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1.  平成23年3月期の連結業績（平成22年4月1日～平成23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 ％

23年3月期 54,463 12.7 4,154 162.2 4,166 108.4 1,633 45.2
22年3月期 48,321 △18.5 1,584 △64.3 1,998 △54.2 1,125 △56.3

（注）包括利益 23年3月期 1,402百万円 （△18.2％） 22年3月期 1,714百万円 （―％）

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 ％ ％ ％

23年3月期 32.40 ― 2.7 5.2 7.6
22年3月期 22.31 ― 1.8 2.6 3.3

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  23百万円 22年3月期  33百万円

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

23年3月期 81,486 62,357 75.1 1,213.38
22年3月期 77,464 61,696 79.5 1,222.03

（参考） 自己資本   23年3月期  61,171百万円 22年3月期  61,615百万円

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

23年3月期 3,813 △1,006 △2,127 6,905
22年3月期 8,011 △6,307 △1,987 6,282

2.  配当の状況 

 

年間配当金 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 ％ ％

22年3月期 ― ― ― 36.00 36.00 1,815 161.3 2.9
23年3月期 ― ― ― 36.00 36.00 1,814 111.1 3.0

24年3月期(予想) ― ― ― 36.00 36.00 60.5

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)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(累計) 27,800 7.6 2,020 6.4 2,210 16.5 1,240 72.4 24.59
通期 59,000 8.3 5,000 20.3 5,300 27.2 3,000 83.6 59.50
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4.  その他 

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

（注）詳細は23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。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）詳細は25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、34ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 1社 （社名） 株式会社カワムラサイクル 、 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  ： 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期 50,500,626 株 22年3月期 50,500,626 株

② 期末自己株式数 23年3月期 86,610 株 22年3月期 80,151 株

③ 期中平均株式数 23年3月期 50,417,022 株 22年3月期 50,424,964 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成23年3月期の個別業績（平成22年4月1日～平成23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 ％

23年3月期 50,127 9.6 3,283 191.8 4,058 167.7 1,335 △6.7

22年3月期 45,723 △17.4 1,125 △64.3 1,516 △50.6 1,431 △21.7

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
円 銭 円 銭

23年3月期 26.48 ―

22年3月期 28.38 ―

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

23年3月期 77,189 59,783 77.5 1,185.85
22年3月期 76,085 60,477 79.5 1,199.46

（参考） 自己資本 23年3月期  59,783百万円 22年3月期  60,477百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続きの対象外であり、この決算短信の開示時点において、財務諸表に対する監査手続きが実施中です。 

※ 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及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際
の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、業績予想の前提となる条件及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、
添付資料６ページ「経営成績に関する分析 次期の見通し」をご覧ください。 



○ 添付資料の目次 

 

1.経営成績･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････2 

（1）経営成績に関する分析･･･････････････････････････････････････････････････････････････････2 

（2）財政状態に関する分析･･･････････････････････････････････････････････････････････････････7 

（3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当･･･････････････････････････････････････････9 

（4）事業等のリスク････････････････････････････････････････････････････････････････････････10 

 

2.企業集団の状況･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････11 

 

3.経営方針･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････12 

（1）会社の経営の基本方針･･････････････････････････････････････････････････････････････････12 

（2）目標とする経営指標････････････････････････････････････････････････････････････････････12 

（3）中長期的な会社の経営戦略･･････････････････････････････････････････････････････････････12 

（4）会社の対処すべき課題･･････････････････････････････････････････････････････････････････13 

 

4.連結財務諸表･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････15 

（1）連結貸借対照表････････････････････････････････････････････････････････････････････････15 

（2）連結損益計算書及び包括利益計算書･･････････････････････････････････････････････････････17 

（3）連結株主資本等変動計算書･･････････････････････････････････････････････････････････････19 

（4）連結キャッシュ・フロー計算書･･････････････････････････････････････････････････････････21 

（5）継続企業の前提に関する注記････････････････････････････････････････････････････････････23 

（6）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項･･････････････････････････････････････････23 

（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････････････････････････････････････25 

（8）表示方法の変更････････････････････････････････････････････････････････････････････････25 

（9）追加情報･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････25 

（10）連結財務諸表に関する注記事項･････････････････････････････････････････････････････････26 

  （連結貸借対照表関係）･････････････････････････････････････････････････････････････････26 

  （連結損益計算書関係）･････････････････････････････････････････････････････････････････27 

  （連結包括利益計算書関係）･････････････････････････････････････････････････････････････27 

  （連結株主資本等変動計算書関係）･･･････････････････････････････････････････････････････28 

  （連結キャッシュ・フロー計算書関係）･･･････････････････････････････････････････････････29 

  （セグメント情報等）･･･････････････････････････････････････････････････････････････････29 

  （１株当たり情報）･････････････････････････････････････････････････････････････････････34 

  （重要な後発事象）･････････････････････････････････････････････････････････････････････34 

 

5.個別財務諸表･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････35 

（1）貸借対照表････････････････････････････････････････････････････････････････････････････35 

（2）損益計算書････････････････････････････････････････････････････････････････････････････38 

（3）株主資本等変動計算書･･････････････････････････････････････････････････････････････････40 

 

 

マックス㈱　(6454)　平成23年３月期　決算短信

1



東日本大震災により各地で甚大な被害が出ておりますが、お亡くなりになられた方々のご冥福を心からお祈り申

し上げるとともに、被災された方々、そのご家族、また関係者の皆様には心よりお見舞い申し上げます。皆様の安

全と一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。 

 

 

１．経 営 成 績 

(1) 経営成績に関する分析 

①当期の経営成績 

全社業績                                 （単位：百万円、％） 

前期比 
 

当期 

（平成23年 3月期）

前期 

（平成22年 3月期） 増減額 増減率 

売上高 54,463 48,321 +6,141 +12.7 

営業利益 4,154 1,584 +2,570 +162.2 

経常利益 4,166 1,998 +2,167 +108.4 

当期純利益 1,633 1,125 +508 +45.2 

1 株当たり当期純利益 32.40 円 22.31 円 10.09 円 － 

営業利益率 7.6 3.3 +4.3 ポイント 

ROE 2.7 1.8 +0.9 ポイント 

 

当期における世界経済は、欧米諸国の財政・金融対策の継続や中国など、新興国の景気拡大が続いた結果、緩や

かに回復しました。国内においては、急激な円高や資源価格の上昇など景気の先行き不透明な状態が続いたものの、

新設住宅着工戸数が底を打ち、低水準ながら増加に転じるなど堅調に推移しましたが、東日本大震災の影響により

一部事業で売上・利益の減少など影響を受けました。 

このような状況の下で当社は、経営方針を『顧客との結びつきをさらに深め、顧客の支持を高める』と定め、Ｃ

ＲＭ(カスタマー・リレーションシップ・マネジメント）を強化し、「現場」「現物」「現実」という三現主義を全社

を挙げて実践してまいりました。 

その結果、企業業績の回復による法人需要の回復や新設住宅着工戸数の持ち直しにより、オフィス・インダスト

リアル機器部門ともに増収となりました。さらに、当期より㈱カワムラサイクルが連結子会社となったことなどに

より、売上高は 544 億６千３百万円(前期比 12.7％の増収)となりました。営業利益は、41 億５千４百万円(同 約

2.6 倍)となり、営業利益率は 7.6％で 4.3 ポイントの改善となりました。経常利益は、円高の進行による為替差損

がありましたが、41 億６千６百万円(同 約 2.1 倍)となりました。当期純利益は、特別損失として製品品質保証対

応費用 11 億８千２百万円、投資有価証券評価損４億９千２百万円等を計上したため、16 億３千３百万円(同 45.2％

の増益)となりました。 
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四半期売上高推移

四半期利益推移 
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セグメント別業績   

『オフィス機器部門』                           （単位：百万円、％） 

前期比  当期 

（平成 23年 3 月期） 

前期 

（平成 22年 3 月期） 増減額 増減率 

売上高 21,481 19,439 +2,042 +10.5 

営業利益 5,188 4,339 +849 +19.6 

営業利益率 24.2 22.3 +1.9 ポイント 

 

オフィス機器部門は、売上高が 214 億８千１百万円（前期比 10.5%の増収）、営業利益は 51 億８千８百万円（同

19.6%の増益）となり、営業利益率は 24.2％と 1.9 ポイント向上しました。 

 

