
 

   
  

（訂正・数値データ訂正あり）「平成22年3月期 決算短信」の一部訂正について 

  

 平成22年４月28日に公表いたしました「平成22年３月期 決算短信」の記載内容につきまして、下記

のとおり訂正事項が発生しましたのでお知らせいたします。 
  

記 

開示内容に誤りがあったため、決算短信の一部を訂正するものであります。 

  

訂正箇所には_を付しております。 

 
  

平成22年５月26日

各 位

会社名 日本鋳鉄管株式会社

代表者名 代表取締役社長 秋田 眞次

（コード番号 5612 東証第一部）

問合せ先 代表取締役常務 深澤 寛

TEL 0480-85-1101

【訂正理由】

【訂正箇所】

訂正項目

1. 22年３月期の連結業績
１頁 (3)連結キャッシュ・フローの状況

1. 経営成績
４頁 (2)財政状態に関する分析

   ②キャッシュ・フローの状況
4．【連結財務諸表】

８頁 (1)【連結貸借対照表】
12・13頁 (4)【連結キャッシュ・フロー計算書】

5．【個別財務諸表】
32・33頁 (1)【貸借対照表】
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【訂正前】 

 
  

【訂正後】 

 
  

 
  

【訂正内容】

１頁

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)

(3)連結キャッシュ・フローの状況

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 536 571 △1,258 2,149

21年３月期 1,583 △830 △435 2,300

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 605 502 △1,258 2,149

21年３月期 1,583 △830 △435 2,300

４頁

（2）財政状態に関する分析

   ②キャッシュ・フローの状況

【訂正前】 【訂正後】
（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）

 営業活動による資金の増加は、５億36百万円

(前連結会計年度は15億83百万円の増加)となり

ました。

 営業活動による資金の増加は、６億５百万円

(前連結会計年度は15億83百万円の増加)となり

ました。

（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）

 投資活動による資金の増加は、５億71百万円

(前連結会計年度は８億30百万円の減少)となり

ました。

 これは主に土地等の有形固定資産の売却収入

８億63百万円が有形固定資産の取得による支出

２億41百万円を上回ったことによるものであり

ます。

 投資活動による資金の増加は、５億２百万円

(前連結会計年度は８億30百万円の減少)となり

ました。

 これは主に土地等の有形固定資産の売却収入

８億63百万円が有形固定資産の取得による支出

３億10百万円を上回ったことによるものであり

ます。

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 （参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

平成22年3月期 平成22年3月期

自己資本比率 44.6％ 自己資本比率 44.6％

時価ベースの自己資本比率 23.8％ 時価ベースの自己資本比率 23.8％

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率 10.8年 キャッシュ・フロー対有利子 

負債比率 9.6年

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ 4.6倍 インタレスト・カバレッジ・ 

レシオ 5.2倍
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８頁

４.【連結財務諸表】

  (1)【連結貸借対照表】

(単位：百万円)
【訂正前】 【訂正後】

負債の部 負債の部

流動負債 流動負債

支払手形及び買掛金 2,364 支払手形及び買掛金 2,434

短期借入金 ※1 2,614 短期借入金 ※1 2,614

未払法人税等 269 未払法人税等 269

賞与引当金 152 賞与引当金 152

訴訟損失引当金 ─ 訴訟損失引当金 ─

その他 829 その他 759

 流動負債合計 6,230 流動負債合計 6,230

固定負債 固定負債

長期借入金 ※1 3,193 長期借入金 ※1 3,193

退職給付引当金 473 退職給付引当金 473

役員退職慰労引当金 43 役員退職慰労引当金 43

繰延税金負債 245 繰延税金負債 245

負ののれん 149 負ののれん 149

その他 428 その他 428

固定負債合計 4,534 固定負債合計 4,534

負債合計 10,764 負債合計 10,764

純資産の部 純資産の部

株主資本 株主資本

資本金 1,855 資本金 1,855

資本剰余金 264 資本剰余金 264

利益剰余金 6,612 利益剰余金 6,612

自己株式 △3 自己株式 △3

株主資本合計 8,729 株主資本合計 8,729

評価・換算差額等 評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 5 その他有価証券評価差額金 5

評価・換算差額等合計 5 評価・換算差額等合計 5

少数株主持分 105 少数株主持分 105

純資産合計 8,840 純資産合計 8,840

負債純資産合計 19,605 負債純資産合計 19,605
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12頁

