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1.  22年4月期の連結業績（平成21年5月1日～平成22年4月30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4月期 3,730 17.9 629 490.0 669 459.3 399 ―
21年4月期 3,164 △32.0 106 △86.5 119 △84.7 6 △98.5

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
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4月期 3,741.69 ― 6.1 9.2 16.9
21年4月期 63.09 ― 0.1 1.7 3.4

（参考） 持分法投資損益 22年4月期  ―百万円 21年4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4月期 7,606 6,748 88.7 63,296.98
21年4月期 6,861 6,430 93.7 60,013.83

（参考） 自己資本   22年4月期  6,748百万円 21年4月期  6,430百万円

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4月期 844 △12 △83 3,035
21年4月期 726 △866 △169 2,296

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4月期 ― 700.00 ― 300.00 1,000.00 107 1,582.1 1.6
22年4月期 ― 300.00 ― 500.00 800.00 85 21.4 1.3
23年4月期 

（予想）
― 400.00 ― 400.00 800.00 29.7

3.  23年4月期の連結業績予想（平成22年5月1日～平成23年4月30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

1,827 △4.3 218 △32.3 230 △32.6 138 △29.6 1,294.28

通期 3,868 3.7 470 △25.3 494 △26.2 287 △28.2 2,691.73



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、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の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、32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 無
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年4月期 110,393株 21年4月期 110,393株
② 期末自己株式数 22年4月期  3,770株 21年4月期  3,241株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年4月期の個別業績（平成21年5月1日～平成22年4月30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4月期 3,600 57.0 614 694.4 671 560.4 975 ―
21年4月期 2,293 △35.5 77 △88.1 101 △84.3 △106 ―

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4月期 9,132.97 ―
21年4月期 △992.30 ―

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4月期 7,593 6,749 88.9 63,301.71
21年4月期 6,217 5,848 94.1 54,584.45

（参考） 自己資本 22年4月期  6,749百万円 21年4月期  5,848百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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およ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。業績予想の前提となる仮定および業績予想のご利用にあたっての注意事項等につ
いては、３ページ「１．経営成績 (1) 経営成績に関する分析」をご覧ください。 



(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、期前半においては一昨年からの世界的な金融危機の影響により低調に推移

しましたが、期後半にかけて各国の金融・経済対策効果や中国を中心としたアジア経済の上振れなどを背景に、一部

生産活動や個人消費において復調の兆しが見られ、緩やかな回復基調となりました。 

 このような情勢のもと、当社グループは、平成21年５月１日付で子会社である株式会社エヌアイマテリアルを吸収

合併し、新しい経営体制のもと新技術・新工法、新製品の開発を推進するとともに、収益構造の改善および効率的な

生産体制構築に取り組んでまいりました。 

 この結果、当連結会計年度の業績は、売上高3,730,043千円（前期比17.9％増）となりました。 

 営業利益は629,042千円（前期比490.0％増）、経常利益は669,064千円（前期比459.3％増）、当期純利益は

399,540千円（前期は6,772千円）となりました。 

  

 事業の種類別セグメントの概況は、次のとおりであります。 

①プリント配線板加工事業  

 プリント配線板加工事業におきましては、国内におけるパソコンやその他のデジタル機器など個人向けＩＴ関連

市場の拡大にともない、半導体パッケージ基板のフラットプラグ加工や、通信インフラ向けの有底ビア充填加工が

堅調に推移しました。 

 以上により、プリント配線板加工事業の売上高は2,513,152千円（前期比21.8％増）、営業利益は785,269千円

（前期比75.0％増）となりました。  

②設備機器関連事業 

 フッ素ケミカル製品におきましては、期前半は、金融危機による大幅な在庫調整の影響を強く受け低調に推移し

ましたが、期後半にかけてはＨＤＤ向けオイルバリア材など、一部材料において販売が回復してまいりました。 

 設備機器関連の販売におきましては、市況悪化にともなう企業の設備投資抑制の影響が強く残るなか、期を通じ

て受注が伸び悩んだものの加工用材料販売の復調などにより、前年を上回る結果となりました。 

 以上により、設備機器関連事業の売上高は1,216,890千円（前期比10.5％増）、営業利益は297,083千円（前期比

133.4％増）となりました。  

  

 次期の見通しにつきましては、中国・アジア市場およびアメリカ市場における景気回復を背景に、わが国経済の

緩やかな回復基調は継続するものと思われますが、一方で欧州の信用不安など、景気に対する懸念も依然として残

っております。 

 プリント配線板業界におきましては、ＩＴ関連市場の拡大を背景に需要の増加が見込まれるものの、アジア企業

の台頭などにより企業間競争は激化するものと思われます。 

 このような情勢のもと、当社グループは中期経営計画を策定し、これにもとづき、新規事業の創出と既存事業の

強化に努めてまいります。プリント配線板加工事業におきましては、パソコンや家電製品の高性能化にともなう難

易度の高い加工要求に応えるべく次世代の充填・研磨技術開発を推進するとともに、既存加工における生産性向上

への取組みを一層強化してまいります。また、フッ素ケミカル材料を含む化学材料事業におきましては、コア技術

の育成と競争力のある商品の開発および得意分野への深耕によって事業の強化を図るとともに、山梨県上野原市に

山梨工場を開設し、開発・製造体制を強化してまいります。 

 なお、中期経営計画におけるこれらの重点テーマについては、プロジェクト方式による進捗管理を行い、その着

実な実現を目指してまいります。  

 以上の状況を踏まえ、次期の業績予想としましては、売上高3,868百万円（前期比3.7％増）、営業利益470百万円

（前期比25.3％減）、経常利益494百万円（前期比26.2％減）、当期純利益287百万円（前期比28.2％減）を見込ん

でおります。  

  

１．経営成績



(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債および純資産の状況 

 当連結会計年度末における総資産は、7,606,195千円（前年度比744,338千円増）となりました。負債は857,281 

千円（前年度比426,026千円増）となりました。純資産は6,748,914千円（前年度比318,312千円増）となりました。

この結果、自己資本比率は88.7％となりました。 

②キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、3,035,671千円（前年度比739,535 

千円増）となりました。 

 営業活動によって得られた資金は、844,756千円（前年度比117,813千円増）となりました。これは主に、税金等

調整前当期純利益650,646千円、減価償却費305,108千円、法人税等の還付額117,271千円による増加、および売上債

権の増加額450,407千円による減少であります。 

 投資活動に使用された資金は、12,810千円（前年度比854,062千円減）となりました。これは主に、定期預金の払

戻による収入（純額）254,785千円、有形固定資産の取得による支出310,166千円によるものであります。 

 財務活動に使用された資金は、83,302千円（前年度比86,360千円減）となりました。これは主に、配当金の支払

額64,192千円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 

 なお、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）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4）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。  

  

(3）利益配分に関する基本方針および当期・次期の配当 

 当社は、株主に対する利益還元を安定的かつ継続的に実施することを経営の重要課題のひとつと考えております。

利益配分につきましては、連結配当性向30％を目標とし、健全な財務状況を維持しつつ、企業価値の向上を図り、当

社の成長と発展に応じて利益還元を充実させていく方針であります。 

 当期の配当金につきましては、期末配当を500円とし、中間配当300円と合わせて年間800円とさせていただく予定

であります。 

 また、株主に対する利益還元の一環として、自己株式の取得を行っております。当期におきましては、529株を総

額19,109千円で取得しました。 

 なお、次期の配当金につきましては、１株につき年間800円とさせていただく予定であります。 

  

  平成19年４月期 平成20年４月期 平成21年４月期 平成22年４月期

自己資本比率（％）  86.3  89.9  93.7  88.7

時価ベースの自己資本比率（％）  136.6  50.7  32.5  73.7

キャッシュ・フロ－対有利子負債比率（％）  5.6 - - - 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  851.5  848.6  1,279.9 - 



(4）事業等のリスク 

 当社グループの事業展開その他に関するリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項は、以下のようなも

のがあります。当社グループの事業、業績および財務状況は、かかるリスクの要因のいずれによっても下落する可能

性があります。当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識したうえで発生の回避および発生した場合の対