「国内オフィス事業」は、小型ホッチキスの新製品「バイモ 11 スタイル」の投入により、バイモシリーズの普及

が拡大し、マックス独自の規格針「No.11」の販売が増加しました。また、電気設備用チューブマーカー「レタツイ

ン」の販売増加や、食品表示用ラベルプリンタの大手チェーン店への導入が進み、機械・消耗品ともに増収となる

など、法人需要の回復に伴い、文具・事務機械は底固く推移しました。 

「海外オフィス事業」は、主力のアジア市場、欧州市場ともに需要が増加しました。特に、アジア市場ではホッチ

キスや「レタツイン」などが増加しました。 

「オートステープラ事業」は、国内外のほぼ全ての複写機メーカーに、オートステープラおよび消耗品のステープ

ルを供給しており、世界景気の底入れを受けて複写機の出荷台数が回復した結果、機械・消耗品ともに増加しまし

た。 
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『インダストリアル機器部門』                   （単位：百万円、％） 

前期比  当期 

（平成 23年 3 月期） 

前期 

（平成 22年 3 月期） 増減額 増減率 

売上高 30,335 28,882 +1,452 +5.0 

営業利益 △1,370 △2,754 +1,384 － 

営業利益率 △4.5 △9.5 +5.0 ポイント 

 

インダストリアル機器部門は、売上高が 303 億３千５百万円（前期比 5.0％の増収）、営業利益は△13 億７千万

円となりました。国内の新設住宅着工戸数や持家着工戸数が底入れし、販売が増加したことに加えて、前期に取り

組んだ固定費削減による収益構造改革の結果、営業利益が 13 億８千４百万円の改善となりました。 

 

「国内機工品事業」は、高圧釘打機やコンプレッサなどの主力機械の販売が増加しました。また、ＣＲＭ活動を軸

に顧客との関係を強化したことで、リチウムイオン電池を搭載した充電式のインパクトドライバや丸のこなど、充

電工具の市場導入を加速させ、増収となりました。 

「住環境機器事業」は、浴室暖房換気乾燥機、換気システム、床暖房やディスポーザ・システムなど、より快適な

住空間を実現する製品を工務店、住宅メーカー向けに出荷しています。前期にサンサニー㈱の全株式を取得し、床

暖房システムを電気式から温水式までフルラインアップ化するとともに、施工体制の拡充を図った結果、販売が増

加し、事業全体で増収となりました。しかし東日本大震災の影響から、工務店、住宅メーカー、住宅設備メーカー

への出荷が停止し、売上・利益に影響を受けました。 

「海外機工品事業」は、欧州・米国の住宅市場の低迷が継続する中、戦略プロジェクトを発足させ、鉄筋結束機や

釘打機などの販促策実施による販売増加、および中国市場における釘打機の販売拡大に取り組みました。 

 

前期は、欧米連結販売子会社の決算同期化に伴い、その売上高が 15 ヶ月分計上されています。影響額６億３千６

百万円を控除した実質比較では、前期比 7.4％の増収となります。 
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『その他部門』   （単位：百万円、％） 

 当期 

（平成 23年 3 月期） 

売上高 2,646

営業利益 336

営業利益率 12.7

平成 22 年６月に㈱カワムラサイクルを連結子会社化したことによる、新たな事業部門です。 

当期の売上高は 26 億４千６百万円、営業利益は３億３千６百万円となりました。 

 

 

②次期の見通し 

東日本大震災は、我が国の社会経済に対し大きな打撃を与え、その復旧には今後長期間を要します。 

当社におきましては、釘生産子会社（北茨城市）の一部設備が毀損しましたが、当社主要工場が群馬県に立地し

ていることから、その直接的な損害は軽微でした。しかしながら、当社製品に組み込まれている電子部品の一部調

達については、今後の安定した生産に向けて現在対応中です。 

当社は、被災地における仮設住宅やその後の本格的な住宅建設、および建設・土木工事に関連する釘打機・鉄筋

結束機をはじめとする機器および消耗品のメーカーとして、その供給責任を果たせるよう、全社を挙げて取組んで

まいります。 

 

次期の業績見通しについては、当社住環境機器事業製品の出荷先であるユニットバスメーカーや、オートステー

プラ事業製品の出荷先である複写機メーカーにおいて、生産設備の復旧や使用部品の調達が現段階では不透明な状

況であり、今後第１四半期から第２四半期における当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

このような状況ではありますが、これまで取組んできた収益構造改革を基盤に、国内新設住宅着工戸数の底打ち、

海外市場における販売強化、床暖房システムなどの住環境機器やコンクリート向け工具の新製品の投入により、増

収増益の見通しです。 

 

次期の売上高は590億円（前期比＋8.3％）、営業利益は50億円（同＋20.3％）、経常利益は53億円（同＋27.2％）、

当期純利益は30億円（同＋83.6％）を計画しています。 
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(2)財政状態に関する分析 

  （単位：百万円、％） 

前連結会計年度末比  
金額 

増減額 増減率 

総資産 81,486 4,022 5.2

純資産 62,357 660 1.1

自己資本比率 75.1 － △4.5 ﾎﾟｲﾝﾄ

資産の部は、前連結会計年度末に比べ、40 億２千２百万円増加し、814 億８千６百万円となりました。流動

資産については、受取手形及び売掛金が 12 億２千３百万円、有価証券が 15 億３千４百万円(１年以内償還予

定の債券を流動資産に組み替え)、商品及び製品などたな卸資産が 12 億７千１百万円増加したことなどにより、

48 億８千８百万円増加しました。固定資産については、有形固定資産が名古屋支店新社屋や開発棟建設等で

16 億６千６百万円増加しましたが、投資有価証券が流動資産への組み替えや株式の売却などにより 27 億１千

７百万円減少したことなどから、８億６千６百万円減少しました。 

  負債の部は、前連結会計年度末に比べ、33 億６千１百万円増加し、191 億２千９百万円となりました。流動

負債については、支払手形及び買掛金が７億４千１百万円、短期借入金が８億５千８百万円、未払金が１億３

千４百万円、賞与引当金･役員賞与引当金が３億１百万円増加しましたが、未払法人税等と未払消費税等が２

億２千１百万円減少したことなどにより、28 億２千１百万円増加しました。固定負債は、退職給付引当金･役

員退職慰労引当金が４億２千２百万円増加したことなどにより、５億４千万円増加しました。 

  資産及び負債増加の主な理由は、㈱カワムラサイクルの新規連結によるものであります。 

 <参考> 

 ㈱カワムラサイクルの資産及び負債内訳 

  流動資産 30 億５千９百万円(受取手形及び売掛金７億１百万円、たな卸資産８億５千８百万円など) 

  固定資産 16 億２千万円(有形固定資産 14 億３千７百万円など) 

  流動負債 13 億４千１百万円(支払手形及び買掛金１億６千９百万円、短期借入金８億５千８百万円など) 

  固定負債２億１千８百万円(長期借入金３千５百万円、退職給付引当金４千１百万円など) 

  

  純資産の部は、前連結会計年度末に比べ６億６千万円増加し、623 億５千７百万円となりました。株主資本

は、主に当期純利益が 16 億３千３百万円ありましたが、配当金の支払が 18 億１千５百万円あったため、２億

１千６百万円減少しました。一方、株式市場は東日本大震災の影響を受け下落し、その他有価証券評価差額金

がマイナスに転じたことにより、その他の包括利益累計額合計が２億２千７百万円減少しました。 

 

連結キャッシュ・フローの状況に関する分析 

連結キャッシュ・フロー計算書 要約                                 （単位：百万円） 

区     分 平成22年3月期 平成23年3月期 増減 

現金・現金同等物期首残高 6,533 6,282 △250 

営業活動による収支（△）超過額 8,011 3,813 △4,197 

投資活動による収支（△）超過額 △6,307 △1,006 5,301 

財務活動による収支（△）超過額 △1,987 △2,127 △139 

現金・現金同等物に係る換算差額 33 △57 △90 

 

 

 

 

 現金・現金同等物増減額 △250 622 873 

現金・現金同等物期末残高 6,282 6,905 622 
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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｡)の残高は、前連結会計年度に比べ、

６億２千２百万円増加し、69 億５百万円となりました。 

 

① 営業活動によるキャッシュ・フロー 

当連結会計年度における営業活動によって得られた資金は、38 億１千３百万円となりました。主な増

加は税金等調整前当期純利益 27 億７千６百万円、仕入債務が６億９千５百万円、一方で主な減少は、売

上債権６億２百万円、たな卸資産５億１千７百万円、法人税等の支払額又は還付額 18 億６百万円です。 

② 投資活動によるキャッシュ・フロー 

当連結会計年度における投資活動に使用された資金は、10 億６百万円となりました。主な内訳は有価

証券及び投資有価証券の取得による支出 36 億８千３百万円、有形固定資産の取得による支出 20 億９千６

百万円、子会社株式の取得による支出５億１千２百万円、一方で増加は有価証券及び投資有価証券の償還

及び売却による収入が 40 億９千８百万円です。 

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

当連結会計年度における財務活動に使用された資金は、21 億２千７百万円となりました。主な内訳は

借入金の返済による支出４億２千８百万円、長期借入金の返済による支出５千３百万円、一方で増加は借

入金による収入４億円です。 

 