  (4)【連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：百万円）

【訂正前】 【訂正後】

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

税金等調整前当期純利益又は税金等調
整前当期純損失(△)

1,588
税金等調整前当期純利益又は税金等調
整前当期純損失(△)

1,588

減価償却費 1,048 減価償却費 1,048

減損損失 22 減損損失 22

負ののれん償却額 △36 負ののれん償却額 △36

貸倒引当金の増減額(△は減少) 75 貸倒引当金の増減額(△は減少) 75

賞与引当金の増減額(△は減少) △19 賞与引当金の増減額(△は減少) △19

退職給付引当金の増減額 
(△は減少)

31
退職給付引当金の増減額
(△は減少)

31

受取利息及び配当金 △3 受取利息及び配当金 △3

支払利息 117 支払利息 117

固定資産除売却損益（△は益） △275 固定資産除売却損益（△は益） △275

ゴルフ会員権売却損益（△は益） ─ ゴルフ会員権売却損益（△は益） ─

投資有価証券評価損益（△は益） ─ 投資有価証券評価損益（△は益） ─

売上債権の増減額(△は増加) 275 売上債権の増減額(△は増加) 275

たな卸資産の増減額(△は増加) 322 たな卸資産の増減額(△は増加) 322

仕入債務の増減額(△は減少) △603 仕入債務の増減額(△は減少) △534

その他の引当金の増減額（△は減少） ─ その他の引当金の増減額（△は減少） ─

その他 510 その他 510

小計 2,034 小計 2,103

利息及び配当金の受取額 3 利息及び配当金の受取額 3

利息の支払額 △117 利息の支払額 △117

法人税等の支払額 △330 法人税等の支払額 △330

訴訟関連損失の支払額 △1,053 訴訟関連損失の支払額 △1,053

営業活動によるキャッシュ・ 
フロー

536
営業活動によるキャッシュ・ 
フロー

605

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

有形固定資産の取得による支出 △241 有形固定資産の取得による支出 △310

有形固定資産の売却による収入 863 有形固定資産の売却による収入 863

無形固定資産の取得による支出 △26 無形固定資産の取得による支出 △26

子会社株式の取得による支出 △26 子会社株式の取得による支出 △26

会員権売却による収入 ─ 会員権売却による収入 ─

その他 1 その他 1

投資活動によるキャッシュ・ 
フロー

571
投資活動によるキャッシュ・ 
フロー

502

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

短期借入金の純増減額(△は減少) △1,550 短期借入金の純増減額(△は減少) △1,550

長期借入による収入 1,450 長期借入による収入 1,450

長期借入金の返済による支出 △1,053 長期借入金の返済による支出 △1,053

リース債務の返済による支出 △102 リース債務の返済による支出 △102

自己株式の取得による支出 △0 自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △0 配当金の支払額 △0

少数株主への配当金の支払額 △2 少数株主への配当金の支払額 △2

財務活動によるキャッシュ・ 
フロー

△1,258
財務活動によるキャッシュ・ 
フロー

△1,258

現金及び現金同等物の増減額
（△は減少）

△151
現金及び現金同等物の増減額 
（△は減少）

△151

現金及び現金同等物の期首残高 2,300 現金及び現金同等物の期首残高 2,300

現金及び現金同等物の期末残高 2,149 現金及び現金同等物の期末残高 2,149
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32頁・33頁

