

現金及び現金同等物 2,341,529

（退職給付関係）

  
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１．採用している退職給付制

度の概要 

  退職金規程に基づく社内積立の退職一時

金制度のほか、適格退職年金制度に加入し

ておりましたが、平成20年４月１日より適

格退職年金制度を規約型確定給付企業年金

制度に移行しております。 

 これに伴い当連結会計年度において、

「退職給付制度間の移行等に関する会計処

理」(企業会計基準適用指針第１号)を適用

し、退職給付制度改定損(特別損失)として

68,522千円を計上しております。 

  退職金規程に基づく社内積立の退職一時

金制度のほか、規約型確定給付企業年金制

度を導入しております。 

  

２．退職給付債務に関する事

項 

  

  （千円）

退職給付債務 536,187

年金資産残高 176,889

退職給付引当金 359,297

  （千円）

退職給付債務 549,712

年金資産残高 231,590

退職給付引当金 318,122

３．退職給付費用に関する事

項 

  （千円）

勤務費用 32,566

退職給付費用 32,566

  （千円）

勤務費用 24,928

退職給付費用 24,928

４．退職給付債務等の計算の

基礎に関する事項 

 簡便法により退職給付債務を計算してお

ります。 

 同   左 



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。 

   リース取引、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、企業結合等、賃貸不動産に関する注記事項に

  ついては、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略します。  

（ストック・オプション等関係）

（開示の省略）



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） 

 産業用機械部門の売上高、営業利益及び資産の金額は、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、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）及び 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、所在地別セグメント情報の記

載をしておりません。 

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） 

 当連結会計年度より、タイに子会社Mutual(Thailand)Co.,Ltd.を設立しておりますが、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） 

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．国または地域は、地理的近接度により区分しております。  

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）北 米…………米国、カナダ、プエルトリコ 

(2）アジア…………香港、中国、韓国、台湾、中近東・ASEAN諸国 

(3）欧 州…………EU諸国 

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。 

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。 

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。 

（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

  北米 アジア 欧州 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  105  235,459  1,167  236,731

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  9,428,025

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占

める割合（％） 
 0.0  2.5  0.0  2.5

  北米 アジア 欧州 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  4,086  167,536  2,712  174,335

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  8,532,549

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占

める割合（％） 
 0.0  2.0  0.0  2.0

（関連当事者情報）



 （注） １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

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） 

 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。 

  

（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 銭883 89

１株当たり当期純利益 円 銭34 38

１株当たり純資産額 円 銭903 65

１株当たり当期純利益 円 銭15 71

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記

載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、希薄化効果を有している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）  266,423  119,523