なお、当企業集団のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。   

 平成20年3月期 平成21年3月期 平成22年3月期 平成23年3月期

自己資本比率（％） 79.0 81.4 79.5 75.1 

時価ベースの自己資本比率（％） 67.9 70.0 65.0 63.5 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 0.6 0.4 0.4 1.0 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 96.3 111.0 188.7 75.1 

・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÷営業キャッシュ・フロー 

・インタレスト・カバレッジ・レシオ・・・営業キャッシュ・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います。 

（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しています。 

（注３）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負債を対象として

います。 
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(3)利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

①利益配分に関する基本方針 

当社は、株主の皆様に対する利益還元を、経営の 重要政策のひとつとして位置づけ、自己資本当期純利益

率（ＲＯＥ）を重視する中で事業の成長を図り、業績に裏づけされた成果の配分を行うことを基本方針として

おります。 

これに基づく配当政策を、連結決算を基準に「配当性向40％を下限とし、純資産配当率2.5％を目指す」と定

めています。 

②当期の配当 

当期は一時的な特別損失の計上により、当期純利益を配当総額が上回ることになりますが、事業収益は着実に

回復しており、中長期的な業績動向及び財務状況などを総合的に勘案して、前期と同様の「１株当たり年間配当

金 36 円」とする予定です。 

③次期の配当見通し 

東日本大震災により我が国の社会経済は大きな被害を受け、その復旧には今後長期間を要し、当社業績に対し

影響を及ぼす可能性がありますが、次期および中長期的な業績見通し、財務状況などを総合的に勘案して、当期

と同様の「１株当たり年間配当金 36 円」とする計画です。 
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 (4)事業等のリスク 
①国内新設住宅着工戸数の動向 

当グループの事業のうち、インダストリアル機器事業の主要製品には、建築市場向けの釘打機、エアコン

プレッサ等の空圧機械、充電工具及びステープル・ネイル・ねじ等の消耗品、浴室暖房換気乾燥機等の住環

境機器が含まれています。そのため、国内の新設住宅着工戸数の減少は、これらの製品の需要及びインダス

トリアル機器事業の業績に悪影響を及ぼす可能性があり、増加は好影響を及ぼす可能性があります。 
②為替レートの変動 

当グループにおける海外への売上、海外からの調達等の一部には、外貨建取引が含まれており、円換算時

の為替レート変動により影響を受けています。当グループの外貨建取引状況にあっては、一般に、主な通貨

である米ドル・ユーロ・香港ドルに対する円高は業績に悪影響を及ぼし、円安は業績に好影響を及ぼす傾向

にあります。 
③原材料価格の変動 

当グループの製品のうち、ステープル・ネイル・ねじ及び鉄筋結束機用ワイヤ等の消耗品の原材料として

普通線材を使用しています。その普通線材の価格が、鉄鉱石や石炭、石油などの原料不足や中国の需要動向

により変動する可能性があります。当グループでは、収益構造の再構築を課題の一つに掲げ、コスト競争力

の強化に継続して取組んでいますが、急激な原材料価格の変動は業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 
④製品品質に関わるもの 

 当グループでは、製品の品質を重視しており、開発・生産における ISO9001 の認証取得など、品質管理、

品質保証の体制を整備しておりますが、全ての製品について欠陥が発生しないという保証はありません。製

品の事故等が発生した場合は、顧客への告知及び製品の点検又は回収などの費用が発生し、業績に悪影響を

及ぼす可能性があります。 
⑤情報の漏洩、情報システムの破壊・破損 

当グループでは、製品のより効果的な販売や顧客サービスの充実を目的として、顧客情報を活用した

CRM(カスタマー・リレーションシップ・マネジメント)活動を展開しており、顧客情報の機密性や受注情報

の可用性については、「情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS-VER2.0)」の認証取得などを通じ、

情報セキュリティ維持向上を目指しています。また、ISMS リスク対応計画を立案し、人的、組織的、物理

的、技術的に顧客情報漏洩対策を実施しています。システムの破壊・破損に対しても、事業継続計画を策定

し訓練を実施していますが、情報漏洩やシステム破壊・破損が発生した場合、事業に悪影響を及ぼす可能性

があります。 
⑥知的財産保護の限界 

当グループでは、他社と差別化した技術・ノウハウの蓄積やお客様のニーズに適合した製品開発等により、

マックスブランドを通し、お客様の信頼を高めてきました。また、当グループにおいて培った知的財産につ

いては、その重要性を認識し、保護手続をとっています。しかし、第三者による類似製品の製造を防止でき

ない場合もあり、当グループの市場競争力に悪影響を及ぼす可能性があります。また、第三者所有の知的財

産を侵害することのないよう細心の注意を払っていますが、知的財産を侵害しているとされる可能性もあり、

そのことにより事業に悪影響を及ぼす可能性があります。 
⑦退職給付債務 

当グループにおける退職給付費用及び債務は、割引率等数理計算上で設定される前提条件や年金資産の期

待運用収益率に基づいて算出しています。また、割引率は日本の国債の市場利回りを考慮して設定していま

す。実際の結果が前提条件と異なる場合、または前提条件を変更した場合、その影響は累積され、将来にわ

たって規則的に認識されるため、一般的には将来期間において認識される費用及び計上される債務に影響を

及ぼします。さらなる割引率の低下や運用利回りの悪化は業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 
⑧カントリーリスク 

海外での事業活動には、予期しない法律や規制の変更など、経済的に不利な要因の存在または発生、テロ・

戦争・その他の要因による社会的または政治的混乱などのリスクが存在します。こうしたリスクが顕在化する

ことによって、海外での事業活動に支障が生じ、当社グループの業績及び将来計画に影響を与える可能性があ

ります。 
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２．企業集団の状況 

当社の企業集団は、当社、子会社 27 社及び関連会社２社で構成され、ホッチキス、タイムレコーダ、文字

表示機器、オートステープラ等を中心としたオフィス機器と釘打機、エアコンプレッサ、充電工具、鉄筋結束

機、コンクリートドリル、浴室暖房換気乾燥機、全館 24 時間換気システム等を中心としたインダストリアル

機器の製造販売を主な事業内容としております。 

更に事業に関連する物流、その他のサービス等の活動を展開しております。 

当企業集団の事業に係わる位置づけは次の通りであります。 

オフィス機器 当社が製造販売するほか、子会社 MAX FASTENERS(M)SDN.BHD.、美克司電子機械

(深圳)有限公司等で製造しており、当社で仕入れて販売しております。 

インダストリアル機器 当社が製造販売するほか、子会社マックスファスニングシステムズ㈱、マック

ス高崎㈱(旧名：マックス吉井㈱)、 MAX FASTENERS(M)SDN.BHD.、 MAX 

(THAILAND)CO.,LTD.、美克司電子機械(蘇州)有限公司等で製造しており、当社

で仕入れて販売しております。                       

当社の国内の販売の一部は、埼玉マックス㈱等の子会社により行っており、海外の販売の一部は、MAX USA 

CORP.等の海外子会社を通じて行っております。製品等の保管・荷役については、子会社マックス物流倉庫㈱

が行っております。また、アフターサービス及び修理については、子会社マックスエンジニアリング＆サービ

スファクトリー㈱が行っております。 

   なお、持分法適用関連会社であった㈱カワムラサイクルの株式に対する公開買い付けを行い、当社の議決権

比率が 64.61%となり、平成 22 年６月 24 日付けで連結子会社となりました。 

  当期、新たに MAX ASIA PTE.LTD.(平成 22 年 11 月９日：連結子会社)、邁庫司(上海)商貿有限公司(平成 22 年

６月 18 日：非連結子会社)、美克司電子機械(蘇州)有限公司(平成 22 年７月７日：非連結子会社)を設立してお

ります。 

  また、海外販売子会社の MAX EUROPE GmbH を平成 23 年３月に清算し連結子会社から除外しております。 
 

事業の系統図 

　　　　　製 　　　　　　製 　　　　　　　製

　　　　　品 　　　　　　品 　　　　　　　品

販売部門(国内) 販売部門(海外) 販売部門(海外) サービス部門

連結子会社 連結子会社 連結子会社 連結子会社

埼玉マックス㈱ MAX USA CORP.　 美克司香港有限公司 ﾏｯｸｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ&ｻｰﾋﾞｽﾌｧｸﾄﾘｰ㈱

四国マックス㈱ MAX EUROPE B.V. 製 　　　　　　　製

岡山マックス㈱ MAX ASIA PTE.LTD. 品 　　　　　　　品 製 保管･荷役部門

金沢マックス㈱ 生産部門(海外) 品 連結子会社

横浜マックス㈱ 　　　　　　製 非連結子会社 マックス物流倉庫㈱

製 　　　　　　品 美克司電子機械(深圳)有限公司 製

品 生産部門 品

連結子会社

製品 MAX FASTENERS(M) SDN.BHD.