応に努めております。  

①製品市況について  

 当社グループは、多層プリント配線板および半導体パッケージ基板の加工事業を展開しており、エレクトロニク

ス製品や半導体製品の市況に大きく影響を受ける状況にあります。 

 これらの製品は需要の変化が激しく技術の進歩も早いため、製品のライフサイクルが短くなる傾向にあります。

そのため、当社グループの業績は、これらの市況の変化により大きく影響を受ける可能性があります。 

②競合について     

 当社グループの主力加工であるフラットプラグ加工は、プリント配線板のスルーホールを樹脂で埋め、表面を平

滑加工するものであり、高機能プリント配線板の製造工程のひとつであります。 

 プリント配線板メーカーが同加工をより低いコストで内製化した場合、または当社グループより低い価格で同加

工を請負う競合他社が現れた場合、あるいはプリント配線板の製造技術の革新により同加工が不要になった場合、

当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

③特定の販売先について 

 当社グループは、特定の顧客に対する販売が全体の売上高に対して高い水準にありますが、当該販売先との間に

おいて、加工数量、価格等に関して将来にわたる継続的な取引契約は締結しておりません。 

 当該販売先が事業上または技術上の重要な問題等、何らかの理由により当社グループとの取引を削減することと

なった場合、当社グループの業績に大きく影響を及ぼす可能性があります。 

④設備機器の販売について  

 設備機器関連事業におきましては、主に設備機器、フッ素ケミカル製品、スクリーン印刷版を販売しておりま

す。この内、設備機器の販売につきましては、他の製品と比較して１件当たりの販売金額が大きいことから、その

販売状況によって当社グループの売上高は大きく変動する可能性があります。 

 また、設備機器の販売におきましては、製品の不具合により、顧客の検収が遅延し、売掛金の回収が長期化した

場合、当社グループの財政状態や経営成績に影響を与える可能性があります。  

⑤原材料等の供給について 

 当社グループは、多数の外部の取引先から原材料および部品を購入しておりますが、いくつかの原材料等につい

ては、一部の取引先に依存しています。原材料等の需給状況および市況環境によっては、生産に必要な原材料等の

調達不足が生じたり、製品コストの上昇要因となる場合があります。 

 また、効率的にかつ安いコストで原材料等の供給を受け続けられるかどうかは、当社グループがコントロールで

きていないものも含めて、多くの要因に影響を受けます。 

 これらの要因により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。  

⑥知的財産権について 

 当社グループが独自に開発した技術について、特許権その他の知的財産権を取得することは競争上の優位性をも

たらす一方で、その優位性の維持は保障されるわけではなく、技術の変化によっては、その価値を失う可能性があ

ります。 

 また、知的財産権等が広範囲にわたって保護できない場合や、広範囲にわたり当社グループの知的財産権が違法

に侵害されることによって訴訟等が生じた場合、多額の費用および経営資源が費やされる可能性があります。 

⑦その他  

 地震等の自然災害によって、原材料や部品の購入、生産、製品の販売、物流やサービスの提供などに遅延や停止

が生じる可能性があります。これらの遅延や停止が起こり、それらが長期間にわたる場合、当社グループの業績に

影響を及ぼす可能性があります。  

  



 当社グループ（当社および当社の関係会社）は、当社と子会社２社により構成されており、スクリーン印刷法を用

いてのプリント配線板の加工と、電子部品等に用いられるフッ素ケミカル材料の開発ならびに製造・販売、電子部品

の製造にかかる設備および加工材料の販売を主な事業としております。 

 当社グループの事業に係わる位置付けおよび事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおりであります。  

（1）プリント配線板加工事業  

 パソコンや携帯電話などの電子機器に搭載されるプリント配線板や半導体パッケージ基板をスクリーン印刷法等を

用いて加工しております。 

①フラットプラグ加工 

 当社が開発したプリント配線板のスルーホールの永久穴埋め加工であります。 

これは、多層プリント配線板等の各層間を導通させるために配置されたスルーホールを、スクリーン印刷法を用い

て樹脂で充填し、硬化した後、表面に平滑研磨を施す工法であります。 

 （主な関係会社）当社および広州野田電子有限公司 

（2）設備機器関連事業  

 電子部品の加工・製造にかかる設備およびスクリーン印刷版、加工材料、フッ素ケミカル材料の開発・製造・販売

を行っております。 

①電子部品の加工・製造にかかる設備の販売 

 プリント配線板加工用設備、電子部品洗浄設備等を電子部品製造メーカーに販売しております。 

 （主な関係会社）当社および香港野田電子有限公司 

②スクリーン印刷版および加工材料の製造・販売 

 スクリーン印刷に用いる版および、プリント配線板加工用材料の製造・販売を行っております。 

 （主な関係会社）当社 

③化学材料の開発・製造・販売 

 電子部品における防水・防錆・防汚・絶縁等に用いられるフッ素ケミカル材料の開発・製造・販売を行っており

ます。 

 （主な関係会社）当社  

 事業の系統図は、次のとおりであります。 

  

 
  

２．企業集団の状況



(1）会社の経営の基本方針 

 当社の経営の原点は「日々のモノ作りで流す汗、そこから生まれる独創的なアイデア」にあります。当社は、スク

リーン印刷技術を応用したプリント配線板の加工業として創業いたしました。創業以来独自の技術開発を推進し、ス

ルーホールの永久穴埋め工法であるフラットプラグ加工技術や真空印刷技術、平滑研磨技術、フッ素ケミカル製品開

発など、核となるさまざまな技術を生み出してまいりました。今後も新たな技術開発や既存技術の深耕をすすめ、社

会に対する新たな付加価値の創造に貢献し続けることにより、お客様から信頼される企業を目指してまいります。 

(2）目標とする経営指標 

 当社グループの経営指標につきましては、平成22年４月期を初年度とする中期経営計画（3ヵ年）において 終年

度売上高6,800百万円、経常利益1,311百万円を目標として取り組んでおります。 

(3）中長期的な会社の経営戦略および対処すべき課題 

①プリント配線板加工における技術革新と生産性の追求 

 プリント配線板においては、パソコンや家電製品の高性能化などにより、今後さらに難易度の高い加工要求が増

加するものと予想されます。そのような状況に対応すべく、次世代の充填・研磨工法開発への取組みを推進してま

いります。 

 また、既存の加工においては、生産技術革新活動および生産革新活動についてプロジェクト化し取り組むことに

より利益率の向上に努めてまいります。  

②フッ素ケミカル材料および電子部品材料における事業拡大 

 フッ素ケミカル材料および電子部品材料は、防湿・防錆・防汚・絶縁用途など、自動車業界や電子部品業界等の

幅広い分野で利用されております。このような状況において、当社はコア技術の育成と競争力のある商品の開発お

よび得意分野への深耕によって事業の強化を図ってまいります。また、本年12月を目処に山梨県上野原市に山梨工

場を開設し、開発・製造体制を強化してまいります。 

 設備機器販売につきましては、合併した子会社（株式会社エヌアイマテリアル）の営業チャンネルを有効に活用

し、継続的な受注を獲得してまいります。 

③薄膜コンデンサの事業化 

 エアロゾルＣＶＤを用いた薄膜コンデンサの開発においては、市場要求に合わせた 適な製品開発およびプロセ

ス設計を進め、早期事業化を目指してまいります。 

  

３．経営方針



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年４月30日) 

当連結会計年度 
(平成22年４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,653,541 3,140,618

受取手形及び売掛金 801,592 1,221,061

有価証券 142,593 142,087

商品及び製品 4,670 2,199

仕掛品 10,436 6,687

原材料及び貯蔵品 60,994 48,549

繰延税金資産 14,563 58,522

未収還付法人税等 110,590 －

その他 95,257 70,746

貸倒引当金 － △2,446

流動資産合計 3,894,240 4,688,026

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,658,367 2,644,999

減価償却累計額 △1,266,852 △1,372,318

建物及び構築物（純額） 1,391,515 1,272,681

機械装置及び運搬具 2,020,457 1,951,098

減価償却累計額 △1,537,502 △1,594,058

機械装置及び運搬具（純額） 482,954 357,040

工具、器具及び備品 195,586 206,710

減価償却累計額 △142,138 △165,916

工具、器具及び備品（純額） 53,447 40,793

土地 447,367 594,078

建設仮勘定 － 63,000

有形固定資産合計 2,375,284 2,327,593

無形固定資産   

その他 109,041 86,751

無形固定資産合計 109,041 86,751

投資その他の資産   

投資有価証券 358,693 375,882

長期貸付金 － 26,983

繰延税金資産 31,423 28,586

その他 95,437 89,212

貸倒引当金 △2,265 △16,841

投資その他の資産合計 483,289 503,823

固定資産合計 2,967,616 2,918,169

資産合計 6,861,856 7,606,195



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年４月30日) 

当連結会計年度 
(平成22年４月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 87,420 134,493