５.【個別財務諸表】

  (1)【貸借対照表】

（単位：百万円）

【訂正前】 【訂正後】

負債の部 負債の部

流動負債 流動負債

支払手形 1,135 支払手形 1,205

買掛金 497 買掛金 497

短期借入金 1,400 短期借入金 1,400

1年内返済予定の長期借入金 1,038 1年内返済予定の長期借入金 1,038

リース債務 78 リース債務 78

未払金 387 未払金 387

未払費用 47 未払費用 47

未払法人税等 241 未払法人税等 241

前受金 0 前受金 0

預り金 46 預り金 46

前受収益 0 前受収益 0

賞与引当金 136 賞与引当金 136

訴訟損失引当金 ─ 訴訟損失引当金 ─

その他 150 その他 80

 流動負債合計 5,161 流動負債合計 5,161

固定負債 固定負債

長期借入金 2,934 長期借入金 2,934

リース債務 94 リース債務 94

繰延税金負債 128 繰延税金負債 128

退職給付引当金 433 退職給付引当金 433

役員退職慰労引当金 38 役員退職慰労引当金 38

その他 310 その他 310

固定負債合計 3,940 固定負債合計 3,940

負債合計 9,102 負債合計 9,102

純資産の部 純資産の部

株主資本 株主資本

 資本金 1,855 資本金 1,855

 資本剰余金 資本剰余金

資本準備金 264 資本準備金 264

資本剰余金合計 264 資本剰余金合計 264

 利益剰余金 利益剰余金

利益準備金 463 利益準備金 463

その他利益剰余金 その他利益剰余金

 買換資産圧縮積立金 525 買換資産圧縮積立金 525

 別途積立金 5,362 別途積立金 5,362

  繰越利益剰余金       △186  繰越利益剰余金      △186

利益剰余金合計 6,164 利益剰余金合計 6,164

 自己株式 △3 自己株式 △3

 株主資本合計 8,281 株主資本合計 8,281

評価・換算差額等 評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 5 その他有価証券評価差額金 5

評価・換算差額等合計 5 評価・換算差額等合計 5

純資産合計 8,286 純資産合計 8,286

負債純資産合計 17,389 負債純資産合計 17,389
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平成22年3月期 決算短信 
平成22年5月26日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 日本鋳鉄管株式会社 上場取引所 東 

コード番号 5612 URL http://www.nichu.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 秋田 眞次

問合せ先責任者 （役職名） 代表取締役常務 管理本部長 （氏名） 深澤 寛 TEL 0480-85-1101
定時株主総会開催予定日 平成22年6月29日 配当支払開始予定日 平成22年6月30日

有価証券報告書提出予定日 平成22年6月30日

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 15,189 △14.6 1,473 75.8 1,435 76.3 963 ―

21年3月期 17,782 3.0 838 150.8 814 158.1 △1,144 ―

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 29.29 ― 11.7 7.0 9.7
21年3月期 △34.79 ― △13.6 3.7 4.7

（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 19,605 8,840 44.6 265.39
21年3月期 21,300 7,927 36.5 236.01

（参考） 自己資本   22年3月期  8,734百万円 21年3月期  7,768百万円

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 605 502 △1,258 2,149
21年3月期 1,583 △830 △435 2,300

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 ― 2.00 ― 0.00 2.00 65 ― 0.8
22年3月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00 65 6.8 0.8

23年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 2.00 2.00 21.9

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 6,800 0.5 200 △71.6 180 △73.6 80 △86.0 2.43

通期 14,000 △7.8 650 △55.9 600 △58.2 300 △68.9 9.12
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4.  その他 

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

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

[（注） 詳細は、16、18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、29ページ「1株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 32,930,749株 21年3月期 32,930,749株

② 期末自己株式数 22年3月期  19,357株 21年3月期  16,614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 13,377 △13.2 1,263 116.9 1,200 104.7 797 ―

21年3月期 15,419 3.5 582 155.5 586 145.0 △1,243 ―

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 24.24 ―

21年3月期 △37.79 ―

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 17,389 8,286 47.7 251.79
21年3月期 19,099 7,486 39.2 227.46

（参考） 自己資本 22年3月期  8,286百万円 21年3月期  7,486百万円

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 

 上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異な 
 る場合があります。 
 なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料の3ページをご覧ください。 