販売部門(海外) MAX(THAILAND) CO.,LTD.

非連結子会社 その他サービス部門(国内)

邁庫司(上海)商貿 製品 非連結子会社

有限公司 　　　　　　製品 　　　　　　　製品及び外注加工 マックスビジネスサービス㈱

生産部門(海外) 生産部門(国内) マックス技研㈱

製品 非連結子会社 連結子会社 マックスエンジニアリング㈱

美克司電子機械(蘇州)有限公司 マックスファスニングシステムズ㈱ その他関連会社(海外)

マックス倉賀野㈱ REHON INDUSTRIES SDN.BHD.

マックス高崎㈱ MAX-NANMEE CO.,LTD.

サンサニー工業㈱

生産部門(海外)

㈱カワムラサイクル 連結子会社

漳州立泰医療康復器材有限公司

ランドウォーカー㈱ 厦門愛泰康復器材有限公司

当　　　　社

オフィス機器 インダストリアル機器

得　　　　　意　　　　　先

製品

製品製品

 

（注）      印は販売代理商である連結子会社に係るものを示しております。 
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３．経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

当社における経営の基本理念は、「顧客価値」を拡大して行くプロセスに於いて、全社員が「顧客の支持

を高め、いきいきと楽しく力を合わせて」取り組むことにより、「皆が揃って成長し」その組織力を源泉と

して事業の成長と事業利益の拡大を追求し、企業の永続的な成功・発展を目指すものであります。 

そこで経営の基本姿勢として、次の４点を掲げております。 

①顧客を知る、現場を知る経営に徹する。 

「現場」、「現物」、「現実」という三現主義の徹底した実践により、お客様を知り、その課題を解決する

ことで顧客価値を高めてまいります。 

②ガラス張りの経営に徹する。 
連結決算を重視し、一般公正妥当な会計基準に基づき、企業の方針、業績、実態を適時・適切に社内外

に公開しております。 

③全員参画の経営に徹する。 

働く社員は主体的に経営に参画し、それぞれの役割の中で事業成果を拡大してまいります。 

④成果配分の経営に徹する。 

結実された成果は、「株主」「社員」「社会」に公正に配分してまいります。これにより事業を拡大させ、社

会に貢献してまいります。 

 
(2) 目標とする経営指標 

   平成 26 年３月期売上高 665 億円、営業利益 78 億円、経常利益 80 億円、当期純利益 47 億円、売上高営業

利益率 11.7％、ＲＯＥ7.2％。 

 

(3)中長期的な会社の経営戦略 

経営戦略の基本的な考え方 

これまで取組んできたＣＲＭをなお一層深化させ、『顧客との結びつきをさらに深め、顧客を知り、顧客の支

持を高め』、持続的な成長を図ります。 

・全社・全部門の収益力をさらに向上させます。 

・海外事業を当中計の事業成長の中核と位置づけ、積極的な展開を図り、売上高構成比30％を目指します。 

・ＲＯＥは、当中計期間で７％台を目指します。 

 

『オフィス機器部門』 

①オフィス事業は、マーケティング要素が異なる「文具」と「事務機械」を明確に区分した事業運営を進め

ます。 

   文具は文具店・量販店・通販を主な販売チャネルとして、不特定多数を対象としたマーケティングを実

践し、事務機械は顧客データベースの構築、顧客を特定したＣＲＭ活動を深め、事業成長に取組みます。 

②オートステープラ事業は、出荷先複写機メーカーとの連携をさらに強化し、併せて欧米での現地マーケテ

ィング活動を深め、収益性を維持しつつ次世代の事業成長エンジンとしての、複写機内蔵用バインダの普

及拡大に取組みます。 

『インダストリアル機器部門』 

①国内機工品事業は、今後国内新設住宅着工戸数の大きな回復・増加が見込めない前提で、トップブランド

の釘打機のシェアを維持しつつ、マーケティングシナジーを発揮し、充電式を中心とする電動工具事業を

拡大し、収益水準の向上を実現します。 

②住環境機器事業は、トップシェアの浴室暖房換気乾燥機を中心とする顧客との関係を強化する中で、ディ

スポーザ・全熱交換型換気システム・床暖房システムなどの複数商材の事業ボリュームを拡大し、売上生

産性を高めます。 

  床暖房システムは、製品のフルラインアップ、販売から施工まで一貫して提供できる材工一貫体制によ

り、新築・リフォーム向けに成果を拡大し、国内シェア第１位を目指します。 

③海外機工品事業は、北米・欧州・アジアの各地域別の戦略プロジェクトの下で、タイ工場の拡充による価

格競争力の強化および収益性の向上を図り、成果を拡大します。 
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④海外住環境機器事業は、中国蘇州工場で現地仕様の浴室暖房換気乾燥機を生産し、中国市場への普及に取

組みます。 

『その他部門』 

当期よりグループ会社となった㈱カワムラサイクルは現在、自走用・介護用の車椅子を中核製品として事

業を展開しています。 

現在当社は同社との連携を深め、国内における高齢社会の進展に合わせて、新たな介護関連機器の開発に

取組んでいます。新製品の開発、円滑な市場導入に当たっては、同社のノウハウ・販売チャネルを活用し、

当社の有する開発・生産などの技術資産とのシナジーを発揮して、成果に結び付けます。 

 

 

 

中期経営計画                     (単位：百万円，％) 

当期 次期 中期 H.26 

(H.23.3 月期) (H.24.3 月期) (H.25.3 月期) (H.26.3 月期) /H.23 

  

実績 増減率 計画 増減率 計画 増減率 計画 増減率 
年平均 

伸長率 

売上高 54,463 12.7 59,000 8.3 62,700 6.3 66,500 6.1 6.9

 ｵﾌｨｽ部門 21,481 10.5 21,900 2.0 23,100 5.5 24,700 6.9 4.8

 ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙ部門 30,335 5.0 33,300 9.8 35,500 6.6 37,600 5.9 7.4

 その他 2,646 ― 3,800 ― 4,100 7.9 4,200 2.4 ―

営業利益 4,154 162.2 5,000 20.3 6,300 26.0 7,800 23.8 23.4

 ｵﾌｨｽ部門 5,188 19.6 4,380 △15.6 4,920 12.3 5,790 17.7 3.7

 ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙ部門 △1,370 ― 120 ― 830 590.8 1,450 74.7 ―

その他 336 ― 500 ― 550 10.0 560 1.7 ―

売上高営業利益率 7.6 ― 8.5 ― 10.0 ― 11.7 ― ―

 ｵﾌｨｽ部門 24.2 ― 20.0 ― 21.3 ― 23.4 ― ―

 ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙ部門 △4.5 ― 0.4 ― 2.3 ― 3.9 ― ―

その他 12.7 ― 13.2 ― 13.4 ― 13.3 ― ―

経常利益 4,166 108.4 5,300 27.2 6,500 22.6 8,000 23.1 24.3

当期純利益 1,633 45.2 3,000 83.6 3,800 26.7 4,700 23.7 42.2

1 株当り当期純利益 32.4 円 ― 59.5 円 ― 75.4 円 ― 93.2 円 ― ―

ＲＯＥ（％） 2.7 ― 4.9 ― 6.0 ― 7.2 ― ―

 

(4)会社の対処すべき課題 

①企業価値の向上 

当グループ（当社及び連結子会社）は中期的には、自己資本当期純利益率を高めていくために既存事業の収

益構造を再構築するとともに、新たな事業成長に向けて取り組んでまいります。 

オフィス機器事業におきましては、「ホッチキスのマックス」のブランド力を生かし、文具製品をリニューア

ルするとともに、食品の品質表示などの小型ラベルプリンタ市場への進出により事業拡大を進めてまいります。

オートステープラ事業につきましては、市場でＰＯＤニーズが高まる中で、今後の事業拡大に向けて、オート

ステープラの機械・消耗品に加えて、次世代の事業成長エンジンとしての、複写機内蔵用バインダの普及拡大

に取組みます。 

機工品事業におきましては、トップブランドの釘打機のシェアを維持しつつ、空圧・ガス・バッテリー全て
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のエネルギー源において他社にはない圧倒的強みを基盤として、国内海外をボーダーレスの市場と捉えなおし、