未払法人税等 2,380 289,016

賞与引当金 44,946 74,306

その他 168,856 234,734

流動負債合計 303,604 732,550

固定負債   

長期未払金 94,211 94,211

退職給付引当金 28,439 25,519

その他 5,000 5,000

固定負債合計 127,650 124,730

負債合計 431,254 857,281

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,196,350 1,196,350

資本剰余金 2,051,849 2,051,849

利益剰余金 3,314,782 3,651,622

自己株式 △173,069 △192,179

株主資本合計 6,389,912 6,707,642

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 10,466 19,164

繰延ヘッジ損益 － △51

為替換算調整勘定 30,222 22,157

評価・換算差額等合計 40,689 41,271

純資産合計 6,430,601 6,748,914

負債純資産合計 6,861,856 7,606,195



（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成21年４月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成22年４月30日) 

売上高 3,164,142 3,730,043

売上原価 1,905,273 1,939,420

売上総利益 1,258,869 1,790,622

販売費及び一般管理費   

役員報酬 147,285 91,331

給料 371,230 424,292

賞与引当金繰入額 27,061 48,073

役員退職慰労引当金繰入額 18,714 －

支払報酬 66,338 44,437

減価償却費 79,980 69,675

研究開発費 ※1  60,307 ※1  103,889

その他 381,335 379,880

販売費及び一般管理費合計 1,152,254 1,161,579

営業利益 106,614 629,042

営業外収益   

受取利息 3,328 20,820

受取配当金 1,179 799

受取賃貸料 26,144 41,914

その他 9,348 13,553

営業外収益合計 40,000 77,088

営業外費用   

支払利息 567 －

為替差損 18,034 12,070

貸与資産減価償却費 8,332 11,410

貸倒引当金繰入額 － 13,491

その他 63 93

営業外費用合計 26,998 37,066

経常利益 119,616 669,064

特別利益   

保険解約返戻金 15,786 －

特別利益合計 15,786 －

特別損失   

固定資産売却損 － ※2  8,312

固定資産除却損 ※3  1,777 ※3  1,144

減損損失 ※4  26,948 ※4  1,446

会員権売却損 － 7,514

貸倒引当金繰入額 140 －

その他 2,305 －

特別損失合計 31,171 18,417

税金等調整前当期純利益 104,231 650,646

法人税、住民税及び事業税 35,212 298,137

法人税等調整額 62,245 △47,031

法人税等合計 97,458 251,105

当期純利益 6,772 399,540



（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５月１日 
 至 平成21年４月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成22年４月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,196,350 1,196,350

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,196,350 1,196,350

資本剰余金   

前期末残高 2,051,849 2,051,849

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,051,849 2,051,849

利益剰余金   

前期末残高 3,464,285 3,314,782

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △5,790 1,476

当期変動額   

剰余金の配当 △150,485 △64,177

当期純利益 6,772 399,540

当期変動額合計 △143,712 335,363

当期末残高 3,314,782 3,651,622

自己株式   

前期末残高 △152,149 △173,069

当期変動額   

自己株式の取得 △20,919 △19,109

当期変動額合計 △20,919 △19,109

当期末残高 △173,069 △192,179

株主資本合計   

前期末残高 6,560,335 6,389,912

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △5,790 1,476

当期変動額   

剰余金の配当 △150,485 △64,177

当期純利益 6,772 399,540

自己株式の取得 △20,919 △19,109

当期変動額合計 △164,631 316,253

当期末残高 6,389,912 6,707,642



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成21年４月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成22年４月30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 28,929 10,466

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △18,462 8,697

当期変動額合計 △18,462 8,697

当期末残高 10,466 19,164

繰延ヘッジ損益   

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） － △51

当期変動額合計 － △51

当期末残高 － △51

為替換算調整勘定   

前期末残高 23,167 30,222

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 7,055 △8,064

当期変動額合計 7,055 △8,064

当期末残高 30,222 22,157

評価・換算差額等合計   

前期末残高 52,096 40,689

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △11,407 582

当期変動額合計 △11,407 582

当期末残高 40,689 41,271

純資産合計   

前期末残高 6,612,432 6,430,601

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △5,790 1,476

当期変動額   

剰余金の配当 △150,485 △64,177

当期純利益 6,772 399,540

自己株式の取得 △20,919 △19,109

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △11,407 582

当期変動額合計 △176,039 316,835

当期末残高 6,430,601 6,748,914



（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５月１日 
 至 平成21年４月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成22年４月30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 104,231 650,646

減価償却費 322,946 305,108

減損損失 26,948 1,446

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,756 △2,919

有形固定資産売却損益（△は益） － 8,312

有形固定資産除却損 1,777 1,144

受取利息及び受取配当金 △4,508 △21,619

支払利息 567 －

売上債権の増減額（△は増加） 823,622 △450,407

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,951 18,308

仕入債務の増減額（△は減少） △238,505 48,281

前渡金の増減額（△は増加） △44,053 41,673

その他 △63,733 132,870

小計 933,098 732,847

利息及び配当金の受取額 4,508 20,076

利息の支払額 △567 －

法人税等の還付額 － 117,271

法人税等の支払額 △210,095 △25,438

営業活動によるキャッシュ・フロー 726,943 844,756

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 △700,197 △45,215

定期預金の払戻による収入 300,318 300,000

有形固定資産の取得による支出 △143,107 △310,166

有形固定資産の売却による収入 － 2,145

無形固定資産の取得による支出 △34,348 △1,268

投資有価証券の取得による支出 △304,335 △2,546

貸付けによる支出 △12,428 －

貸付金の回収による収入 12,428 566

その他 14,796 43,672

投資活動によるキャッシュ・フロー △866,873 △12,810

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △20,919 △19,109

配当金の支払額 △148,743 △64,192

財務活動によるキャッシュ・フロー △169,663 △83,302

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6,636 △9,107

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △316,230 739,535

現金及び現金同等物の期首残高 2,612,365 2,296,135

現金及び現金同等物の期末残高 2,296,135 3,035,671



 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５月１日 
至 平成21年４月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年５月１日 
至 平成22年４月30日） 

１．連結の範囲に関する事項 連結の範囲に含めた会社  ３社 

  主要な連結子会社の名称 

   ㈱エヌアイマテリアル 

      広州野田電子有限公司 

      香港野田電子有限公司  

連結の範囲に含めた会社  ２社 

  主要な連結子会社の名称 

   広州野田電子有限公司 

      香港野田電子有限公司 

株式会社エヌアイマテリアルは平成21年

５月１日付で当社を存続会社とする吸収

合併を行い解散したため、連結の範囲か

ら除外しております。     

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、広州野田電子有限公

司の決算日は、12月31日であります。 

連結財務諸表の作成に当たっては、3月31

日を仮決算日とする財務諸表を使用してお

ります。 

 また、香港野田電子有限公司の決算日

は、3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、連結決算日までの期間に発生し

た重要な取引については、連結上必要な調

整を行っております。 

同左 

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）満期保有目的の債券 

 償却原価法 

(1) 有価証券  

 (イ）満期保有目的の債券 

同左 

   (ロ）その他有価証券 

時価のあるもの 

        決算日の市場価格等に基づく時 

        価法（評価差額は全部純資産直 

        入法により処理し、売却原価は 

        移動平均法） 

 (ロ）その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

  (2) デリバティブ 

   時価法 

(2) デリバティブ 

同左 

  (3) たな卸資産 (3) たな卸資産 

  総平均法による原価法（収益性の低下

による簿価切下げの方法） 

 なお、連結子会社の原材料・貯蔵品

については、 終仕入原価法によって

おります。  

同左 



  

項目 
前連結会計年度

（自 平成20年５月１日 
至 平成21年４月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年５月１日 
至 平成22年４月30日） 

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 
(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 

当社および国内連結子会社は定率法

を、また、在外連結子会社は定額法を

採用しております。 

ただし、平成10年４月１日以降に取得

した建物（附属設備を除く）について

は定額法 
  
主な耐用年数 

建物及び構築物   10年～50年 

機械装置及び運搬具 ４年～10年  

(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  (2) 無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法 

ただし、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法 

(2) 無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  (3) 長期前払費用 

定額法 

(3) 長期前払費用 

同左 

(3) 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。なお、在

外子会社等の資産および負債、収益および

費用は、在外子会社の仮決算日の直物為替

相場により円貨に換算し、換算差額は純資

産の部における為替換算調整勘定に含めて

計上しております。 

同左 

(4) 重要な引当金の計上基

準 

(1) 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上しております。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

  (2) 賞与引当金 

従業員の賞与の支払いに備えるため、

将来の支給見込額のうち当連結会計年

度の負担額を計上しております。 

(2) 賞与引当金 

同左 

  (3) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務お

よび年金資産の見込額に基づき計上し

ております。 

(3) 退職給付引当金 

同左 



項目 
前連結会計年度

（自 平成20年５月１日 
至 平成21年４月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年５月１日 
至 平成22年４月30日） 

