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1.  22年5月期の連結業績（平成21年6月1日～平成22年5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5月期 35,429 6.6 975 △30.2 982 △22.5 512 397.6
21年5月期 33,226 △12.9 1,396 0.4 1,267 5.9 103 △80.7

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5月期 11.63 ― 4.1 2.9 2.8
21年5月期 2.32 ― 0.8 3.7 4.2

（参考） 持分法投資損益 22年5月期  ―百万円 21年5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5月期 34,385 12,585 36.6 285.86
21年5月期 32,780 12,464 38.0 282.40

（参考） 自己資本   22年5月期  12,585百万円 21年5月期  12,464百万円

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5月期 673 △1,643 468 2,456
21年5月期 1,771 △1,555 448 2,967

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5月期 ― 0.00 ― 6.00 6.00 264 258.6 2.0
22年5月期 ― 0.00 ― 6.00 6.00 264 51.6 2.1
23年5月期 

（予想）
― 0.00 ― 6.00 6.00 ―

3.  23年5月期の連結業績予想（平成22年6月1日～平成23年5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

18,000 20.7 400 ― 400 ― 200 ― 4.54

通期 36,000 1.6 1,600 64.1 1,500 52.7 800 56.0 18.17
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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） 

詳細は、14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、16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5月期 46,575,000株 21年5月期 46,575,000株
② 期末自己株式数 22年5月期  2,546,830株 21年5月期  2,436,548株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年5月期の個別業績（平成21年6月1日～平成22年5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5月期 29,960 6.5 374 △52.8 693 △31.2 490 152.1
21年5月期 28,129 △12.9 793 151.3 1,008 157.0 194 △3.2

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5月期 11.13 ―
21年5月期 4.38 ―

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5月期 31,559 10,112 32.0 229.68
21年5月期 30,107 9,996 33.2 226.48

（参考） 自己資本 22年5月期  10,112百万円 21年5月期  9,996百万円

2.  23年5月期の個別業績予想（平成22年6月1日～平成23年5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 
 上記予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報により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異なる場合があります。な
お、業績予想に関連する事項につきましては３ページ「１. 経営成績」をご覧下さい。 

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

16,000 27.5 100 ― 400 ― 200 281.1 4.54

通期 31,000 3.5 1,000 166.9 1,200 73.0 700 42.7 15.90
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Ⅱ 定性的情報・財務諸表等 

１. 経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

①当期の経営成績 

当連結会計年度におけるわが国の経済は、一昨年秋からの金融危機の影響による世界的な景気悪化の下で前半

は大変厳しい状況でしたが、後半からは輸出の増加や政府の経済対策効果により緩やかな回復傾向をたどりまし

た。しかしながら、依然として設備の過剰感が残り、デフレや雇用不安も継続していることから、全体的には厳

しい状況で推移しました。 

このような経済状況の下、当社グループは、平成２１年６月からスタートさせた新中期経営計画「チャレンジ

アッププラン」に基づき、事業の拡大と企業価値の向上に向け、グループ一丸となって取り組んでまいりました。

当連結会計年度の業績は次のとおりです。 

◇ 受注高は、交通事業部門における海外向けが増加したため、前年同期比４．１％増の３７９億５４百万円

となりました。 

◇ 売上高は、産業事業部門で大きく減少したものの、交通事業部門およびＩＴ事業部門が好調だったため、

前年同期比６．６％増の３５４億２９百万円となりました。 

◇ 損益面では、売上高は増加したものの産業事業部門の採算悪化の影響により、営業利益は前年同期比３０．

２％減の９億７５百万円、経常利益は前年同期比２２．５％減の９億８２百万円となりました。当期純利益

は、特別損失の減少により前年同期比３９７．６％増の５億１２百万円となりました。 

 