拠点政策、ルート政策、物流・アフター政策を組み込んだ国内、海外、それぞれの事業戦略を着実に実行して

いきます。住環境機器事業は事業拡大を優先し投入を先行してきましたが、製品アイテムを増やし、きめ細か

な顧客対応により売上拡大を進めながら、原価改善と固定費抑制により収益改善を進めます。 

今後とも当グループは、お客様にとって使い勝手のよい新製品を提供し、ホッチキス・釘打機で培ったマッ

クスブランドをとおしてお客様の信頼を高め、グローバルな競争に打ち勝ち、収益性の向上とキャッシュ・フ

ローの拡大を図ってまいります。 

②「環境保全」への対応 

当グループは、「環境保全」を重要課題の一つとして捉え、商品の開発・製造から廃棄に至るまでの事業活

動や、業務面における環境にやさしい事務用品の使用など、あらゆる面から生じる環境負荷に対して、その

削減に取り組んでおります。 

群馬県２工場(玉村・藤岡)ならびに高崎事業所は、各々ISO14001 の認証を取得しております。 

③「個人情報保護」への対応 

当グループは、顧客情報資産の保全と社内情報資産の保全を重要な課題として捉え、個人情報保護法への

対応を図り、情報セキュリティ基本方針を定め情報資産の機密性、完全性、可用性の確保に努めています。

なお、「情報セキュリティ・マネジメント・システム(ＩＳＭＳ)」の認証を平成 16 年４月 27 日に取得して

おります。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マックス㈱　(6454)　平成23年３月期　決算短信

14



４【連結財務諸表等】
(1)【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22年３月31日)

当連結会計年度
(平成23年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,282 7,032

受取手形及び売掛金 11,361 12,584

有価証券 4,010 5,545

商品及び製品 3,656 4,015

仕掛品 657 864

原材料 1,447 2,152

繰延税金資産 590 1,166

その他 595 1,129

貸倒引当金 △3 △3

流動資産合計 29,598 34,487

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 5,153 5,789

機械装置及び運搬具（純額） 2,133 1,828

土地 7,180 7,561

リース資産（純額） 419 463

建設仮勘定 380 1,484

その他（純額） 800 605

有形固定資産合計 16,067 17,733

無形固定資産 269 216

投資その他の資産

投資有価証券 26,224 23,506

長期貸付金 926 834

繰延税金資産 2,219 2,396

その他 2,171 2,328

貸倒引当金 △12 △15

投資その他の資産合計 31,529 29,049

固定資産合計 47,865 46,999

資産合計 77,464 81,486
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成22年３月31日)

当連結会計年度
(平成23年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,104 3,845

短期借入金 2,050 2,908

リース債務 182 184

未払金 1,040 1,175

未払法人税等 1,085 972

未払消費税等 165 57

繰延税金負債 6 26

賞与引当金 826 1,109

役員賞与引当金 27 46

製品品質保証対応引当金 － 912

その他 1,055 1,129

流動負債合計 9,545 12,367

固定負債

長期借入金 150 185

リース債務 236 269

再評価に係る繰延税金負債 633 633

退職給付引当金 4,608 4,981

役員退職慰労引当金 181 231

資産除去債務 － 26

負ののれん 68 79

その他 342 356

固定負債合計 6,222 6,762

負債合計 15,767 19,129

純資産の部

株主資本

資本金 12,367 12,367

資本剰余金 10,518 10,517

利益剰余金 42,221 42,010

自己株式 △81 △87

株主資本合計 65,025 64,809

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 6 △199

土地再評価差額金 △2,804 △2,775

為替換算調整勘定 △612 △662

その他の包括利益累計額合計 △3,410 △3,638

少数株主持分 81 1,186

純資産合計 61,696 62,357

負債純資産合計 77,464 81,486
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②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
(連結損益計算書)

(単位：百万円)

前連結会計年度
(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
(自 平成22年４月１日
 至 平成23年３月31日)

売上高 48,321 54,463

売上原価 31,202 33,552

売上総利益 17,119 20,911

販売費及び一般管理費 15,534 16,756

営業利益 1,584 4,154

営業外収益

受取利息 299 301

受取配当金 103 112

受取賃貸料 85 59

負ののれん償却額 7 14

持分法による投資利益 33 23

デリバティブ評価益 － 11

その他 116 83

営業外収益合計 645 607

営業外費用

支払利息 42 51

租税公課 19 26

為替差損 101 428

その他 67 89

営業外費用合計 231 596

経常利益 1,998 4,166

特別利益

段階取得に係る差益 － 81

負ののれん発生益 － 277

投資有価証券売却益 － 17

退職給付制度終了益 － 43

その他 － 1

特別利益合計 － 421

特別損失

固定資産売却損 － 10

固定資産廃棄損 22 14

投資有価証券評価損 － 492

減損損失 － 22

製品品質保証対応費用 － 1,182

事業再編損 286 65

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 23

特別損失合計 309 1,811

税金等調整前当期純利益 1,689 2,776

法人税、住民税及び事業税 1,280 1,671

過年度法人税等 △190 17

法人税等調整額 △532 △593

法人税等合計 557 1,095

少数株主損益調整前当期純利益 － 1,680

少数株主利益 6 47

当期純利益 1,125 1,633
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(連結包括利益計算書)

(単位：百万円)

前連結会計年度
(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
(自 平成22年４月１日
 至 平成23年３月31日)

少数株主損益調整前当期純利益 － 1,680

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 － △206

為替換算調整勘定 － △71

持分法適用会社に対する持分相当額 － －

その他の包括利益合計 － △277

包括利益 － 1,402

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 － 1,377

少数株主に係る包括利益 － 25
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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21年４月１日
 至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
 至 平成23年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 12,367 12,367

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 12,367 12,367

資本剰余金

前期末残高 10,518 10,518

当期変動額

自己株式の処分 0 △0

当期変動額合計 0 △0

当期末残高 10,518 10,517

利益剰余金

前期末残高 42,911 42,221

当期変動額

剰余金の配当 △1,815 △1,815

当期純利益 1,125 1,633

自己株式の処分 － △0

土地再評価差額金の取崩 － △28

当期変動額合計 △690 △210

当期末残高 42,221 42,010

自己株式

前期末残高 △70 △81

当期変動額

自己株式の取得 △11 △7

自己株式の処分 0 1

当期変動額合計 △11 △6

当期末残高 △81 △87

株主資本合計

前期末残高 65,727 65,025

当期変動額

剰余金の配当 △1,815 △1,815

当期純利益 1,125 1,633

自己株式の取得 △11 △7

自己株式の処分 0 1

土地再評価差額金の取崩 － △28

当期変動額合計 △701 △216

当期末残高 65,025 64,809
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(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
(自 平成22年４月１日
 至 平成23年３月31日)

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △519 6

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 526 △206

当期変動額合計 526 △206

当期末残高 6 △199

土地再評価差額金

前期末残高 △2,804 △2,804

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 28

当期変動額合計 － 28

当期末残高 △2,804 △2,775

為替換算調整勘定

前期末残高 △666 △612

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 54 △49

当期変動額合計 54 △49

当期末残高 △612 △662

その他の包括利益累計額合計

前期末残高 △3,991 △3,410

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 580 △227

当期変動額合計 580 △227

当期末残高 △3,410 △3,638

少数株主持分

前期末残高 76 81

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4 1,104

当期変動額合計 4 1,104

当期末残高 81 1,186

純資産合計

前期末残高 61,812 61,696

当期変動額

剰余金の配当 △1,815 △1,815

当期純利益 1,125 1,633

自己株式の取得 △11 △7

自己株式の処分 0 1

土地再評価差額金の取崩 － △28

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 585 877

当期変動額合計 △116 660

当期末残高 61,696 62,357
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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21年４月１日
 至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
 至 平成23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 1,689 2,776

減価償却費 2,181 1,992

負ののれん償却額 △7 △14

減損損失 － 22

持分法による投資損益（△は益） △33 △23

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3 1

段階取得に係る差損益（△は益） － △81

負ののれん発生益 － △277

賞与引当金の増減額（△は減少） 311 216

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △16 18

製品品質保証対応引当金の増減額（△は減少） － 912

退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は
減少）

672 384

受取利息及び受取配当金 △402 △414

支払利息 42 51

デリバティブ評価損益（△は益） － △11

為替差損益（△は益） △26 △4

固定資産廃棄損 22 14

固定資産売却損益（△は益） － 10

事業再編損失 － 65

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 23

投資有価証券売却損益（△は益） － △17

投資有価証券評価損益（△は益） － 492

売上債権の増減額（△は増加） 372 △602

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,311 △517

仕入債務の増減額（△は減少） △454 695

未払消費税等の増減額（△は減少） 103 △113

その他の資産の増減額（△は増加） 110 △371

その他の負債の増減額（△は減少） △220 △2

小計 6,659 5,223

利息及び配当金の受取額 396 447

利息の支払額 △42 △50

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 997 △1,806

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,011 3,813
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(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
(自 平成22年４月１日
 至 平成23年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △6,127 △3,683