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）  266,423  119,523

期中平均株式数（千株）  7,748  7,608

（重要な後発事象）



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 818,146 2,250,809

受取手形 1,271,457 1,223,257

売掛金 3,034,726 ※2  1,577,381

有価証券 187,927 211,108

商品 66,719 56,971

仕掛品 1,147,503 557,177

原材料 45,785 44,468

前渡金 ※2  438,856 ※2  691,169

繰延税金資産 140,195 149,138

その他 159,491 ※2  112,958

貸倒引当金 △438 △282

流動資産合計 7,310,371 6,874,158

固定資産   

有形固定資産   

建物 508,238 507,908

減価償却累計額 △250,009 △270,838

建物（純額） 258,228 237,070

構築物 3,953 3,953

減価償却累計額 △3,763 △3,824

構築物（純額） 190 128

機械及び装置 210,345 209,521

減価償却累計額 △178,576 △188,544

機械及び装置（純額） 31,768 20,977

車両運搬具 11,622 8,625

減価償却累計額 △10,319 △7,815

車両運搬具（純額） 1,303 810

工具、器具及び備品 71,683 71,804

減価償却累計額 △58,453 △59,473

工具、器具及び備品（純額） 13,230 12,330

土地 248,253 248,253

建設仮勘定 － 3,224

有形固定資産合計 552,974 522,794

無形固定資産   

借地権 7,968 7,968

ソフトウエア 724 503

その他 2,295 2,295

無形固定資産合計 10,988 10,767



（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 1,388,113 1,372,956

関係会社株式 377,848 405,487

出資金 13,400 13,400

従業員に対する長期貸付金 29,576 28,706

破産更生債権等 841 526

長期前払費用 1,690 1,104

繰延税金資産 357,254 252,361

保険積立金 286,845 298,526

長期預金 ※1  601,500 201,500

その他 74,866 72,065

貸倒引当金 △845 △994

投資その他の資産合計 3,131,091 2,645,640

固定資産合計 3,695,053 3,179,203

資産合計 11,005,425 10,053,361

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,837,295 1,201,450

買掛金 ※2  1,048,929 ※2  609,119

未払金 56,481 ※2  107,934

未払費用 75,619 39,123

未払法人税等 150,828 1,192

前受金 181,143 533,718

預り金 8,714 7,009

賞与引当金 84,000 79,000

その他 － 19,174

流動負債合計 3,443,012 2,597,722

固定負債   

退職給付引当金 343,559 300,163

長期未払金 536,567 536,567

固定負債合計 880,127 836,731

負債合計 4,323,139 3,434,454



（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 669,700 669,700

資本剰余金   

資本準備金 695,975 695,975

資本剰余金合計 695,975 695,975

利益剰余金   

利益準備金 39,500 39,500

その他利益剰余金   

別途積立金 5,020,000 5,020,000

繰越利益剰余金 648,846 554,929

利益剰余金合計 5,708,346 5,614,429

自己株式 △391,137 △479,853

株主資本合計 6,682,884 6,500,250

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △6,325 129,367

繰延ヘッジ損益 5,726 △10,711

評価・換算差額等合計 △599 118,656

純資産合計 6,682,285 6,618,907

負債純資産合計 11,005,425 10,053,361



（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 ※1  9,026,583 ※1  7,978,140

売上原価   

商品期首たな卸高 69,140 66,719

当期製品製造原価 ※2  7,081,681 ※2  6,270,799

当期商品仕入高 296,234 214,677

合計 7,447,056 6,552,195

商品期末たな卸高 66,719 56,971

商品及び製品売上原価 ※1  7,380,337 ※1  6,495,224

売上総利益 1,646,246 1,482,915

販売費及び一般管理費   

役員報酬 144,747 151,282

給料及び手当 380,690 380,295

賞与 42,657 45,960

退職給付費用 22,807 12,283

賞与引当金繰入額 45,980 45,422

法定福利費 76,194 79,813

福利厚生費 26,411 37,849

旅費及び交通費 93,175 85,028

通信費 19,816 19,433

交際費 31,224 30,433

保険料 18,444 13,353

賃借料 52,495 72,350

減価償却費 19,287 20,690

研究開発費 ※2  3,499 ※2  16,246

広告宣伝費 30,123 32,756

支払手数料 64,784 44,057

サービス費 116,736 177,379

その他 108,908 85,546

販売費及び一般管理費合計 1,297,988 1,350,184

営業利益 348,258 132,731

営業外収益   

受取利息 4,508 3,247

有価証券利息 23,236 20,014

受取配当金 26,880 25,751

為替差益 4,608 3,797

その他 5,596 14,939

営業外収益合計 64,830 67,749



（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) 

営業外費用   

支払利息 54 24

コミットメントフィー 649 －

自己株式取得費用 448 495

投資有価証券評価損 840 27,290

その他 334 51

営業外費用合計 2,328 27,862

経常利益 410,761 172,619

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 156

受取補償金 71,811 －

賞与引当金戻入額 － 4,210

役員賞与引当金戻入額 12,000 －

保険解約返戻金 28,530 －

特別利益合計 112,341 4,366

特別損失   

退職給付制度改定損 68,522 －

固定資産除却損 ※3  298 459

特別損失合計 68,821 459

税引前当期純利益 454,281 176,525

法人税、住民税及び事業税 218,000 63,816

法人税等調整額 △8,900 14,302

法人税等合計 209,099 78,119

当期純利益 245,182 98,406



 （注）※１ 主な内訳は次のとおりであります。 

※２ 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 

製造原価明細書

    
前事業年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円）
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ 材料費    7,016,996  91.8  5,330,449  90.9

Ⅱ 労務費    444,841  5.8  404,384  6.9

Ⅲ 経費 ※１  181,032  2.4  128,259  2.2

当期総製造費用    7,642,870  100.0  5,863,093  100.0

期首仕掛品たな卸高    703,051    1,147,503     

合計    8,345,922    7,010,596     

期末仕掛品たな卸高    1,147,503    557,177     

他勘定振替高 ※２  116,736    182,620     

当期製品製造原価    7,081,681    6,270,799     

             