事業部門別の状況は、つぎのとおりです。 

  ＜交通事業＞ 

受注高は、北京地下鉄向け車両用電機品の大型受注などにより、前年同期比９．４％増の２６６億４４百万円

となりました。売上高は、中国、米国などの海外向けが好調で前年同期比２４．０％増の２３７億６百万円とな

りました。 

  ＜産業事業＞ 

受注高は、国内企業の設備投資低迷が続き、前年同期比８．６％減の９１億７２百万円となりました。売上高

は、受注高と同様の理由から、前年同期比２７．５％減の８９億９５百万円となりました。 

  ＜ＩＴ事業＞ 

受注高は、前年同期比３．１％増の２１億３７百万円となりました。売上高は、鉄道駅務関連のＩＣカード対

応機器の納入などにより前年同期比６０．０％増の２７億２７百万円となりました。 

 

  ②次期の見通し 

交通事業部門の売上は海外向けが増加しますが、価格競争激化のため利益率は低下する見込みです。企業の設

備投資意欲は回復基調にあり、産業事業部門は売上高が増加する見込みです。当社グループは原価低減に努め、

利益率向上に取り組んでまいります。 

 

平成２３年５月期の事業部門別の連結業績見通しは次のとおりです。 

 

                 売上高           営業利益 

交通事業部      ２３，４００百万円     １，４００百万円 

   産業事業部      １１，２００百万円       ３００百万円 

   ＩＴ事業部       １，４００百万円      △１００百万円 

   連結計        ３６，０００百万円     １，６００百万円 
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（参考） 

平成２３年５月期の事業部門別の個別業績見通しは次のとおりです。 

売上高           営業利益 

交通事業部      ２１，０００百万円     １，０００百万円 

   産業事業部       ９，０００百万円       １００百万円 

   ＩＴ事業部       １，０００百万円      △１００百万円  

   個別計        ３１，０００百万円     １，０００百万円 

 

※上記に記載した業績予想は、現時点で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。 

 

（2）財政状態に関する分析 

（資産、負債及び純資産の状況） 
 当連結会計年度末における資産合計については、現金及び預金の減少５億１１百万円、仕掛品の減少５億４８

百万円等がありましたが、受取手形及び売掛金の増加１２億３０百万円、横浜製作所「エンジニアリングセンタ

ー」の完成等による建物及び構築物の増加１３億２６百万円等もあり、前連結会計年度末より１６億４百万円増

加し、３４３億８５百万円となりました。 

 負債合計については、支払手形及び買掛金の減少２億８百万円、社債の償還による減少２億円などがありまし

たが、借入金の増加１０億１３百万円、前受金の増加４億１９百万円等もあり、前連結会計年度末より１４億８

２百万円増加し、２１７億９９百万円となりました。 

 純資産合計については、利益剰余金の増加２億４７百万円等があり、前連結会計年度末より１億２１百万円増

加し、１２５億８５百万円となりました。 

 

（キャッシュ・フロ－の状況） 
 当連結会計年度末における連結ベ－スの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より５億１１百万円減少し、

２４億５６百万円となりました。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロ－） 
税金等調整前当期純利益の計上、海外からの前受金の増加等がありましたが、売上債権の増加等により、６億

７３百万円の増加となりました。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロ－） 
エンジニアリングセンターを含む有形固定資産の取得等により、１６億４３百万円の減少となりました。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロ－） 
 配当金の支払いがありましたが、長期借入金を含む有利子負債の増加があったため４億６８百万円の増加とな

りました。 

 

キャッシュ・フロー指標のトレンドは次のとおりです。 

 
平成18年５月期 平成19年５月期 平成20年５月期 平成21年５月期 平成22年５月期

自己資本比率(％) 45.0 41.3 38.8 38.0 36.6

時価ベースの 

自己資本比率(％) 
110.1 56.3 41.3 80.8 62.6

キャッシュ・フロー

対有利子負債比率

(倍) 