子会社株式の取得による支出 － △512

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による
収入

1,003 4,098

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

－ 135

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△361 －

有形固定資産の取得による支出 △862 △2,096

有形固定資産の売却による収入 44 138

無形固定資産の取得による支出 － △40

貸付けによる支出 △178 △91

貸付金の回収による収入 174 182

定期預金の預入による支出 － △137

定期預金の払戻による収入 － 1,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,307 △1,006

財務活動によるキャッシュ・フロー

借入れによる収入 100 400

借入金の返済による支出 － △428

長期借入金の返済による支出 △23 △53

自己株式の取得による支出 △11 △7

自己株式の売却による収入 0 1

配当金の支払額 △1,815 △1,812

リース債務の返済による支出 △238 △227

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,987 △2,127

現金及び現金同等物に係る換算差額 33 △57

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △250 622

現金及び現金同等物の期首残高 6,533 6,282

現金及び現金同等物の期末残高 6,282 6,905
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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．連結の範囲に関する事項 

①連結子会社の数    21 社 

主要な連結子会社名 

マックスファスニングシステムズ㈱、マックスエンジニアリング&サービスファクトリー㈱ 、埼玉マック

ス㈱、MAX(THAIAND)CO.,LTD.、MAX FASTENERS(M)SDN.BHD. 

持分法適用会社であった、㈱カワムラサイクルの株式に対する公開買い付けを行い、平成 22 年６月 24 日付

けで連結子会社となりました。その結果、当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から、㈱カワムラサイク

ル及びその子会社３社を連結の範囲に含めております。また、平成 22 年 11 月９日付けで、海外販売子会社

MAX ASIA PTE.LTD.を設立し連結の範囲に含めております。なお、MAX EUROPE GmbH を平成 23 年３月に清算し

たことにより、連結の範囲から除外しております。 

②主要な非連結子会社名 

美克司電子機械(深圳)有限公司、邁庫司(上海)商貿有限公司(平成 22 年６月 18 日設立)、美克司電子機械(蘇

州)有限公司(平成 22 年７月７日設立) 

連結の範囲から除いた理由 

非連結子会社６社はいずれも当期においては小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見

合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）は、いずれも連結財務諸表に与える影響が軽微なため連結の範囲

より除いております。 

 

２．持分法の適用 

①持分法を適用した関連会社 

該当する関連会社はありません。なお、当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から、㈱カワムラサイク 

ルを連結の範囲に含めたため、持分法の適用から除外しております。 

②持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のうち主要な会社等の名称 

美克司電子機械(深圳)有限公司、邁庫司(上海)商貿有限公司(平成22年６月18日設立)、美克司電子機械(蘇 

州)有限公司(平成 22 年７月７日設立) 

 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社のうち MAX(THAIAND)CO.,LTD.の決算日は 12 月 31 日であり、従来、連結財務諸表の作成に当っ

ては、同日現在の財務諸表を使用し、連結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

っておりましたが、連結財務情報のより適正な開示を図るために、当連結会計年度より、決算日である 3月

31 日に仮決算を行い連結する方法に変更することと致しました。この仮決算の実施により、平成 22 年１月

１日から平成 23 年３月 31 日までの 15 ヶ月間を連結しております。 

この結果、営業利益が２千９百万円、経常利益、税金等調整前当期純利益がそれぞれ２千８百万円増加し

ております。 

なお、MAX FASTENERS(M) SDN.BHD．、美克司香港有限公司は従来通り 12 月 31 日決算で同日現在の財務諸表

を使用し、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なっております。 

 

４．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 

その他有価証券 

・時価のあるもの  
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連結会計年度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 

なお、売買目的有価証券及び満期保有目的の債券は所有しておりません。 

２)デリバティブ 

時価法を採用しております。 

３)たな卸資産 

主として総平均法に基づく原価法（収益の低下による簿価切下げの方法）によっております。 

 

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（賃貸不動産を含みリース資産を除く） 

親会社及び国内連結子会社においては、建物（建物附属設備を除く）については、平成 10 年３月 31 日以前

に取得したものは旧定率法、平成 10 年４月１日から平成 19 年３月 31 日までに取得したものは旧定額法、平

成 19 年４月１日以降に取得したものについては定額法によっております。建物以外については、平成 19 年３

月31日以前に取得したものは旧定率法、平成19年４月１日以降に取得したものは、定率法によっております。

なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。ただし、

在外連結子会社においては見積耐用年数により実施し、償却の方法は主に定率法を採用しております。また、

平成 19 年３月 31 日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が完了した翌年から５年間で均

等償却する方法によっております。 

２)無形固定資産 

親会社及び国内連結子会社においては、定額法を採用しております。なお、償却年数については、法人税法

に規定する方法と同一の基準によっております。ただし、自社利用のソフトウエアについては社内における見

込利用可能期間（５年）に基づく定額法、市場販売目的のソフトウエアについては見込販売数量に基づく償却

方法によっております。 

３)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は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零

とする定額法を採用しております。 

③重要な引当金の計上基準 

１)貸倒引当金 

親会社及び連結子会社においては、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、また、破産更生債権等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。 

２)賞与引当金 

従業員に対する賞与の支給に充てるため、当連結会計年度における支給見込額を計上しております。 

３)役員賞与引当金 

親会社及び国内連結子会社においては、役員に対する賞与の支給に充てるため、当連結会計年度における支

給見込額を計上しております。 

４)製品品質保証対応引当金 

  当社が社外から購入した部品の一部に品質不良があり、これを使用して製造した製品の市場対応の履行によ 

る損失の発生に備えるため、合理的な見積り額を製品品質保証対応引当金として計上しております。これに  

より、特別損失に製品品質保証対応費用として、11億８千２百万円が計上され、税金等調整前当期純利益が同

額減少しております。 

５)退職給付引当金 

親会社及び国内連結子会社においては、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に基づき、当連結会計年度末において発生していると認められる額を計上しております。

なお、数理計算上の差異については、発生の翌連結会計年度より５年にわたり定額法で費用処理しております。
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また、過去勤務債務については、発生年度より５年にわたり定額法で費用処理しております。 

６)役員退職慰労引当金 

親会社では、役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額２億１百万円並びに、執行

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額２千９百万円を含めて計上しております。 

 

④消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税ついては、税抜方式によっております。 

 

５．のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

のれん及び負ののれんの償却については、定額法(償却年数は 20 年以内)を採用しており、償却年数は合理的に

見積もられた、のれん及び負ののれんの効果におよぶ期間に基いております。 

 

６．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、要求払預金並びに容易に

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。 

 

(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 

１．資産除去債務に関する会計基準の適用 

   当連結会計年度より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第 18 号 平成 20 年３月 31 日)及び

「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 21 号 平成 20 年３月 31 日)を適用し

ております。 

   これにより、営業利益及び経常利益はそれぞれ０百万円減少し、税金等調整前当期純利益は２千３百万円減

少しております。また、当会計基準適用による資産除去債務の変動額は２千６百万円であります。 

 

２．企業結合に関する会計基準の適用 

当連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準 21 号 平成 20 年 12 月 26 日)及び「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)を適用しております。 

 

(8)表示方法の変更 

  (連結損益計算書) 

当連結会計年度より、「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)に

基づき、「財務諸表の用語、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 21 年３月 24

日 内閣府令第５号)を適用し、「少数株主損益調整前当期純利益」の科目で表示しております。 

 

(9)追加情報 

当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計基準」(企業会計基準第25号 平成22年６月30日)を適

用しております。ただし、「その他の包括利益累計額」及び「その他の包括利益累計額合計」の前連結会計年

度の金額は、「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額合計」の金額を記載しております。 

 

 

 

 

 

 

 

マックス㈱　(6454)　平成23年３月期　決算短信

25



(10)連結財務諸表に関する注記事項 

 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度(平成22年３月31日) 当連結会計年度(平成23年３月31日) 