(5) 重要なヘッジ会計の方

法 

(1) ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用しております。

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満たしている場合

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 

当連結会計年度にヘッジ会計を適用し

たヘッジ対象とヘッジ手段は以下のと

おりであります。 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  (イ)ヘッジ手段・・・為替予約 (イ)ヘッジ手段・・・同左 

  (ロ)ヘッジ対象・・・外貨建売上債権 (ロ)ヘッジ対象・・・同左 

  (3) ヘッジ方針 

主に当社の内規である「為替予約取引

内規」に基づき、為替変動リスクをヘ

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 

ヘッジ対象の相場変動とヘッジ手段の

相場変動の累計を比較し、その変動額

の比率によって有効性を評価しており

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

成のための基本となる

重要な事項 

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理は、税

抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 

４．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産および負債の評価につ

いては、全面時価評価法を採用しておりま

す。 

────── 

５．のれんおよび負ののれん

の償却に関する事項 

 のれんおよび負ののれんは発生しており

ません。 

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、随時引出し可能な預金および

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５月１日 
至 平成21年４月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年５月１日 
至 平成22年４月30日）  

（1）重要な資産の評価基準および評価方法の変更 

「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）を当連結会計年度

より採用し、評価基準については、原価法から原価法

（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更して

おります。 

 また、原材料・貯蔵品は、従来、評価方法として

終仕入原価法を採用しておりましたが、総平均法によ

る原価法に変更しました。なお、この変更による影響

額は軽微であります。 

（2）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））および「リース取引に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６

年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員

会）、平成19年３月30日改正））を適用し、通常の売

買取引に係る方法に準じた会計処理によっておりま

す。なお、この変更による損益への影響はありませ

ん。  

（3）「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」の適用 

「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）を当連結会計年度より適用し、連結決算

上必要な修正を行っております。なお、この変更によ

る損益への影響はありません。  

────── 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

────── 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

──────  

  

  

  

  

  

  

（4）企業結合に関する会計基準の適用 

 「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 

平成20年12月26日）、「連結財務諸表に関する会計基準」

（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「「研究開

発費等に係る会計基準」の一部改正」（企業会計基準第23

号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基

準」（企業会計基準第７号 平成20年12月26日）、「持分

法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年12

月26日）および「企業結合会計基準及び事業分離等会計基

準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平

成20年12月26日）が平成21年４月１日以後開始する連結会

計年度において 初に実施される企業結合および事業分離

等から適用することができることになったことに伴い、当

連結会計年度よりこれらの会計基準等を早期適用しており

ます。  



  

  

表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年５月１日 
至 平成21年４月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年５月１日 
至 平成22年４月30日） 

（連結貸借対照表） 

 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣

府令第50号）が適用となることに伴い、前連結会計年度

において、「たな卸資産」として掲記されていたもの

は、当連結会計年度から「商品及び製品」「仕掛品」

「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しております。なお、

前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商品及び

製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」はそれぞれ

3,942千円、11,480千円、55,669千円であります。 

────── 

  

追加情報

前連結会計年度 
（自 平成20年５月１日 
至 平成21年４月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年５月１日 
至 平成22年４月30日） 

（役員退職慰労引当金） 

 当社は、平成20年７月24日開催の定時株主総会の日を

もって、役員退職慰労金制度を廃止しました。なお、当

該総会までの期間に対応する役員退職慰労金相当額につ

いては長期未払金に振り替えております。 

（貸与資産減価償却費）  

 従来、営業外収益中の賃貸料に対応する賃貸原価を販

売費及び一般管理費に計上しておりましたが、賃貸資産

が増加したことおよび賃貸料に対する費用を適正に表示

するため、当連結会計年度より営業外費用に「貸与資産

減価償却費」として計上することに変更いたしました。 

 この変更により、従来と同一の方法によった場合と比

較して、営業利益が8,332千円増加しております。な

お、経常利益に対する影響はありません。 

────── 

  

  

  

  

──────  



注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成21年４月30日） 

当連結会計年度 
（平成22年４月30日） 

────── ────── 

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年５月１日 
至 平成21年４月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年５月１日 
至 平成22年４月30日） 

※１ 一般管理費および当期製造費用に含まれる研究開発

費 

※１ 一般管理費および当期製造費用に含まれる研究開発

費 

   60,307 千円    103,889 千円 

   ───── ※２ 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。 

  建物 5,509千円 

機械装置 2,132千円 

土地 670千円 

※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 1,424千円 

工具、器具及び備品 203千円 

車両運搬具 150千円 

機械装置 6千円 

工具、器具及び備品 1,137千円 

※４ 減損損失 ※４ 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

資産について減損損失を計上しました。 

    当連結会計年度において、当社グループは以下の

資産について減損損失を計上しました。 

場所 種類 用途    金額    

愛知県 

小牧市 
プリント配線板加工設備 遊休資産 千円14,140

中国 

広州市 
プリント配線板加工設備 遊休資産 千円10,798

愛知県 

小牧市 
フッ素ケミカル製造装置 遊休資産 千円2,009

場所 種類 用途    金額    

愛知県 

小牧市 
プリント配線板加工設備 遊休資産 千円1,427

愛知県 

小牧市
フッ素ケミカル製造装置 遊休資産 千円19

    当社グループは、事業用資産については各事業部

門別、遊休資産については個別物件単位を独立した

キャッシュ・フローを生む 小の単位として資産グ

ルーピングを行っております。 

 上記資産は遊休状態であり、今後の使用見込みも

ないため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当

該減少額を減損損失として特別損失に計上しまし

た。 

 なお、当資産の回収可能価額は正味売却価額によ

り測定しており、正味売却価額については、他への

転用や売却が見込めないため零円としております。

    当社グループは、事業用資産については各事業部

門別、遊休資産については個別物件単位を独立した

キャッシュ・フローを生む 小の単位として資産グ

ルーピングを行っております。 

 上記資産は遊休状態であり、今後の使用見込みも

ないため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当

該減少額を減損損失として特別損失に計上しまし

た。 

 なお、当資産の回収可能価額は正味売却価額によ

り測定しており、正味売却価額については、他への

転用や売却が見込めないため零円としております。



前連結会計年度（自 平成20年５月１日 至 平成21年４月30日） 

１．発行済株式の種類および総数並びに自己株式の種類および株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加675株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加であります。  

２．新株予約権およ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（株） 

当連結会計年度
増加株式数（株） 

当連結会計年度 
減少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式   110,393  －  －  110,393

合計  110,393  －  －  110,393

自己株式         

普通株式 （注）  2,566  675  －  3,241

合計  2,566  675  －  3,241

  
（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７月24日 

定時株主総会 
普通株式  75,478  700 平成20年４月30日 平成20年７月25日 

平成20年12月1日 

取締役会 
普通株式  75,006  700 平成20年10月31日 平成20年12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21年７月24日 

定時株主総会 
普通株式  32,145  利益剰余金  300 平成21年４月30日 平成21年７月27日



当連結会計年度（自 平成21年５月１日 至 平成22年４月30日） 

１．発行済株式の種類および総数並びに自己株式の種類および株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加529株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加であります。  

２．新株予約権およ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（株） 

当連結会計年度
増加株式数（株） 

当連結会計年度 
減少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式   110,393  －  －  110,393

合計  110,393  －  －  110,393

自己株式         

普通株式 （注）  3,241  529  －  3,770

合計  3,241  529  －  3,770

  
（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７月24日 

定時株主総会 
普通株式  32,145  300 平成21年４月30日 平成21年７月27日 

平成21年12月3日 

取締役会 
普通株式  32,031  300 平成21年10月31日 平成21年12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７月23日 

定時株主総会 
普通株式  53,311  利益剰余金  500 平成22年４月30日 平成22年７月26日



 金融商品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。 

  

（追加情報） 

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

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

  

（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５月１日 
至 平成21年４月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年５月１日 
至 平成22年４月30日） 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

（平成21年４月30日現在） （平成22年４月30日現在） 

現金及び預金 2,653,541千円 

預入期間が３ヶ月を超える 

定期預金 

△500,000千円 

有価証券（ＭＭＦ） 142,593千円 

現金及び現金同等物 2,296,135千円 

現金及び預金 3,140,618千円 

預入期間が３ヶ月を超える 

定期預金 

△247,035千円 

有価証券（ＭＭＦ） 142,087千円 

現金及び現金同等物 3,035,671千円 

（金融商品関係）



１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

  

２．その他有価証券で時価のあるもの 

  