― 2.0 ― 3.6 10.7

ｲﾝﾀﾚｽﾄ・ｶﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ・ 

ﾚｼｵ(倍) 
― 20.8 ― 13.0 5.1

(注)自己資本比率：自己資本／総資産 
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  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・ｶﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ・ﾚｼｵ：キャッシュ・フロー／利払い 

 

１．いずれの指標も連結ベースの財務数値により算出しています。 

２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式控除後）により算出しています。 

３．キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを使用しています。 

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すべての負債を対象としていま

す。 

５．営業キャッシュ・フローがマイナスの期については、キャッシュ・フロー対有利子負債比率、インタレスト・

ガバレッジ・レシオを記載していません。 

 

（3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 
 当社の利益配分につきましては、安定した配当を継続することを基本としています。内部留保につきましては、

将来の事業拡大・経営基盤の強化を図るために、研究開発・設備投資・海外展開などへ戦略的に充当するほか、財

務体質の強化に充てます。 

 当期の配当につきましては前期と同額の一株あたり６円といたします。また、平成２３年５月期以降につきまし

ても６円以上の配当を継続することを目指します。 

 引き続き、業容拡大と経営基盤の強化を図り、安定した配当実現に努力してまいります。 

 

２. 企業集団の状況 
 当社の企業集団は、当社及び子会社８社と関連会社２社で構成され、交通・産業・ＩＴ事業用の電気機器製作・

販売ならびにこれに付帯する工事を行っています。 

 

当社の企業集団の位置づけ及び系統図は、次のとおりです。 
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３. 経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

当社グループでは、平成２４年５月期を最終年度とする中期経営計画「チャレンジアップ プラン」を実

行し、顧客創造とグループ企業価値の向上を目指しております。 

＜長期ビジョン＞ 
・「創業以来培ってきたモータドライブ技術をコアとして、高度に情報化したマシン＆エレクトロニクスを融

合したシステムにより、次世代高速鉄道と循環型社会の実現に挑戦する」 

・売上高は１，０００億円を目指します。 

 

(2) 目標とする経営指標 
中期経営計画の最終年度となる平成２４年５月期に目標とする経営指標は次のとおりです。 

 

売上高           ４２０億円 

営業利益（率）        ３０億円（７．２％） 

海外比率           ３０％ 

ＲＯＥ（株主資本利益率）   １０％ 

試験研究費          １２億円 

設備投資（ＩＴ投資）     １２億円（３億円） 

従業員数         １,１００人 

 

(3)会社の対処すべき課題 
今後のわが国の経済見通しについては、デフレの継続、円高基調の長期化、不安定な世界経済の動向等により、

本格的な景気回復にはまだ時間を要する状況にあります。 

このような中で、当社グループでは、平成２１年６月より平成２４年５月期を最終年度とする３カ年の中期経

営計画「チャレンジアップ プラン」を推進しております。 

 

当計画における基本方針の骨子は、つぎのとおりです。 

①グループ企業価値の拡大を目指します。 

・アライアンスを活用します。 

・連結事業部制を徹底します。 

・キャッシュフロー経営を徹底します。 

②海外展開を強化します。 

・中国と北米市場に注力します。 

・インド・ロシア市場での基盤を強化します。 

③新事業を創生します。 

・環境車両向けの電機品市場への参入を目指します。 

④新製品を開発します。 

・低炭素社会の実現に貢献する具体的な商品を開発します。 

・ＩＴ技術を利用したサービスを開発します。 

⑤ＣＳＲへの取り組みを強化します。 

・「環境理念」を制定し、地球環境保全への取り組みを強化します。 

⑥活力ある企業風土を創ります。 

・５Ｓ活動を継続し、職場環境を改善します。 

・人材育成システムを改善します。 

 