(1) 有形固定資産の減価償却累計額  43,123百万円 (1) 有形固定資産の減価償却累計額  43,738百万円 

(2) 非連結子会社及び関連会社に対する、主なものは次

のとおりであります。 

投資有価証券(株式)               737百万円 

(2) 非連結子会社及び関連会社に対する、主なものは次

のとおりであります。 

投資有価証券(株式)               763百万円 

(3) 土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公布

法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価を行

ない、当該再評価差額に係る税金相当額を「再評価

に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、こ

れを控除した金額を「土地再評価差額金」として純

資産の部に計上しております。 

再評価を行なった年月日    平成14年３月31日 

再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３月

31日公布政令第119号)第２条第３号に定める固

定資産税評価額に基づき合理的な調整を行なっ

て算出しております。 

     

再評価を行った土地の期末における時価と再評価

後の帳簿価額との差額 

土    地                  △1,385百万円 

賃貸土地                    △148百万円 

 

(3) 土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公布

法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価を行

ない、当該再評価差額に係る税金相当額を「再評価

に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、こ

れを控除した金額を「土地再評価差額金」として純

資産の部に計上しております。 

再評価を行なった年月日    平成14年３月31日 

再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３月

31日公布政令第119号)第２条第３号に定める固

定資産税評価額に基づき合理的な調整を行なっ

て算出しております。 

     

再評価を行った土地の期末における時価と再評価

後の帳簿価額との差額 

土    地                 △1,634百万円 

賃貸土地                    △198百万円 

 

(4) 受取手形割引高                     百万円 

受取手形割引高                   518 

輸出手形割引高                    69 

(4) 受取手形割引高                     百万円 

受取手形割引高                   558 

輸出手形割引高                    46 

(5) 表示方法の変更 

 
(5) 表示方法の変更 
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（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 

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 

自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日 

(1) 販売管理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。 

                  百万円 

   給 料      4,960 

    荷 造 発 送 費      1,265 

    販 促 費   1,333 

    減 価 償 却 費        535 

    賞 与 引 当 金 繰 入 額       563 

役員賞与引当金繰入額         29 

    退 職 給 付 費 用      1,508 

    役員退職慰労引当金繰入額         43 

    貸 倒 引 当 金 繰 入 額          6 

 

(1) 販売管理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。 

                  百万円 

   給 料      5,235 

    荷 造 発 送 費      1,502 

    販 促 費   1,491 

    減 価 償 却 費        555 

    賞 与 引 当 金 繰 入 額       716 

役員賞与引当金繰入額       46 

    退 職 給 付 費 用       1,242 

    役員退職慰労引当金繰入額       42 

    貸 倒 引 当 金 繰 入 額        5 

(2) 研究開発費は、2,023百万円であり、一般管理費に

含まれております。 

 

(2) 研究開発費は、2,498百万円であり、一般管理費に

含まれております。 

 

(3) 固定資産廃棄損 

    百万円 

   建 物 及 び 構 築 物            3 

   機 械 装 置 及 び 運 搬 具           11 

   解 体 費 用            2 

   工 具 器 具 備 品 他                        5  

      合    計           22 

(3) 固定資産廃棄損 

    百万円 

   建 物 及 び 構 築 物            4 

   機 械 装 置 及 び 運 搬 具            3 

   解 体 費 用            1 

   工 具 器 具 備 品 他                        4  

      合    計          14 

 
 

(連結包括利益計算書関係) 

  

当連結会計年度( 自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日 ) 

  当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

   親会社株主に係る包括利益       1,705百万円 

   少数株主に係る包括利益           8      

   計                               1,714 

   

   当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

    その他有価証券評価差額金         526百万円 

    為替換算調整勘定                    56   

    計                  582 
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（連結株主資本等変動計算書関係） 

 

前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式（千株） 50,500 - - 50,500

 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式（千株） 69 11 0 80

（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

単元未満株式の買取りによる増加    11千株 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

単元未満株式の売渡による減少     ０千株 

 

３ 配当に関する事項 

(１)配当金支払額 

決議 
株式の種

類 

配当金の総額

（百万円） 

１株当たり 

配当額（円）

基準日 
効力発生日 

平成21年6月26日 

定時株主総会 
普通株式 1,815 36 平成21年3月31日 平成21年6月29日 

(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 

決議 
株式の

種類 

配当の 

原資 

配当金の総額

（百万円） 

１株当たり

配当額（円）

基準日 
効力発生日 

平成22年6月29日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金 1,814 36 平成22年3月31日 平成22年6月30日

 

当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式（千株） 50,500 - - 50,500

 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式（千株） 80 7 1 86

（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

単元未満株式の買取りによる増加   ７千株 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

単元未満株式の売渡による減少    １千株 

 

３ 配当に関する事項 

(１)配当金支払額 

決議 
株式の種

類 

配当金の総額

（百万円） 

１株当たり 

配当額（円）

基準日 
効力発生日 

平成22年6月29日 

定時株主総会 
普通株式 1,815 36 平成22年3月31日 平成22年6月30日 

 

 

マックス㈱　(6454)　平成23年３月期　決算短信

28



(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 

決議 
株式の

種類 

配当の 

原資 

配当金の総額

（百万円） 

１株当たり

配当額（円）

基準日 
効力発生日 

平成23年6月29日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金 1,814 36 平成23年3月31日 平成23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 21 年４月 １日 

至 平成 22 年３月 31 日 

当 連 結 会 計 年 度 

自 平成 22 年４月 １日 

至 平成 23 年３月 31 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 

                     百万円 

現金及び預金勘定            7,282 

有価証券                 ― 

  預入期間が３ヶ月を超える定期預金   △1,000 

 現金及び現金同等物           6,282 

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 

                      百万円 

  現金及び預金勘定              7,032 

  有価証券                  10 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金    △137 

  現金及び現金同等物                      6,905 
 

 

（セグメント情報） 

１．事業の種類別セグメント情報  

前連結会計年度（自平成 21 年 4 月 1日  至平成 22 年 3 月 31 日） 

 オフィス 

機器 

インダストリアル

機器 
計 

消去又は

全社 
連結 

Ⅰ．売上高及び営業損益 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

    売 上 高            

 （1）外部顧客に対する売上高 19,439 28,882 48,321 － 48,321

 （2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
－ － － － －

計 19,439 28,882 48,321 － 48,321

    営 業 費 用          15,099 31,637 46,737 － 46,737

    営 業 利 益 又 は 営 業

損 失（△） 
4,339 △2,754 1,584 － 1,584

Ⅱ．資産､減価償却費及び資本的支出      

    資 産          16,806 26,533 43,339 34,124 77,464

    減 価 償 却 費          625 1,301 1,927 － 1,927

    資 本 的 支 出          356 488 844 － 844

(注) 連結子会社のうち MAX USA CORP．、MAX EUROPE GmbH 、MAX EUROPE B.V.の決算日は、12 月 31 日であり、従

来、連結財務諸表の作成に当っては、同日現在の財務諸表を使用し、連結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したが、連結財務情報のより適正な開示を図るために、当連結会計年

度より、決算日である３月 31 日に仮決算を行い連結する方法に変更することと致しました。この仮決算の実

施により、これら３社については平成 21 年１月１日から平成 22 年３月 31 日までの 15 ヶ月間を連結しており

ます。 

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当連結会計年度における営業利益は「オフィス機器」

が１千万円増加し、「インダストリアル機器」が６千万円増加しております。 
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（注 1）事業区分の方法 

1.当グループの事業区分の方法は、製品系列により行なっております。 

2.各事業区分の主要製品 

事 業 区 分 主   要   製   品 

オフィス 機 器 

オートステープラ、ホッチキス、ホッチキス針、ナンバリング、パンチ、スタンプ台、朱

肉、タイムレコーダ、チェックライタ、カッティングマシン、プリンティングマシン、メ

ーリング機器、ラベルプリンタ、カードプリンタ、チューブマーカー、筆耕ソフト、筆耕

マシン、平行定規、プロッタなど 

インダストリアル 

機 器 

釘打機、ガンタッカ、システム釘打機、ねじ打機、連ねじ機、各種ステープル・ネイル・

ねじ、エアコンプレッサ、鉄筋結束機、コンクリート用ピン打機、ガスネイラ、ハンマド

リル、振動ドリル、充電インパクトドライバ、充電丸のこ、野菜結束機、誘引結束機、袋

とじ機、充電式剪定はさみ、浴室暖房換気乾燥機、全館 24 時間換気システム、床暖房シ

ステム、ディスポーザ・システム、住宅用火災警報器など 

 

（注2）資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は 341 億２千４百万円であり、親会社での余資運

用資金(現預金及び有価証券)、長期投資資金(投資有価証券及び投資その他の資産のその他に含まれる長期性

預金)であります。 

 