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

5,600 △6.5 130 △79.0 100 △83.1 40 △92.2 1.22

通期 12,400 △7.3 560 △55.7 500 △58.4 260 △67.4 7.90
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4.【連結財務諸表】 
 (1)【連結貸借対照表】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 ※2  2,430 2,149

受取手形及び売掛金 4,954 4,740

商品及び製品 2,982 2,545

仕掛品 267 346

原材料及び貯蔵品 575 611

繰延税金資産 303 219

その他 253 677

貸倒引当金 △238 △235

流動資産合計 11,529 11,055

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,003 4,937

減価償却累計額 △3,465 △3,521

建物及び構築物（純額） 1,537 1,415

機械装置及び運搬具 15,691 15,757

減価償却累計額 △12,766 △13,226

機械装置及び運搬具（純額） 2,924 2,531

工具、器具及び備品 3,209 3,139

減価償却累計額 △2,953 △2,939

工具、器具及び備品（純額） 256 200

土地 3,879 3,336

リース資産 463 476

減価償却累計額 △216 △275

リース資産（純額） 247 201

建設仮勘定 － 3

有形固定資産合計 ※1  8,845 ※1  7,688

無形固定資産 95 87

投資その他の資産   

投資有価証券 101 105

繰延税金資産 35 15

その他 1,498 1,535

貸倒引当金 △805 △883

投資その他の資産合計 829 773

固定資産合計 9,770 8,549

資産合計 21,300 19,605
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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 2,829 2,434

短期借入金 ※1  4,173 ※1  2,614

未払法人税等 229 269

賞与引当金 172 152

訴訟損失引当金 1,053 －

その他 ※2  923 759

流動負債合計 9,381 6,230

固定負債   

長期借入金 ※1  2,788 ※1  3,193

退職給付引当金 447 473

役員退職慰労引当金 50 43

繰延税金負債 115 245

負ののれん 138 149

その他 452 428

固定負債合計 3,992 4,534

負債合計 13,373 10,764

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,855 1,855

資本剰余金 264 264

利益剰余金 5,648 6,612

自己株式 △3 △3

株主資本合計 7,765 8,729

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2 5

評価・換算差額等合計 2 5

少数株主持分 159 105

純資産合計 7,927 8,840

負債純資産合計 21,300 19,605
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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 17,782 15,189

売上原価 ※1, ※3  13,936 ※1, ※3  11,476

売上総利益 3,846 3,712

販売費及び一般管理費 ※2, ※3  3,008 ※2, ※3  2,239

営業利益 838 1,473

営業外収益   

受取利息 1 0

受取配当金 5 2

受取技術料 41 －

保険解約返戻金 － 9

負ののれん償却額 34 36

作業くず売却益 － 10

その他 44 29

営業外収益合計 127 89

営業外費用   

支払利息 127 117

手形売却損 19 －

その他 4 9

営業外費用合計 151 127

経常利益 814 1,435

特別利益   

固定資産売却益 － ※4  313

ゴルフ会員権売却益 11 －

貸倒引当金戻入額 6 －

役員退職慰労引当金戻入額 10 －

その他 0 1

特別利益合計 27 314

特別損失   

固定資産除却損 ※5  53 ※5  36

減損損失 － ※6  22

事業再編損 ※1, ※7  180 ※7  29

たな卸資産処分損 172 －

投資有価証券評価損 95 －

訴訟損失引当金繰入額 ※8  835 －

貸倒引当金繰入額 ※9  797 ※9  71

その他 14 1

特別損失合計 2,150 161

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△1,308 1,588

法人税、住民税及び事業税 248 369

法人税等調整額 △437 232

法人税等合計 △188 601

少数株主利益 25 22

当期純利益又は当期純損失（△） △1,144 963
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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 1,855 1,855

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,855 1,855

資本剰余金   

前期末残高 264 264

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 264 264

利益剰余金   

前期末残高 6,924 5,648

当期変動額   

剰余金の配当 △131 －

当期純利益又は当期純損失（△） △1,144 963

当期変動額合計 △1,276 963

当期末残高 5,648 6,612

自己株式   

前期末残高 △3 △3

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △3 △3

株主資本合計   

前期末残高 9,042 7,765

当期変動額   

剰余金の配当 △131 －

当期純利益又は当期純損失（△） △1,144 963

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △1,276 963

当期末残高 7,765 8,729
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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 △23 2