（有価証券関係）

  種類 

前連結会計年度（平成21年４月30日） 当連結会計年度（平成22年４月30日）

連結貸借対照表
計上額 
（千円） 

時価
（千円） 差額（千円）

連結貸借対照表
計上額 

（千円） 

時価 
（千円） 差額（千円）

連結貸借対照

表計上額が取

得原価を超え

るもの 

① 国債・

地方債等 
 －  －  －  －  －  －

② 社債  －  －  －  －  －  －

③ その他  －  －  －  300,000  322,326  22,326

小計  －  －  －  300,000  322,326  22,326

連結貸借対照

表計上額が取

得原価を超え

ないもの 

① 国債・

地方債等 
 －  －  －  －  －  －

② 社債  －  －  －  －  －  －

③ その他  －  －  －  －  －  －

小計  －  －  －  －  －  －

合計  －  －  －  300,000  322,326  22,326

  種類

前連結会計年度（平成21年４月30日） 当連結会計年度（平成22年４月30日）

取得原価
（千円） 

連結貸借対照
表計上額 

（千円） 
差額（千円）

取得原価
（千円） 

連結貸借対照
表計上額 

（千円） 
差額（千円）

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えるもの 

(1）株式  30,834  51,763  20,928  43,618  75,882  32,263

(2）債券             

① 国債・地方債等  －  －  －  －  －  －

② 社債  －  －  －  －  －  －

③ その他  －  －  －  －  －  －

(3）その他  －  －  －  －  －  －

小計  30,834  51,763  20,928  43,618  75,882  32,263

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの 

(1）株式  10,238  6,930  △3,308  －  －  －

(2）債券             

① 国債・地方債等  －  －  －  －  －  －

② 社債  －  －  －  －  －  －

③ その他  －  －  －  －  －  －

(3）その他  －  －  －  －  －  －

小計  10,238  6,930  △3,308  －  －  －

合計  41,072  58,693  17,620  43,618  75,882  32,263



３．時価評価されていない主な有価証券の内容  

４．その他有価証券のうち満期があるものおよび満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

  

  

前連結会計年度
（平成21年４月30日） 

連結貸借対照表計上額（千円）

(１)満期保有目的の債券   

非上場外国債券  300,000

(２)その他有価証券   

マネー・マネージメント・ファンド  142,593

  

前連結会計年度（平成21年４月30日）

１年以内
（千円） 

１年超５年
以内 
（千円） 

５年超10年
以内 
（千円） 

10年以内
（千円） 

１．債券         

(1) 国債・地方債等  －  －  －  －

(2) 社債  －  －  －  －

(3) その他  －  300,000  －  －

２．その他  －  －  －  －

合計  －  300,000  －  －



  

 デリバティブ取引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。 

  

１．採用している退職給付制度の概要 

 当社グループは、確定給付型の制度として確定給付企業年金制度と退職一時金制度を採用しております。

２．退職給付債務およびその内訳 

     （注）当社グループは、退職給付債務の計算にあたり、簡便法を採用しております。 

３．退職給付費用の内訳 

     （注）当社グループは、退職給付費用の計算にあたり、簡便法を採用しております。 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

       当社グループは、簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。  

  

 該当事項はありません。 

（デリバティブ取引関係）

（退職給付関係）

  
前連結会計年度

（平成21年４月30日） 
当連結会計年度

（平成22年４月30日） 

退職給付債務     

(1）退職給付債務（千円）  △123,347  △133,346

(2）年金資産（千円）  94,907  107,826

(3）未積立退職給付債務（千円） 

（(1）＋(2）） 
 △28,439  △25,519

(4）退職給付引当金（千円）  △28,439  △25,519

  
前連結会計年度

（自 平成20年５月１日 
至 平成21年４月30日） 

当連結会計年度
（自 平成21年５月１日 
至 平成22年４月30日） 

退職給付費用     

(1）簡便法による退職給付費用（千円）  31,063  △2,919

（ストック・オプション等関係）



（税効果会計関係）

前連結会計年度 
（平成21年４月30日） 

当連結会計年度 
（平成22年４月30日） 

１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生原因別の内訳 １．繰延税金資産および繰延税金負債の発生原因別の内訳

繰延税金資産（流動）     

賞与引当金繰入限度超過額 18,344千円 

その他 3,076千円 

  繰延税金資産（流動）総計 21,420千円 

繰延税金負債（流動）     

未収事業税等 △6,857千円 

  繰延税金負債（流動）総計 △6,857千円 

  繰延税金資産（流動）純額 14,563千円 

繰延税金資産（固定）     

長期未払金 38,329千円 

少額減価償却資産否認 942千円 

会員権評価損否認 9,089千円 

退職給付引当金 11,587千円 

研究開発費否認 10,811千円 

減損損失 53,044千円 

繰越欠損金 60,839千円 

その他 10,210千円 

繰延税金資産（固定）小計 194,855千円 

 評価性引当金 △153,276千円 

繰延税金資産（固定）総計 41,579千円 

繰延税金負債（固定）     

その他有価証券評価差額 △7,154千円 

その他 △3,001千円 

繰延税金負債（固定）総計 △10,155千円 

繰延税金資産（固定）純額 31,423千円 

繰延税金資産合計 45,987千円 

繰延税金資産（流動）     

賞与引当金繰入限度超過額 30,168千円 

未払事業税否認 23,588千円 

その他 4,766千円 

  繰延税金資産（流動）総計 58,522千円 

  繰延税金資産（流動）純額 58,522千円 

繰延税金資産（固定）     

長期未払金 38,249千円 

少額減価償却資産否認 1,968千円 

会員権評価損否認 3,271千円 

退職給付引当金 10,360千円 

研究開発費否認 17,155千円 

減損損失 50,185千円 

繰越欠損金 57,862千円 

その他 9,923千円 

繰延税金資産（固定）小計 188,977千円 

 評価性引当金 △143,627千円 

繰延税金資産（固定）総計 45,350千円 

繰延税金負債（固定）     

その他有価証券評価差額 △13,099千円 

その他 △3,665千円 

繰延税金負債（固定）総計 △16,764千円 

繰延税金資産（固定）純額 28,586千円 

繰延税金資産合計 87,109千円 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな

った主要な項目別の内訳 

  

法定実効税率 40.6％ 

（調整）    

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.0％ 

試験研究費特別控除 △3.7％ 

住民税均等割額 2.5％ 

評価性引当による減額修正 46.4％ 

繰越欠損金等税効果未認識差異 14.6％ 

その他 △7.9％ 

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 93.5％ 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな

った主要な項目別の内訳 

 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であるた

め注記を省略しております。 
  
  



当連結会計年度（自 平成21年５月１日 至 平成22年４月30日） 

共通支配下の取引等 

１．結合当事企業の名称およびその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目的を含む取

引の概要 

（１）結合当事企業の名称およびその事業の内容 

 ①結合企業 

 名称    株式会社野田スクリーン  

 事業の内容 プリント配線板加工事業、設備機器関連事業 

 ②被結合企業 

 名称    株式会社エヌアイマテリアル 

 事業の内容 設備機器関連事業 

（２）企業結合の法的形式および結合後企業の名称 

 当社を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社エヌアイマテリアルは解散し、結合後企業の名称は株式会社野田

スクリーン（当社）であります。 

（３）取引の目的を含む取引の概要 

 中長期経営戦略の実効性を高め、既存事業の拡大と新規事業の創出を加速し、グループにおける経営基盤の強化、

経営スピードのアップおよび中長期にわたる企業価値の 大化を図ることを目的に、平成21年５月１日付で100％

子会社である株式会社エヌアイマテリアルを吸収合併いたしました。 

２．実施した会計処理の概要 

 本合併は、「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成15年10月31日）および「企業結合会計基準及び事

業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 改正平成19年11月15日）に基づき、共通支

配下の取引として会計処理を行っております。  

（企業結合等関係）



当連結会計年度（自 平成21年５月１日 至 平成22年４月30日） 

 当社グループは愛知県小牧市において、賃貸用の設備（土地を含む）を有しております。 

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

す。  

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

     あります。 

   ２．賃貸等不動産の当連結会計年度増減額のうち、減少額は減価償却実施額によるものであります。 

   ３．当連結会計年度末の時価は、社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく金額であります。 

  

（追加情報） 

 当連結会計年度より、「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第20号 平成20年11月28日）

および「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第23号 平成20年11月28

日）を適用しております。 

  

（賃貸等不動産関係）

 連結貸借対照表計上額（千円） 当連結会計年度末の時価 

（千円） 前連結会計年度末残高 当連結会計年度増減額 当連結会計年度末残高 

 147,976  △1,742  146,233  76,000 



前連結会計年度（自平成20年５月１日 至平成21年４月30日） 

   