  原価計算の方法 原価計算の方法 

   原価計算の方法は、個別

原価計算であり、期中は予

定原価を用い、原価差額は

期末において、仕掛品・売

上原価等に配賦しておりま

す。 

  同 左 

項目 前事業年度 当事業年度 

旅費交通費（千円）  57,807  57,806

減価償却費（千円）  20,024  17,405

外注加工費（千円）  5,920  4,878

項目 前事業年度 当事業年度 

サービス費（千円）  116,736  177,379

研究開発費 (千円) －  5,240

合計（千円）  116,736  182,620



（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 669,700 669,700

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 669,700 669,700

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 695,975 695,975

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 695,975 695,975

資本剰余金合計   

前期末残高 695,975 695,975

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 695,975 695,975

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 39,500 39,500

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 39,500 39,500

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 5,020,000 5,020,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,020,000 5,020,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 559,418 648,846

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 － －

剰余金の配当 △155,754 △192,320

当期純利益 245,182 98,406

自己株式の処分 － △3

当期変動額合計 89,427 △93,917

当期末残高 648,846 554,929



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

利益剰余金合計   

前期末残高 5,618,918 5,708,346

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 － －

剰余金の配当 △155,754 △192,320

当期純利益 245,182 98,406

自己株式の処分 － △3

当期変動額合計 89,427 △93,917

当期末残高 5,708,346 5,614,429

自己株式   

前期末残高 △350,060 △391,137

当期変動額   

自己株式の取得 △41,076 △88,729

自己株式の処分 － 12

当期変動額合計 △41,076 △88,716

当期末残高 △391,137 △479,853

株主資本合計   

前期末残高 6,634,533 6,682,884

当期変動額   

剰余金の配当 △155,754 △192,320

当期純利益 245,182 98,406

自己株式の取得 △41,076 △88,729

自己株式の処分 － 9

当期変動額合計 48,351 △182,633

当期末残高 6,682,884 6,500,250

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 134,472 △6,325

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △140,797 135,693

当期変動額合計 △140,797 135,693

当期末残高 △6,325 129,367

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △3,725 5,726

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 9,451 △16,437

当期変動額合計 9,451 △16,437

当期末残高 5,726 △10,711



（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) 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 130,746 △599

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △131,345 119,255

当期変動額合計 △131,345 119,255

当期末残高 △599 118,656

純資産合計   

前期末残高 6,765,280 6,682,285

当期変動額   

剰余金の配当 △155,754 △192,320

当期純利益 245,182 98,406

自己株式の取得 △41,076 △88,729

自己株式の処分 － 9

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △131,345 119,255

当期変動額合計 △82,994 △63,377

当期末残高 6,682,285 6,618,907



 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）子会社株式 

 移動平均法による原価法によってお

ります。 

(1）子会社株式 

同  左 

  (2）その他有価証券 

① 時価のあるもの 

    決算日の市場価格等に基づく時価

法によっております。（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して

おります。）    

(2）その他有価証券 

① 時価のあるもの 

            同  左 

  ② 時価のないもの 

 移動平均法による原価法によって

おります。 

② 時価のないもの 

同  左 

２．デリバティブの評価基準及び

評価方法 

 時価法により評価しております。 同  左 

３．たな卸資産の評価基準及び評

価方法 

(1）商品、仕掛品 

 個別法による原価法(貸借対照表価

額は収益性の低下による簿価切下げの

方法)により算定しております。 

(1）商品、仕掛品 

 個別法による原価法(貸借対照表価

額は収益性の低下による簿価切下げの

方法)により算定しております。 

  (2）原材料 

 移動平均法による原価法(貸借対照

表価額は収益性の低下による簿価切下

げの方法)により算定しております。 

(2）原材料 

 移動平均法による原価法(貸借対照

表価額は収益性の低下による簿価切下

げの方法)により算定しております。 

   (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)を適用してお

ります。 

 これによる損益に与える影響は軽微

であります。 

   

            

４．固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産 

 定率法によっております。ただし平

成10年４月１日以降に取得した建物

（付属設備を除く）については定額法

によっております。    

 主な耐用年数は以下のとおりであり

ます。 

建物      14年～47年 

機械及び装置  ５年～13年   

(1）有形固定資産 

          同  左 

  

  

  

  

  