なお、当連結会計年度においては、開発・設計能力の拡大と生産能力の増強を図るため、研究開発・設計棟

「エンジニアリングセンター」を平成２２年１月に横浜製作所内に完成させました。また、中国向けビジネス

を一段と強化するため、平成２２年４月に交通事業部内に「中国推進部」を新設するとともに、産業事業部内

にも「中国プロジェクトチーム」を設置いたしました。 

これらを踏まえ、「チャレンジアッププラン」の基本方針に基づき、当社グループは、今後とも具体的な実

効性のある諸施策を着実に実行していくことにより、業績と企業価値の一層の向上を目指してまいります。 
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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５月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,967 2,456

受取手形及び売掛金 8,389 9,619

商品及び製品 2,327 2,397

仕掛品 3,583 3,034

原材料及び貯蔵品 2,014 2,215

前渡金 197 243

未収入金 52 51

繰延税金資産 655 603

その他 68 119

貸倒引当金 △51 △43

流動資産合計 20,205 20,697

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,609 6,081

減価償却累計額 △3,350 △3,496

建物及び構築物（純額） 1,258 2,585

機械装置及び運搬具 5,589 5,796

減価償却累計額 △4,222 △4,511

機械装置及び運搬具（純額） 1,367 1,285

土地 289 289

建設仮勘定 392 274

その他 2,153 2,306

減価償却累計額 △1,768 △1,896

その他（純額） 384 409

有形固定資産合計 3,692 4,844

無形固定資産   

ソフトウエア 207 196

その他 36 66

無形固定資産合計 244 263

投資その他の資産   

投資有価証券 6,343 6,376

繰延税金資産 951 947

その他 1,404 1,272

貸倒引当金 △60 △16

投資その他の資産合計 8,638 8,579

固定資産合計 12,575 13,687

資産合計 32,780 34,385
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成21年５月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年５月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,315 5,107

短期借入金 4,161 4,420

1年内償還予定の社債 200 200

未払法人税等 239 224

未払消費税等 159 76

未払費用 2,752 3,086

前受金 528 947

預り金 256 216

賞与引当金 837 841

役員賞与引当金 15 22

受注損失引当金 327 340

その他 394 443

流動負債合計 15,188 15,929

固定負債   

社債 680 480

長期借入金 1,320 2,075

退職給付引当金 2,838 2,981

役員退職慰労引当金 141 163

長期未払金 147 170

固定負債合計 5,127 5,870

負債合計 20,316 21,799

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,482 4,482

資本剰余金 2,661 2,661

利益剰余金 5,661 5,909

自己株式 △818 △901

株主資本合計 11,987 12,152

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 509 470

為替換算調整勘定 △32 △37

評価・換算差額等合計 476 432

純資産合計 12,464 12,585

負債純資産合計 32,780 34,385
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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６月１日 
 至 平成21年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成22年５月31日) 

売上高 33,226 35,429

売上原価 25,412 28,026

売上総利益 7,814 7,403

販売費及び一般管理費 6,417 6,428

営業利益 1,396 975

営業外収益   

受取利息 2 0

受取配当金 96 98

生命保険配当金 3 －

助成金収入 － 33

雑収入 61 79

営業外収益合計 164 211

営業外費用   

支払利息 138 135

固定資産廃棄損 24 19

為替差損 89 28

雑損失 40 21

営業外費用合計 292 203

経常利益 1,267 982

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 16

特別利益合計 － 16

特別損失   

投資有価証券評価損 282 12

課徴金 124 －

関係会社出資金評価損 39 －

特別損失合計 446 12

税金等調整前当期純利益 821 986

法人税、住民税及び事業税 507 492

法人税等調整額 210 △18

法人税等合計 718 474

当期純利益 103 512
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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６月１日 
 至 平成21年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成22年５月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 4,482 4,482