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 25 2

当期変動額合計 25 2

当期末残高 2 5

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △23 2

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 25 2

当期変動額合計 25 2

当期末残高 2 5

少数株主持分   

前期末残高 136 159

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 23 △53

当期変動額合計 23 △53

当期末残高 159 105

純資産合計   

前期末残高 9,155 7,927

当期変動額   

剰余金の配当 △131 －

当期純利益又は当期純損失（△） △1,144 963

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 48 △50

当期変動額合計 △1,228 912

当期末残高 7,927 8,840
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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（△）

△1,308 1,588

減価償却費 1,112 1,048

減損損失 － 22

負ののれん償却額 △34 △36

貸倒引当金の増減額（△は減少） 995 75

賞与引当金の増減額（△は減少） 6 △19

退職給付引当金の増減額（△は減少） △73 31

受取利息及び受取配当金 △6 △3

支払利息 127 117

固定資産除売却損益（△は益） 53 △275

ゴルフ会員権売却損益（△は益） △11 －

投資有価証券評価損益（△は益） 95 －

売上債権の増減額（△は増加） △763 275

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,105 322

仕入債務の増減額（△は減少） △531 △534

その他の引当金の増減額（△は減少） 835 －

その他 181 △510

小計 1,785 2,103

利息及び配当金の受取額 6 3

利息の支払額 △123 △117

法人税等の支払額 △85 △330

訴訟関連損失の支払額 － △1,053

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,583 605

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △844 △310

有形固定資産の売却による収入 1 863

無形固定資産の取得による支出 △0 △26

子会社株式の取得による支出 － △26

会員権の売却による収入 13 －

その他 － 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △830 502
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(単位：百万円)

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

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

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 545 △1,550

長期借入れによる収入 550 1,450

長期借入金の返済による支出 △1,295 △1,053

リース債務の返済による支出 △100 △102

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △132 △0

少数株主への配当金の支払額 △2 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー △435 △1,258

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 317 △151

現金及び現金同等物の期首残高 1,983 2,300

現金及び現金同等物の期末残高 2,300 2,149
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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 1,655 1,375

受取手形 3,575 3,426

売掛金 894 885

完成工事未収入金 192 47

製品 2,927 2,546

仕掛品 206 311

原材料及び貯蔵品 563 596

前払費用 12 5

繰延税金資産 290 194

未収入金 － 608

その他 254 3

貸倒引当金 △246 △242

流動資産合計 10,325 9,759

固定資産   

有形固定資産   

建物 3,489 3,414

減価償却累計額 △2,464 △2,472

建物（純額） 1,025 941

構築物 759 755

減価償却累計額 △627 △641

構築物（純額） 132 113

機械及び装置 14,467 14,505

減価償却累計額 △11,686 △12,129

機械及び装置（純額） 2,780 2,376

車両運搬具 169 152

減価償却累計額 △163 △149

車両運搬具（純額） 5 3

工具、器具及び備品 3,006 2,940

減価償却累計額 △2,776 △2,759

工具、器具及び備品（純額） 230 181

土地 3,296 2,753

リース資産 414 415

減価償却累計額 △188 △245

リース資産（純額） 226 169

有形固定資産合計 7,696 6,538

無形固定資産   

借地権 15 15

ソフトウエア 61 42

その他 10 17

無形固定資産合計 87 75
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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 101 105