当連結会計年度（自平成21年５月１日 至平成22年４月30日） 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
プリント配線
板加工事業 

（千円） 

設備機器関連
事業（千円） 

計（千円）
消去又は全社 
（千円） 

連結（千円）

Ⅰ 売上高および営業損益           

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  2,063,201  1,100,941  3,164,142  －  3,164,142

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  50,351  50,351  (50,351)  －

計  2,063,201  1,151,292  3,214,493  (50,351)  3,164,142

営業費用  1,614,521  1,024,005  2,638,526  419,001  3,057,528

営業利益  448,679  127,287  575,967  (469,352)  106,614

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失お

よび資本的支出 
          

資産  2,895,980  817,519  3,713,500  3,148,355  6,861,856

減価償却費  242,771  17,172  259,943  63,003  322,946

減損損失  27,869  2,009  29,879  (2,930)  26,948

資本的支出  151,350  30,138  181,488  48,946  230,435

  
プリント配線
板加工事業 

（千円） 

設備機器関連
事業（千円） 

計（千円）
消去又は全社 
（千円） 

連結（千円）

Ⅰ 売上高および営業損益           

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  2,513,152  1,216,890  3,730,043  －  3,730,043

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  1,249  1,249  (1,249)  －

計  2,513,152  1,218,139  3,731,292  (1,249)  3,730,043

営業費用  1,727,882  921,055  2,648,938  452,061  3,101,000

営業利益  785,269  297,083  1,082,353  (453,310)  629,042

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失お

よび資本的支出 
          

資産  2,891,800  597,077  3,488,877  4,117,317  7,606,195

減価償却費  231,165  17,232  248,397  56,711  305,108

減損損失  1,427  19  1,446  －  1,446

資本的支出  20,564  221,316  241,880  13,531  255,412



 （注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各事業の主な製品 

(1）プリント配線板加工事業……フラットプラグ加工 

(2）設備機器関連事業……設備機器、フッ素ケミカル製品、スクリーン印刷版 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、当社の総務部門等管理部門

にかかる費用であり、前連結会計年度は479,731千円、当連結会計年度は455,152千円であります。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、当社での余資運用資金（現金および有価

証券）、長期投資資金（投資有価証券）および管理部門に係る資産等であり、前連結会計年度は3,496,474

千円、当連結会計年度は4,355,812千円であります。 

  

前連結会計年度（自平成20年５月１日 至平成21年４月30日）および当連結会計年度（自平成21年５月１日 

至平成22年４月30日） 

 本邦の売上高および資産の金額は、全セグメントの売上高の合計および全セグメントの資産の金額に占める

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５月１日 至平成21年４月30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．各区分に属する国または地域の内訳は次のとおりであります。 

（1）東アジア・・・・・・・・・・中国、台湾、韓国 

（2）東南アジア・・・・・・・・・ベトナム、インドネシア、マレーシア 

３．海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国また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５月１日 至平成22年４月30日） 

 海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

       

前連結会計年度（自平成20年５月１日 至平成21年４月30日） 

 該当事項はありません。  

当連結会計年度（自平成21年５月１日 至平成22年４月30日） 

 該当事項はありません。  

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高

  東アジア 東南アジア  計

Ⅰ 海外売上高（千円）  344,454  7,774  352,229

Ⅱ 連結売上高（千円）              3,164,142

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  10.9  0.2  11.1

（関連当事者情報）



  （注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 前連結会計年度（自平成20年５月１日 至平成21年４月30日）および当連結会計年度（自平成21年５月１日 

至平成22年４月30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５月１日 
至 平成21年４月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年５月１日 
至 平成22年４月30日） 

１株当たり純資産額 円 銭60,013 83 １株当たり純資産額 円 銭63,296 98

１株当たり当期純利益 円 銭63 09 １株当たり当期純利益 円 銭3,741 69

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  
前連結会計年度

（自 平成20年５月１日 
至 平成21年４月30日） 

当連結会計年度
（自 平成21年５月１日 
至 平成22年４月30日） 

当期純利益（千円）  6,772  399,540

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）  6,772  399,540

期中平均株式数（株）  107,356.51  106,780.78

（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４月30日) 

当事業年度 
(平成22年４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,221,448 3,082,808

受取手形 40,140 107,481

売掛金 ※  590,636 ※  1,065,986

有価証券 142,593 142,087

商品及び製品 442 2,199

仕掛品 5,817 6,687

原材料及び貯蔵品 22,200 43,574

前渡金 4,004 125

前払費用 14,221 14,892

繰延税金資産 12,128 58,522

関係会社短期貸付金 88,002 37,628

未収還付法人税等 103,447 －

その他 22,077 39,585

流動資産合計 3,267,161 4,601,580

固定資産   

有形固定資産   

建物 2,523,226 2,526,777

減価償却累計額 △1,181,939 △1,282,515

建物（純額） 1,341,286 1,244,262

構築物 86,219 86,919

減価償却累計額 △59,190 △66,526

構築物（純額） 27,029 20,393

機械及び装置 1,821,410 1,781,133

減価償却累計額 △1,470,259 △1,524,232

機械及び装置（純額） 351,150 256,901

車両運搬具 2,863 7,146

減価償却累計額 △2,755 △3,638

車両運搬具（純額） 108 3,508

工具、器具及び備品 130,318 187,047

減価償却累計額 △98,628 △149,065

工具、器具及び備品（純額） 31,690 37,981

土地 372,343 594,078

建設仮勘定 － 63,000

有形固定資産合計 2,123,608 2,220,124

無形固定資産   

借地権 12,897 12,897

ソフトウエア 91,530 69,940

施設利用権 3,245 2,792

電話加入権 971 1,122

無形固定資産合計 108,643 86,751



（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年４月30日) 

当事業年度 
(平成22年４月30日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 358,693 375,882

関係会社株式 46,399 15,500

関係会社出資金 250,000 250,000

長期前払費用 8,703 2,910

関係会社長期貸付金 76,890 58,628

繰延税金資産 24,794 24,778

差入保証金 30,931 29,059

保険積立金 33,989 50,857

会員権 14,780 2,990

破産更生債権等 － 2,584

貸倒引当金 △2,265 △3,349

投資損失引当金 △125,000 △125,000

投資その他の資産合計 717,916 684,841

固定資産合計 2,950,168 2,991,717

資産合計 6,217,329 7,593,297

負債の部   

流動負債   

買掛金 ※  42,772 122,496

未払金 ※  134,421 140,538

未払費用 23,121 28,148

未払法人税等 － 288,209

未払消費税等 － 52,976

預り金 4,862 7,446

賞与引当金 38,089 74,306

その他 6,230 5,025

流動負債合計 249,498 719,148

固定負債   

長期未払金 88,511 94,211

退職給付引当金 25,486 25,519

その他 5,000 5,000

固定負債合計 118,997 124,730

負債合計 368,496 843,879



（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年４月30日) 

当事業年度 
(平成22年４月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,196,350 1,196,350

資本剰余金   

資本準備金 2,051,849 2,051,849

資本剰余金合計 2,051,849 2,051,849

利益剰余金   

利益準備金 40,100 40,100

その他利益剰余金   

別途積立金 600,000 600,000

繰越利益剰余金 2,123,135 3,034,184

利益剰余金合計 2,763,235 3,674,284

自己株式 △173,069 △192,179

株主資本合計 5,838,366 6,730,304

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 10,466 19,164

繰延ヘッジ損益 － △51

評価・換算差額等合計 10,466 19,113

純資産合計 5,848,832 6,749,418

負債純資産合計 6,217,329 7,593,297



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成21年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成22年４月30日) 

売上高   

製品売上高 2,154,656 3,122,325

商品売上高 139,170 478,593

売上高合計 2,293,826 3,600,918

売上原価   

製品期首たな卸高 － 4,040

当期製品製造原価 1,225,838 1,565,270

合計 1,225,838 1,569,311

製品期末たな卸高 442 2,079

他勘定振替高 － 3,484

製品売上原価 1,225,396 1,563,746

商品期首たな卸高 － 630

当期商品仕入高 94,595 282,651

合計 94,595 283,281

商品期末たな卸高 － 120

商品売上原価 94,595 283,161

売上原価合計 1,319,992 1,846,908

売上総利益 973,834 1,754,009

販売費及び一般管理費   

運賃 23,742 27,022

広告宣伝費 5,436 1,847

役員報酬 119,950 91,331

給料 284,162 417,075

賞与 27,050 49,304

賞与引当金繰入額 21,197 48,073

退職給付費用 9,282 6,696

退職金 3,160 1,609

役員退職慰労引当金繰入額 13,014 －

法定福利費 48,859 66,234

福利厚生費 11,902 14,321

交際費 2,156 3,518

旅費及び交通費 19,043 39,701

通信費 5,605 7,187

消耗品費 13,229 25,754

支払手数料 18,792 16,767

支払報酬 53,613 42,236

研究開発費 ※1  60,348 ※1  103,889

租税公課 14,934 19,972

減価償却費 66,625 68,552

賃借料 11,310 13,024

保険料 7,481 13,491

貸倒引当金繰入額 － 2,584

雑費 55,600 59,452

販売費及び一般管理費合計 896,503 1,139,648

営業利益 77,331 614,361



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成21年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成22年４月30日) 