当期末残高 4,482 4,482

資本剰余金   

前期末残高 2,661 2,661

当期末残高 2,661 2,661

利益剰余金   

前期末残高 5,910 5,661

当期変動額   

剰余金の配当 △267 △264

連結範囲の変動 △84 －

当期純利益 103 512

当期変動額合計 △248 247

当期末残高 5,661 5,909

自己株式   

前期末残高 △685 △818

当期変動額   

自己株式の取得 △133 △82

当期変動額合計 △133 △82

当期末残高 △818 △901

株主資本合計   

前期末残高 12,369 11,987

当期変動額   

剰余金の配当 △267 △264

連結範囲の変動 △84 －

当期純利益 103 512

自己株式の取得 △133 △82

当期変動額合計 △381 165

当期末残高 11,987 12,152
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成22年５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 1,359 509

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △850 △39

当期変動額合計 △850 △39

当期末残高 509 470

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 0 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △0 －

当期変動額合計 △0 －

当期末残高 － －

為替換算調整勘定   

前期末残高 － △32

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △32 △4

当期変動額合計 △32 △4

当期末残高 △32 △37

評価・換算差額等合計   

前期末残高 1,360 476

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △883 △43

当期変動額合計 △883 △43

当期末残高 476 432

純資産合計   

前期末残高 13,729 12,464

当期変動額   

剰余金の配当 △267 △264

連結範囲の変動 △84 －

当期純利益 103 512

自己株式の取得 △133 △82

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △883 △43

当期変動額合計 △1,264 121

当期末残高 12,464 12,585
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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６月１日 
 至 平成21年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成22年５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 821 986

減価償却費 957 949

貸倒引当金の増減額（△は減少） 35 △51

賞与引当金の増減額（△は減少） △49 3

退職給付引当金の増減額（△は減少） △45 142

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △40 22

受取利息及び受取配当金 △98 △98

支払利息 138 135

投資有価証券評価損益（△は益） 282 12

売上債権の増減額（△は増加） 3,563 △1,229

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,393 278

仕入債務の増減額（△は減少） △1,066 △204

確定拠出年金移行時未払金の増減額（△は減少） △348 △250

受注損失引当金の増減額（△は減少） 199 13

前受金の増減額（△は減少） － 419

その他 △638 81

小計 2,318 1,210

利息及び配当金の受取額 98 98

利息の支払額 △135 △132

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △510 △503

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,771 673

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 △1,010 △1,698

有形固定資産の売却による収入 3 0

投資有価証券の取得による支出 △399 △10

その他の支出 △22 △62

その他の収入 13 209

その他 △140 △83

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,555 △1,643

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） 697 49

長期借入れによる収入 1,150 1,450

長期借入金の返済による支出 △1,460 △480

社債の発行による収入 588 －

社債の償還による支出 △130 △200

自己株式の取得による支出 △133 △82

配当金の支払額 △265 △268

財務活動によるキャッシュ・フロー 448 468

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4 △8
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成22年５月31日) 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 660 △511

現金及び現金同等物の期首残高 2,230 2,967

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

76 －

現金及び現金同等物の期末残高 2,967 2,456
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(5) 継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

 

(6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 1.重要な会計方針に関する事項  

  ①有価証券の評価基準及び評価方法 

    その他有価証券  

時価のあるもの… 期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価は移動平均法により算定） 

時価のないもの… 移動平均法による原価法 

  ②たな卸資産の評価基準及び評価方法 

製品・仕掛品…… 個別法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法） 

原材料・貯蔵品… 移動平均法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法） 

  ③固定資産の減価償却の方法  

有形固定資産…… 

(リース資産を除く) 

定率法 但し平成10年4月1日以降取得の建物（建物附属設備を除く）

については定額法 

無形固定資産…… 

(リース資産を除く) 

定額法 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における

利用期間（５年）に基づく定額法 

リース資産……… 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法 

  ④引当金の計上理由及び計算の基礎 

貸倒引当金 …… 債権の貸倒の損失に備え、一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上しております。 

役員賞与引当金… 役員に対する成果反映型報酬(賞与)支給に備え、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。 