  (2）無形固定資産（ソフトウエア） 

 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（ソフトウエア） 

同  左 

５．外貨建の資産及び負債の本邦

通貨への換算の基準 

 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物

為替相場により円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しております。 

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） 

６．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上しております。 

(1）貸倒引当金 

同  左 

   (2）賞与引当金 

  従業員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計

上しております。 

 (2）賞与引当金 

 同  左 

   (3) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当

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計上しておりま

す。なお、退職給付引当金の対象従業

員が300名未満であるため、簡便法に

よっております。 

 (3) 退職給付引当金 

       同  左 

  

 ７．ヘッジ会計の方法   ①ヘッジ会計の方法…繰延ヘッジ処 

  理によっております。また、為替変動 

  リスクのヘッジについて振当処理の要 

  件を充たしている場合には振当処理を 

  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 

ヘッジ手段…為替予約 

   ヘッジ対象…外貨建仕入債務・外 

   貨建予定取引及び債券 

  ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

     同  左 

  

  

     ③ヘッジ方針…ヘッジ対象に係る為替

  相場変動リスク及び金利リスクを一定 

  範囲内でヘッジしております。 

  

  ③ヘッジ方針 

同  左 

  

  

     ④ヘッジ有効性評価の方法…ヘッジ開

  始時から有効性判定時点までの期間に 

  おいてヘッジ対象とヘッジ手段の相場 

  変動の累計を比較し、両者の変動額等 

  を基礎にして判断しております。  

  ④ヘッジ有効性評価の方法 

 同  左 

  

  

  

 ８．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 

  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の適用） 

 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。ただし、当事業年度においては、該当する

取引はありませんでした。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始以前の所有

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。 

        ――――――――― 

         

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 担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は次のとおりであります。  

※１       ――――――――― 

        

長期預金 千円200,000   

 子会社の短期借入金  65,000千円の担保に供して

おります。 

  

※２ 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。 

※２ 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   

前渡金 千円 43,000

流動負債     

買掛金 千円 233,502

流動資産   

売掛金         千円105

前渡金 千円 2,100

流動負債     

買掛金 千円 201,130

 ３   偶発債務       

保証債務 

 次の関係会社について、金融機関からの借入に

対し債務保証を行っております。 

  

保証先 金額 内容 

 株式会社ウイスト 千円30,000 借入債務 

 ３   偶発債務       

保証債務 

  次の関係会社について、金融機関からの借入に

対し債務保証を行っております。 

保証先 金額 内容 

 ファーマリード・ 

 エンジニアリング 

 株式会社 

千円57,000 借入債務 



  

  

  

  

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） 普通株式の自己株式の増加94千株は、主に市場買付による増加94千株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. 普通株式の自己株式の増加177千株は、主に市場買付による増加177千株によるものであります。      

     2. 普通株式の自己株式の減少は、単元未満株式の売渡しによる減少20株であります。      

（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。 

関係会社への売上高 千円870

関係会社よりの仕入高  637,690

関係会社よりの配当金  7,650

関係会社への売上高 千円277

関係会社よりの仕入高  585,159

関係会社よりの配当金  5,150

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

の総額 

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

の総額 

  千円3,499   千円16,246

※３ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。  

機械及び装置 千円172

工具・器具及び備品     125

※３ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。  

車両運搬具                           

工具・器具及び備品              

建物 千円87

機械及び装置     18

62

290

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末株式
数（千株） 

当事業年度増加株
式数（千株） 

当事業年度減少株
式数（千株） 

当事業年度末株式
数（千株） 

普通株式（注）  532  94  －  627

合計  532  94  －  627

  
前事業年度末株式
数（千株） 

当事業年度増加株
式数（千株） 

当事業年度減少株
式数（千株） 

当事業年度末株式
数（千株） 

普通株式（注）  627  177  0  805

合計  627  177  0  805



 （注） １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

前事業年度（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。 

  

当事業年度（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。 

  

（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 銭868 64

１株当たり当期純利益 円 銭31 64

１株当たり純資産額 円 銭880 73

１株当たり当期純利益 円 銭12 93

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記

載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、希薄化効果を有している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）  245,182  98,406

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）  245,182  98,406

期中平均株式数（千株）  7,748  7,608

（重要な後発事象）



(1）役員の異動 

    開示内容が定まった時点で開示いたします。  

  

(2）その他 

  該当事項はありません。 

  

６．その他
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