営業外収益   

受取利息 ※5  6,096 ※5  5,624

有価証券利息 － 16,189

受取配当金 1,179 799

受取家賃 ※5  7,840 13,714

受取賃貸料 25,584 28,200

雑収入 5,687 ※5  13,582

営業外収益合計 46,389 78,110

営業外費用   

為替差損 13,769 10,017

貸与資産減価償却費 8,332 11,410

営業外費用合計 22,101 21,427

経常利益 101,618 671,044

特別利益   

保険解約返戻金 15,590 －

抱合せ株式消滅差益 － 572,325

特別利益合計 15,590 572,325

特別損失   

固定資産売却損 － ※2  8,312

固定資産除却損 ※3  1,642 ※3  1,144

減損損失 ※4  14,140 ※4  1,446

投資損失引当金繰入額 125,000 －

会員権売却損 － 7,514

貸倒引当金繰入額 140 －

その他 2,305 －

特別損失合計 143,228 18,417

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △26,019 1,224,952

法人税、住民税及び事業税 21,899 297,251

法人税等調整額 58,611 △47,525

法人税等合計 80,510 249,726

当期純利益又は当期純損失（△） △106,529 975,226



 （注）※１．経費のうち主なものは、前事業年度減価償却費204,407千円、動力費100,631千円、消耗品費290,578千

円、当事業年度減価償却費199,203千円、動力費84,622千円、消耗品費410,663千円であります。 

２．原価計算の方法 

当社の原価計算の方法は、実際原価計算による工程別総合原価計算であります。 

製造原価明細書

    
前事業年度

（自 平成20年５月１日 
至 平成21年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年５月１日 
至 平成22年４月30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    127,552  10.4  347,550  22.2

Ⅱ 労務費    376,911  30.6  380,489  24.4

Ⅲ 経費 ※１  725,290  59.0  833,481  53.4

当期総製造費用    1,229,755  100.0  1,561,520  100.0

期首仕掛品たな卸高    1,901    10,436   

合計    1,231,656    1,571,957   

期末仕掛品たな卸高    5,817    6,687   

当期製品製造原価    1,225,838    1,565,270   

            



（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５月１日 
 至 平成21年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成22年４月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,196,350 1,196,350

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,196,350 1,196,350

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 2,051,849 2,051,849

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,051,849 2,051,849

資本剰余金合計   

前期末残高 2,051,849 2,051,849

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,051,849 2,051,849

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 40,100 40,100

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 40,100 40,100

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 600,000 600,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 600,000 600,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 2,380,150 2,123,135

当期変動額   

剰余金の配当 △150,485 △64,177

当期純利益又は当期純損失（△） △106,529 975,226

当期変動額合計 △257,014 911,048

当期末残高 2,123,135 3,034,184

利益剰余金合計   

前期末残高 3,020,250 2,763,235

当期変動額   

剰余金の配当 △150,485 △64,177

当期純利益又は当期純損失（△） △106,529 975,226

当期変動額合計 △257,014 911,048

当期末残高 2,763,235 3,674,284



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成21年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成22年４月30日) 

自己株式   

前期末残高 △152,149 △173,069

当期変動額   

自己株式の取得 △20,919 △19,109

当期変動額合計 △20,919 △19,109

当期末残高 △173,069 △192,179

株主資本合計   

前期末残高 6,116,300 5,838,366

当期変動額   

剰余金の配当 △150,485 △64,177

当期純利益又は当期純損失（△） △106,529 975,226

自己株式の取得 △20,919 △19,109

当期変動額合計 △277,934 891,938

当期末残高 5,838,366 6,730,304

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 28,929 10,466

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △18,462 8,697

当期変動額合計 △18,462 8,697

当期末残高 10,466 19,164

繰延ヘッジ損益   

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） － △51

当期変動額合計 － △51

当期末残高 － △51

評価・換算差額等合計   

前期末残高 28,929 10,466

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △18,462 8,646

当期変動額合計 △18,462 8,646

当期末残高 10,466 19,113

純資産合計   

前期末残高 6,145,230 5,848,832

当期変動額   

剰余金の配当 △150,485 △64,177

当期純利益又は当期純損失（△） △106,529 975,226

自己株式の取得 △20,919 △19,109

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △18,462 8,646

当期変動額合計 △296,397 900,585

当期末残高 5,848,832 6,749,418



 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５月１日 
至 平成21年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年５月１日 
至 平成22年４月30日） 

１．有価証券の評価基準およ

び評価方法 

(1）満期保有目的の債券 

   償却原価法 

(1）満期保有目的の債券 

同左 

  (2）子会社株式等 

移動平均法による原価法 

(2）子会社株式等 

同左 

  (3）その他有価証券 

時価のあるもの 

   決算日の市場価格等に基づく時価 

   法（評価差額は全部純資産直入法 

   により処理し、売却原価は移動平 

   均法） 

(3）その他有価証券 

時価のあるもの 

         同左 

  時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

２．デリバティブの評価基準

および評価方法 

デリバティブ 

時価法 

デリバティブ 

同左 

 ３. たな卸資産の評価基準お

   よび評価方法 

たな卸資産 

 総平均法による原価法（収益性の低下に

  よる簿価切下げの方法）  

たな卸資産 

同左 

４．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

   定率法 

ただし、平成10年４月１日以降に取

得した建物（附属設備を除く）につ

いては定額法 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  主な耐用年数 

建物       10年～50年 

機械及び装置      ６年 

  

  (2）無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法 

ただし、自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における利用可能期

間（５年）に基づく定額法 

(2）無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  (3）長期前払費用 

定額法 

(3）長期前払費用 

同左 

５．外貨建の資産および負債

の本邦通貨への換算基準

 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５月１日 
至 平成21年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年５月１日 
至 平成22年４月30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）投資損失引当金 

  関係会社に対する投資について発生の

見込まれる損失に備えて、各社の財政

状態を勘案し、個別検討による必要額

を計上しております。  

(2）投資損失引当金 

同左   

  (3）賞与引当金 

従業員の賞与の支払いに備えるため、

将来の支給見込額のうち当期の負担額

を計上しております。 

(3）賞与引当金 

同左 

  (4）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務および

年金資産の見込額に基づき計上してお

ります。 

(4）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 

繰延ヘッジ処理を採用しております。

また、為替変動のリスクのヘッジにつ

いて振当処理の要件を満たしている場

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 

当事業年度にヘッジ会計を適用したヘ

ッジ対象とヘッジ手段は以下のとおり

であります。 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  (イ)ヘッジ手段・・・為替予約 (イ)ヘッジ手段・・・同左 

  (ロ)ヘッジ対象・・・外貨建売上債権 (ロ)ヘッジ対象・・・同左 

  (3）ヘッジ方針 

主に当社の内規である「為替予約取引

内規」に基づき、為替変動リスクをヘ

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 

ヘッジ対象の相場変動とヘッジ手段の

相場変動の累計を比較し、その変動額

の比率によって有効性を評価しており

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５月１日 
至 平成21年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年５月１日 
至 平成22年４月30日）  

（1） 重要な資産の評価基準および評価方法の変更 

 「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）を当事業年度よ

り採用し、評価基準については、原価法から原価法

（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更して

おります。 

 また、原材料・貯蔵品は、従来、評価方法として

終仕入原価法を採用しておりましたが、総平均法によ

る原価法に変更しました。なお、この変更による影響

額は軽微であります。 

（2）リース取引に関する会計基準  

 所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっておりましたが、当事業年度より「リース取引に

関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６

月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30

日改正））および「リース取引に関する会計基準の適

用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１

月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平

成19年３月30日改正））を適用し、通常の売買取引に

係る方法に準じた会計処理によっております。なお、

この変更による損益への影響はありません。  

────── 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

──────  

  

追加情報

前事業年度 
（自 平成20年５月１日 
至 平成21年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年５月１日 
至 平成22年４月30日） 