賞与引当金 …… 従業員に対する賞与支給に備え、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。 

退職給付引当金… 従業員に対する退職給付に備えるため、当連結会計年度末における

退職給付債務の見込額に基づき、当連結会計年度末に発生している

額を計上しております。なお、会計基準変更時差異は15年による按

分額を費用処理しております。 

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数（10年）による定額法により、発生年度の翌年から費

用処理することとしております。 

過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数(10年)による定額法により費用処理することとしており

ます。 

（会計方針の変更） 

 当連結会計年度より、「退職給付に係る会計基準」の一部改正（そ

の３）（企業会計基準第19号 平成20年７月31日）を適用しており

ます。これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益

に与える影響はありません。 

役員退職慰労引当金… 役員の退職慰労金支給に備え、内規に基づく当連結会計年度末の要

支給額を計上しております。 

受注損失引当金 … 受注契約に係る将来の損失に備え、当連結会計年度末において将来

の損失が見込まれ、かつ、当該損失額を合理的に見積もることが可

能なものについて、損失見込額を引当計上しております。 
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⑤重要な収益及び費用の計上基準 

請負工事に関する収益及び費用の計上基準 

 当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については、工事進行基準（工事の

進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。 

（会計方針の変更） 

        請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関す

る会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を当連結会計年度より適用し、当連結会計年度に着手した工事契約

から、当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事

の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。これにより、

当連結会計年度の売上高は1,399百万円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益は286百万円そ

れぞれ増加しております。 

  

なお、上記以外は、最近提出の有価証券報告書（平成21年８月31日提出）における記載から重要な変更がないため、

開示を省略しております。 

 

(7) 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 

表示方法の変更 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「前受金の増減

額（△は減少）」は重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記することとしております。なお、前連結

会計年度の「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含まれる「前受金の増減額（△は減少）」は

191百万円です。 

 

（8）連結財務諸表に関する注記事項 

①セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

 当連結グループの主な事業内容は、電気機械器具の製造及び販売です。 

 一セグメントの売上高・営業損益及び資産の金額は、いずれも全セグメントに占める割合が90％超となって

おります。 

 このため、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。 

 

【所在地別セグメント情報】 

 全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％を超えるため、所在地別セグメント情報の記載を省

略しております。 
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【海外売上高】 

前連結会計年度(自 平成20年６月１日 至 平成21年５月31日) 

 アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 3,436 767 4,203 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － 33,226 

Ⅲ 連結売上高に占める海
外売上高の割合（％） 

10.3 2.3 12.7 

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

①アジア……中国、韓国他 

②その他……北米、ヨーロッパ他 

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

 

当連結会計年度(自 平成21年６月１日 至 平成22年５月31日)   

 アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 4,873 2,198 7,071 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － 35,429 

Ⅲ 連結売上高に占める海
外売上高の割合（％） 

13.8 6.2 20.0 

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

①アジア……中国、韓国他 

②その他……北米、中南米他 

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

 

②１株当たり情報 

前連結会計年度 

(自 平成20年６月１日 

至 平成21年５月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年６月１日 

至 平成22年５月31日) 

１株当たり純資産額 282.40円

１株当たり当期純利益 2.32円
  

１株当たり純資産額 285.86円

１株当たり当期純利益 11.63円

(注)１ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ 

    ん。 

  ２ １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。 

 

前連結会計年度 

(自 平成20年６月１日 

至 平成21年５月31日)

当連結会計年度 

(自 平成21年６月１日 

至 平成22年５月31日)

当期純利益（百万円） 103 512 

普通株式に係る当期純利益（百万円） 103 512 

期中平均株式数（千株） 44,362 44,079 

 

③重要な後発事象 

該当事項はありません。 

 

開示の省略 

 リース取引、関連当事者情報、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、賃貸等不動産に

関する注記については、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。
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 生産、受注及び販売の状況 