関係会社株式 189 216

出資金 0 0

関係会社長期貸付金 － 60

破産更生債権等 811 875

前払年金費用 549 536

長期前払費用 24 13

繰延税金資産 22 －

その他 63 45

貸倒引当金 △773 △835

投資その他の資産合計 989 1,016

固定資産合計 8,774 7,629

資産合計 19,099 17,389

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,479 1,205

買掛金 707 497

短期借入金 2,850 1,400

1年内返済予定の長期借入金 939 1,038

リース債務 86 78

未払金 397 387

未払費用 48 47

未払法人税等 199 241

前受金 7 0

預り金 28 46

前受収益 1 0

賞与引当金 156 136

訴訟損失引当金 1,053 －

その他 240 80

流動負債合計 8,197 5,161

固定負債   

長期借入金 2,522 2,934

リース債務 142 94

繰延税金負債 － 128

退職給付引当金 406 433

役員退職慰労引当金 46 38

その他 297 310

固定負債合計 3,415 3,940

負債合計 11,613 9,102
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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 1,855 1,855

資本剰余金   

資本準備金 264 264

資本剰余金合計 264 264

利益剰余金   

利益準備金 463 463

その他利益剰余金   

買換資産圧縮積立金 527 525

別途積立金 5,362 5,362

繰越利益剰余金 △986 △186

利益剰余金合計 5,366 6,164

自己株式 △3 △3

株主資本合計 7,484 8,281

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2 5

評価・換算差額等合計 2 5

純資産合計 7,486 8,286

負債純資産合計 19,099 17,389
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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 15,419 13,377

売上原価 12,137 10,166

売上総利益 3,281 3,210

販売費及び一般管理費 2,699 1,946

営業利益 582 1,263

営業外収益   

受取利息 4 2

受取配当金 28 5

受取技術料 41 －

受取地代家賃 － 10

業務受託手数料 － 7

作業くず売却益 － 10

その他 65 16

営業外収益合計 139 53

営業外費用   

支払利息 112 107

手形売却損 19 －

その他 3 9

営業外費用合計 135 116

経常利益 586 1,200

特別利益   

固定資産売却益 － 302

ゴルフ会員権売却益 11 －

貸倒引当金戻入額 － 1

役員退職慰労引当金戻入額 10 －

その他 0 1

特別利益合計 21 305

特別損失   

固定資産除却損 52 35

減損損失 － 22

事業再編損 180 29

たな卸資産処分損 172 －

投資有価証券評価損 95 －

訴訟損失引当金繰入額 835 －

貸倒引当金繰入額 773 60

その他 8 1

特別損失合計 2,118 149

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △1,509 1,356

法人税、住民税及び事業税 190 313

法人税等調整額 △456 245

法人税等合計 △265 558

当期純利益又は当期純損失（△） △1,243 797
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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 1,855 1,855

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,855 1,855

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 264 264

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 264 264

資本剰余金合計   

前期末残高 264 264

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 264 264

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 463 463

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 463 463

その他利益剰余金   

買換資産圧縮積立金   

前期末残高 527 527

当期変動額   

買換資産圧縮積立金の取崩 △0 △1

当期変動額合計 △0 △1

当期末残高 527 525

別途積立金   

前期末残高 5,362 5,362

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,362 5,362

繰越利益剰余金   

前期末残高 388 △986

当期変動額   

剰余金の配当 △131 －

買換資産圧縮積立金の取崩 0 1

当期純利益又は当期純損失（△） △1,243 797

当期変動額合計 △1,375 799

当期末残高 △986 △186
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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) 

利益剰余金合計   

前期末残高 6,742 5,366

当期変動額   

剰余金の配当 △131 －

買換資産圧縮積立金の取崩 － －

当期純利益又は当期純損失（△） △1,243 797

当期変動額合計 △1,375 797

当期末残高 5,366 6,164

自己株式   

前期末残高 △3 △3

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △3 △3

株主資本合計   

前期末残高 8,859 7,484

当期変動額   

剰余金の配当 △131 －

当期純利益又は当期純損失（△） △1,243 797

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △1,375 797

当期末残高 7,484 8,281

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △23 2

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 25 2

当期変動額合計 25 2

当期末残高 2 5

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △23 2

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 25 2

当期変動額合計 25 2

当期末残高 2 5
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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) 

純資産合計   

前期末残高 8,836 7,486

当期変動額   

剰余金の配当 △131 －

当期純利益又は当期純損失（△） △1,243 797

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 25 2

当期変動額合計 △1,350 800

当期末残高 7,486 8,286
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