（投資損失引当金） 

 当事業年度から、関係会社に対する投資について発生

の見込まれる損失に備えるため、各社の財政状態を勘案

し、投資損失引当金を計上しております。これにより、

特別損失が125,000千円増加し、税引前当期純利益は同

額減少しております。  

（役員退職慰労引当金） 

 当社は、平成20年７月24日開催の定時株主総会の日を

もって、役員退職慰労金制度を廃止しました。なお、当

該総会までの期間に対応する役員退職慰労金相当額につ

いては長期未払金に振り替えております。 

（貸与資産減価償却費） 

 従来、営業外収益中の賃貸料に対応する賃貸原価を販

売費及び一般管理費に計上しておりましたが、賃貸資産

が増加したことおよび賃貸料に対する費用を適正に表示

するため、当事業年度より営業外費用に「貸与資産減価

償却費」として計上することに変更いたしました。 

 この変更により、従来と同一の方法によった場合と比

較して、営業利益が8,332千円増加しております。な

お、経常利益に対す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４月30日） 

当事業年度 
（平成22年４月30日） 

※  関係会社に対する資産およ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。  

※  関係会社に対する資産およ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。  

売掛金 千円639 売掛金 千円479

買掛金 千円5

未払金 千円10,423

  

（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成20年５月１日 
至 平成21年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年５月１日 
至 平成22年４月30日） 

※１ 一般管理費および当期製造費用に含まれる研究開発

費 

※１ 一般管理費および当期製造費用に含まれる研究開発

費 

  60,348千円   103,889千円 

           ────── ※２  固定資産売却損の内容は次のとおりであります。 

  建物 5,509千円 

機械及び装置 2,132千円 

土地 670千円 

※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。 

 機械及び装置 1,408千円 

 車両運搬具 120千円 

 工具、器具及び備品 114千円 

 機械及び装置 6千円 

 工具、器具及び備品 1,137千円 

※４ 減損損失 

       当事業年度において、当社は以下の資産について

減損損失を計上しました。 

※４ 減損損失 

       当事業年度において、当社は以下の資産について

減損損失を計上しました。 

場所 種類 用途   金額    

愛知県 

小牧市 
プリント配線板加工設備 遊休資産 千円14,140

場所 種類 用途   金額    

愛知県 

小牧市 
プリント配線板加工設備 遊休資産 千円1,427

愛知県 

小牧市
フッ素ケミカル製造装置 遊休資産 千円19

 当社は、事業用資産については各事業部門別、遊

休資産については個別物件単位を独立したキャッシ

ュ・フローを生む 小の単位として資産グルーピン

グを行っております。 

 上記資産は遊休状態であり、今後の使用見込みも

ないため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当

該減少額を減損損失として特別損失に計上しまし

た。 

 なお、当資産の回収可能価額は正味売却価額によ

り測定しており、正味売却価額については、他への

転用や売却が見込めないため零円としております。

 当社は、事業用資産については各事業部門別、遊

休資産については個別物件単位を独立したキャッシ

ュ・フローを生む 小の単位として資産グルーピン

グを行っております。 

 上記資産は遊休状態であり、今後の使用見込みも

ないため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当

該減少額を減損損失として特別損失に計上しまし

た。 

 なお、当資産の回収可能価額は正味売却価額によ

り測定しており、正味売却価額については、他への

転用や売却が見込めないため零円としております。

※５ 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。 

※５ 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。 

受取利息 3,846千円 

受取家賃 7,840千円 

受取利息 3,113千円 

雑収入 57千円 



前事業年度（自 平成20年５月１日 至 平成21年４月30日） 

自己株式の種類および株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加675株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加であります。  

当事業年度（自 平成21年５月１日 至 平成22年４月30日） 

自己株式の種類および株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加529株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加であります。  

 前事業年度（平成21年４月30日）および当事業年度（平成22年４月30日）における子会社株式で時価のあるもの

はありません。 

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

普通株式 （注）  2,566  675  －  3,241

合計  2,566  675  －  3,241

  
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

普通株式 （注）  3,241  529  －  3,770

合計  3,241  529  －  3,770

（有価証券関係）



（税効果会計関係）

前事業年度 
（平成21年４月30日） 

当事業年度 
（平成22年４月30日） 

１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産（流動）     

賞与引当金繰入超過額 15,464千円 

その他 2,720千円 

繰延税金資産（流動）総計 18,185千円 

繰延税金負債（流動）     

未収事業税等 △6,057千円 

  繰延税金負債（流動）総計 △6,057千円 

 繰延税金資産（流動）純額 12,128千円 

繰延税金資産（固定）     

長期未払金 35,935千円 

退職給付引当金 10,347千円 

一括償却資産 717千円 

会員権評価損否認 9,089千円 

研究開発費否認 10,811千円 

減損損失  52,200千円 

投資損失引当金 50,750千円 

その他 2,889千円 

 繰延税金資産（固定）小計 172,741千円 

 評価性引当金 △140,792千円 

 繰延税金資産（固定）総計 31,948千円 

繰延税金負債（固定）     

その他有価証券評価差額 △7,154千円 

 繰延税金負債（固定）総計 △7,154千円 

繰延税金資産（固定）純額 24,794千円 

繰延税金資産合計 36,922千円 

繰延税金資産（流動）     

賞与引当金繰入超過額 30,168千円 

未払事業税否認 23,588千円 

その他 4,766千円 

繰延税金資産（流動）総計 58,522千円 

 繰延税金資産（流動）純額 58,522千円 

繰延税金資産（固定）     

長期未払金 38,249千円 

退職給付引当金 10,360千円 

一括償却資産 1,968千円 

会員権評価損否認 3,271千円 

研究開発費否認 17,155千円 

減損損失  50,185千円 

投資損失引当金 50,750千円 

その他 2,450千円 

 繰延税金資産（固定）小計 174,391千円 

 評価性引当金 △136,514千円 

 繰延税金資産（固定）総計 37,877千円 

繰延税金負債（固定）     

その他有価証券評価差額 △13,099千円 

 繰延税金負債（固定）総計 △13,099千円 

繰延税金資産（固定）純額 24,778千円 

繰延税金資産合計 83,301千円 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな

った主要な項目別の内訳 

  当事業年度は税引前当期純損失を計上しているため、

記載しておりません。  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ

た主要な項目別の内訳 

  

法定実効税率 40.6％ 

（調整）    

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.1％ 

試験研究費特別控除 △0.7％ 

住民税均等割額 0.2％ 

抱合せ株式消滅差益 △19.0％ 

その他 △0.8％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 20.4％ 



当事業年度（自 平成21年５月１日 至 平成22年４月30日） 

共通支配下の取引等の注記 

 ４．連結財務諸表 注記事項（企業結合等関係）に記載しているため、記載を省略しております。  

（企業結合等関係）



 （注） １株当たり当期純利益（損失）金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成20年５月１日 
至 平成21年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年５月１日 
至 平成22年４月30日） 

１株当たり純資産額 円 銭54,584 45 １株当たり純資産額 円 銭63,301 71

１株当たり当期純損失(△) 円 銭△992 30 １株当たり当期純利益 円 銭9,132 97

  潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、

１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。 

  潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  
前事業年度

（自 平成20年５月１日 
至 平成21年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年５月１日 
至 平成22年４月30日） 

当期純利益又は当期純損失（△） 

（千円） 
 △106,529  975,226

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又は当期純損

失（△）（千円） 
 △106,529  975,226

期中平均株式数（株）  107,356.51  106,780.78

（重要な後発事象）

前事業年度 
（自 平成20年５月１日 
至 平成21年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年５月１日 
至 平成22年４月30日） 

  親会社による子会社（株式会社エヌアイマテリアル）の

吸収合併 

 当社は平成21年５月１日付で100％子会社である株式会

社エヌアイマテリアルを吸収合併しております。 

 その概要は以下のとおりであります。 

（1）合併の目的 

 中長期経営戦略の実効性を高め、既存事業の拡大と新規

事業の創出を加速し、グループにおける経営基盤の強化、

経営スピードのアップおよび中長期にわたる企業価値の

大化を図ることを目的に、当社100％子会社である株式会

社エヌアイマテリアルを吸収合併するものであります。 

（2）合併の方法 

 当社を存続会社とする吸収合併方式とし、株式会社エヌ

アイマテリアルは解散いたします。 

（3）合併による新株の割当 

 100％子会社との合併であるので、合併により発行する

新株式はありません。 

（4）合併による増加資本金 

 合併による増加資本金等は生じません。 

（5）実施した会計処理の概要 

 本合併は、「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議

会 平成15年10月31日）および「企業結合会計基準及び事

業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用

指針第10号 改正平成19年11月15日）に基づき、共通支配

下の取引として会計処理を行っております。  

───── 
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