(1) 生産実績 

事業の種類別 

セグメント 

前連結会計年度 

（自 平成20年６月１日  

 至 平成21年５月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成21年６月１日  

 至 平成22年５月31日） 

増減 

金額 

（百万円） 
構成比（％）

金額 

（百万円） 
構成比（％）

金額 

（百万円） 
増減率（％）

交通事業 19,860 61.2 23,798 69.6 3,938 ＋19.8

産業事業 10,880 33.6 7,812 22.9 △3,067 △28.2

ＩＴ事業 1,691 5.2 2,558 7.5 867 ＋51.3

合計 32,431 100.0 34,169 100.0 1,738 ＋5.4

（注）１ 金額は、販売価格によっております。 
   ２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(2) 受注状況 

事業の種類別 

セグメント 

前連結会計年度 

（自 平成20年６月１日  

 至 平成21年５月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成21年６月１日  

 至 平成22年５月31日） 

増減 

受注高 

（百万円） 

受注残高 

（百万円） 

受注高 

（百万円） 

受注残高 

（百万円） 

受注高 

（百万円） 

受注残高 

（百万円） 

交通事業 24,353 21,887 26,644 24,826 2,291 2,938

産業事業 10,036 3,509 9,172 3,685 △864 176

ＩＴ事業 2,073 848 2,137 258 64 △590

合計 36,464 26,244 37,954 28,769 1,490 2,525

（注）１ 金額は、販売価格によっております。 
   ２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(3) 販売実績 

事業の種類別 

セグメント 

前連結会計年度 

（自 平成20年６月１日  

 至 平成21年５月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成21年６月１日  

 至 平成22年５月31日） 

増減 

金額 

（百万円） 
構成比（％）

金額 

（百万円） 
構成比（％）

金額 

（百万円） 
増減率（％）

交通事業 19,122 57.6 23,706 66.9 4,583 ＋24.0

産業事業 12,399 37.3 8,995 25.4 △3,404 △27.5

ＩＴ事業 1,704 5.1 2,727 7.7 1,023 ＋60.0

合計 33,226 100.0 35,429 100.0 2,202 ＋6.6

（注）１ 金額は、販売価格によっております。 
   ２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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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５月31日) 

当事業年度 
(平成22年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,373 1,617

受取手形 903 736

売掛金 6,510 8,108

商品及び製品 2,260 2,363

仕掛品 3,283 2,774

原材料及び貯蔵品 1,448 1,692

前渡金 86 158

前払費用 51 96

繰延税金資産 518 435

短期貸付金 380 106

未収入金 56 102

その他 11 7

貸倒引当金 △50 △40

流動資産合計 17,834 18,159

固定資産   

有形固定資産   

建物 3,922 5,315

減価償却累計額 △2,790 △2,916

建物（純額） 1,131 2,399

構築物 441 502

減価償却累計額 △376 △387

構築物（純額） 65 115

機械及び装置 4,941 5,155

減価償却累計額 △3,833 △4,065

機械及び装置（純額） 1,107 1,090

車両運搬具 81 51

減価償却累計額 △77 △47

車両運搬具（純額） 4 4

工具、器具及び備品 1,771 1,910

減価償却累計額 △1,452 △1,548

工具、器具及び備品（純額） 319 362

土地 286 286

建設仮勘定 381 228

有形固定資産合計 3,297 4,486

無形固定資産   

借地権 24 24

ソフトウエア 196 187

電話加入権 6 6
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年５月31日) 

当事業年度 
(平成22年５月31日) 

その他 1 31

無形固定資産合計 228 249

投資その他の資産   

投資有価証券 6,081 6,095

関係会社株式 901 901

関係会社出資金 392 392

繰延税金資産 825 860

差入保証金 138 137

破産更生債権等 44 27

会員権 244 244

団体生命保険金 159 －

その他 19 19

貸倒引当金 △58 △14

投資その他の資産合計 8,748 8,663

固定資産合計 12,273 13,400

資産合計 30,107 31,559

負債の部   

流動負債   

支払手形 574 483

買掛金 4,299 4,177

短期借入金 3,696 3,740

1年内償還予定の社債 200 200

1年内返済予定の長期借入金 465 680

未払金 386 417

未払費用 2,701 2,903

未払法人税等 131 54

未払消費税等 105 42

前受金 525 946

預り金 1,449 1,384

賞与引当金 547 579

役員賞与引当金 15 22

受注損失引当金 323 339

設備関係支払手形 15 29

流動負債合計 15,436 16,000

固定負債   

社債 680 480

長期借入金 1,320 2,075

退職給付引当金 2,443 2,649

役員退職慰労引当金 83 94

長期未払金 147 147
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年５月31日) 

当事業年度 
(平成22年５月31日) 

固定負債合計 4,674 5,446

負債合計 20,110 21,446

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,482 4,482

資本剰余金   

資本準備金 2,661 2,661

資本剰余金合計 2,661 2,661

利益剰余金   

利益準備金 533 533

その他利益剰余金   

別途積立金 1,600 1,600

繰越利益剰余金 1,087 1,312

利益剰余金合計 3,220 3,446

自己株式 △818 △901

株主資本合計 9,546 9,689

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 449 423

評価・換算差額等合計 449 423

純資産合計 9,996 10,112

負債純資産合計 30,107 31,559
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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６月１日 
 至 平成21年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成22年５月31日) 

売上高 28,129 29,960

売上原価 22,244 24,538

売上総利益 5,885 5,422

販売費及び一般管理費 5,091 5,047

営業利益 793 374

営業外収益   

受取利息 0 0

貸付金利息 6 7

受取配当金 444 448

雑収入 49 66

営業外収益合計 500 522

営業外費用   

支払利息 150 148

為替差損 89 28

固定資産廃棄損 20 17

その他 24 9

営業外費用合計 285 203

経常利益 1,008 693

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 16

特別利益合計 － 16

特別損失   

投資有価証券評価損 282 12

課徴金 124 －

関係会社出資金評価損 39 －

特別損失合計 446 12

税引前当期純利益 561 698

法人税、住民税及び事業税 231 205

法人税等調整額 135 2

法人税等合計 367 207

当期純利益 194 490
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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６月１日 
 至 平成21年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成22年５月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 4,482 4,482

当期末残高 4,482 4,482

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 2,661 2,661

当期末残高 2,661 2,661

資本剰余金合計   

前期末残高 2,661 2,661

当期末残高 2,661 2,661

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 533 533

当期末残高 533 533

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 1,600 1,600

当期末残高 1,600 1,600

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,159 1,087

当期変動額   

剰余金の配当 △267 △264

当期純利益 194 490

当期変動額合計 △72 225

当期末残高 1,087 1,312

利益剰余金合計   

前期末残高 3,293 3,220

当期変動額   

剰余金の配当 △267 △264

当期純利益 194 490

当期変動額合計 △72 225

当期末残高 3,220 3,446

自己株式   

前期末残高 △685 △818

当期変動額   

自己株式の取得 △133 △82

当期変動額合計 △133 △82

当期末残高 △818 △901
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成22年５月31日) 

株主資本合計   

前期末残高 9,752 9,546

当期変動額   

剰余金の配当 △267 △264

当期純利益 194 490

自己株式の取得 △133 △82

当期変動額合計 △205 142

当期末残高 9,546 9,689

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 1,180 449

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △730 △26

当期変動額合計 △730 △26

当期末残高 449 423

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 0 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △0 －

当期変動額合計 △0 －

当期末残高 － －

評価・換算差額等合計   

前期末残高 1,180 449

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △730 △26

当期変動額合計 △730 △26

当期末残高 449 423

純資産合計   

前期末残高 10,933 9,996

当期変動額   

剰余金の配当 △267 △264

当期純利益 194 490

自己株式の取得 △133 △82

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △730 △26

当期変動額合計 △936 116

当期末残高 9,996 10,112
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

 

６. その他 

(1) 役員の異動 

 本日発表の「役員等の人事に関するお知らせ」をご参照ください。 
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