２．所在地別セグメント情報 

 前連結会計年度（自平成 21 年 4月 1日  至平成 22 年 3 月 31 日） 

 日本 その他 計 
消去 

又は全社 
連結 

Ⅰ売上高及び営業損益 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

    売 上 高           

 （1）外部顧客に対する売上高 43,176 5,144 48,321 － 48,321

   （2）セグメント間の内部売上高 

        又は振替高 
2,189 2,785 4,975 (4,975) －

計 45,366 7,930 53,297 (4,975) 48,321

    営 業 費 用          43,920 7,792 51,712 (4,975) 46,737

    営 業 利 益             1,446 138 1,584 － 1,584

Ⅱ 資産 39,610 3,729 43,339 34,124 77,464

(注) 連結子会社のうち MAX USA CORP．、MAX EUROPE GmbH 、MAX EUROPE B.V.の決算日は、12 月 31 日であり、従

来、連結財務諸表の作成に当っては、同日現在の財務諸表を使用し、連結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したが、連結財務情報のより適正な開示を図るために、当連結会計年

度より、決算日である３月 31 日に仮決算を行い連結する方法に変更することと致しました。この仮決算の実

施により、これら３社については平成 21 年１月１日から平成 22 年３月 31 日までの 15 ヶ月間を連結しており

ます。 

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当連結会計年度における営業利益は「その他」が７千万

円増加しております。 

 

（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国又は地域は以下のとおりであります。 

           その他……米国、マレーシア、シンガポール、香港、タイ、ドイツ、オランダ 

3. 資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は 341 億２千４百万円であり、親会社での余資
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運用資金(現預金及び有価証券)、長期投資資金(投資有価証券及び投資その他の資産のその他に含まれる

長期性預金)であります。 

 

３．海 外 売 上 高  

前連結会計年度（自平成 21 年 4 月 1日  至平成 22 年 3 月 31 日）  

北米・中南米 アジア その他の地域 計 

  百万円 百万円 百万円 百万円

Ⅰ 海 外 売 上 高          3,240 5,159 3,629 12,029

Ⅱ 連 結 売 上 高           48,321

Ⅲ
海外売上高の連結 

売上高に占める割合 
6.7% 10.7% 7.5% 24.9%

（注）1．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。 

2．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

3．各区分に属する主な国又は地域は以下のとおりであります。 

北米・中南米……米国、カナダ 

ア   ジ   ア……マレーシア、シンガポール 

その他の地域……ヨーロッパ 

 

 

 (追加情報) 

当連結会計年度より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第 17 号  平成 21 年３月 27 日)

及び「セグメント情報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 20 号  平成 20 年３月 21

日)を適用しております。 

 

１．報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であり、取締役会が経営資源

の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社は、製品・サービス別の製造販売体制を置き、取り扱う製品・サービスについて国内及び海外の包括的な

戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

 従って、当社は製造販売体制を基礎とした製品・サービス別セグメントから構成されており、「オフィス機器」、

「インダストリアル機器」の２つを報告セグメントとしております。「オフィス機器」は、事務機械・文具関係

製品の製造販売をしております。「インダストリアル機器」は、建築用機械器具・住宅設備機器の製造販売をし

ております。 

 

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は,、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に

おける記載と概ね同一であります。 
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３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報 

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

    (単位：百万円) 

報告セグメント 

 
オフィス機器 

インダストリアル

機器 
計 

その他 合計 

売上高  

  外部顧客への売上高 19,439 28,882 48,321 － 48,321

  セグメント間の内部 

  売上高又は振替高 
－ － － － －

計 19,439 28,882 48,321 － 48,321

セグメント利益 

又は損失(△) 
4,339 △2,754 1,584 － 1,584

セグメント資産 16,806 26,533 43,339 － 43,339

その他の項目   

  減価償却費 625 1,301 1,927 － 1,927

 のれんの償却額 － 23 23 － 23

  有形固定資産及び 

  無形固定資産の増加額 
356 488 844 － 844

 

 

当連結会計年度(自  平成 22 年４月１日  至  平成 23 年３月 31 日) 

    (単位：百万円) 

報告セグメント 

 
オフィス機器 

インダストリアル

機器 
計 

その他 合計 

売上高 

  外部顧客への売上高 21,481 30,335 51,816 2,646 54,463

  セグメント間の内部 

  売上高又は振替高 
－ － － － －

計 21,481 30,335 51,816 2,646 54,463

セグメント利益 

又は損失(△) 
5,188 △1,370 3,818 336 4,154

セグメント資産 17,007 28,638 45,645 3,107 48,752

その他の項目   

  減価償却費 638 1,221 1,860 64 1,924

 のれんの償却額 － 47 47 12 60

  有形固定資産及び 

  無形固定資産の増加額 
422 578 1,001 18 1,020

 (注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、㈱カワムラサイクルの「介護・

福祉機器」です。 
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４．報告セグメントの合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項) 

 (単位：百万円) 

売上高 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計 48,321 51,816

その他 ― 2,646

連結財務諸表の売上高 48,321 54,463

 

 (単位：百万円) 

利益 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計 1,584 3,818

その他 ― 336

連結財務諸表の営業利益 1,584 4,154

 

 (単位：百万円) 

資産 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計 43,339 45,645

その他 － 3,107

全社資産(注) 34,124 32,733

その他の調整額 ― ―

連結財務諸表の資産合計 77,464 81,486

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない投資有価証券であります。 

 

  当連結会計年度において、㈱カワムラサイクルの株式を取得し、同社とその子会社３社を連結子会社としまし

た。これにより、連結損益計算書において２億７千７百万円の「負ののれん発生益」(特別利益)をその他の区分

で計上しております。 
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（１株当たり情報） 

前連結会計年度 

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 

自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日 

１株当たり純資産額        1,222円03銭 

１株当たり当期純利益         22円31銭 

 

なお、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。 

１株当たり純資産額        1,213円38銭 

１株当たり当期純利益         32円40銭 

 

なお、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。 

（注）算定上の基礎 

 

１．１株当たり純資産額 

項目 
前連結会計年度末 

（平成22年３月31日） 

当連結会計年度末 

（平成23年３月31日） 

連結貸借対照表の純資産の部の

合計額（百万円） 
61,696 62,357 

普通株式に係る純資産額 

（百万円） 
61,615 61,171 

差額の主な内訳（百万円） 

少数株主持分 
81 1,186 

普通株式の発行済株式数 

（千株） 
50,500 50,500 

普通株式の自己株式数 

（千株） 
80 86 

１株当たり純資産額の算定に用

いられた普通株式の数（千株） 
50,420 50,414 

    

２．１株当たり当期純利益 

項目 

前連結会計年度 

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 

自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日 

連結損益計算書上の当期純利益

（百万円） 
1,125 1,633 

普通株式に係る当期純利益 

（百万円） 
1,125 1,633 

普通株主の期中平均株式数 

（千株） 
50,424 50,417 

 

 

 (重要な後発事象) 

 該当事項はありません。 
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５【財務諸表】
①【貸借対照表】

(単位：百万円)

前事業年度
(平成22年３月31日)

当事業年度
(平成23年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,659 4,469

受取手形 1,326 1,407

売掛金 10,188 10,516

有価証券 4,010 5,535

商品及び製品 3,035 3,144

仕掛品 512 560

原材料 1,105 1,504

前払費用 162 171

繰延税金資産 426 947

未収収益 57 57

短期貸付金 10 9

従業員に対する短期貸付金 114 117

未収入金 188 379

その他 42 98

貸倒引当金 △2 △2

流動資産合計 26,838 28,915

固定資産

有形固定資産

建物 13,654 13,852

減価償却累計額 △9,474 △9,681

建物（純額） 4,180 4,170

構築物 1,198 1,211

減価償却累計額 △961 △991

構築物（純額） 236 219

機械及び装置 11,428 11,470

減価償却累計額 △9,794 △10,093

機械及び装置（純額） 1,634 1,376

車両運搬具 91 98

減価償却累計額 △83 △91

車両運搬具（純額） 7 7

工具、器具及び備品 16,301 16,369

減価償却累計額 △15,689 △15,927

工具、器具及び備品（純額） 611 442

土地 6,893 6,759

リース資産 648 663

減価償却累計額 △296 △335

リース資産（純額） 352 328

建設仮勘定 357 1,463

有形固定資産合計 14,274 14,768

無形固定資産

特許権 24 28

商標権 1 1

意匠権 0 0

ソフトウエア 82 61
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成22年３月31日)

当事業年度
(平成23年３月31日)

電話加入権 22 23

電信電話専用施設利用権 7 6

無形固定資産合計 139 121

投資その他の資産

投資有価証券 25,454 22,728

関係会社株式 4,549 5,656

長期貸付金 － 40

従業員に対する長期貸付金 889 762

長期前払費用 55 32

繰延税金資産 1,803 2,043

賃貸不動産 1,161 1,161

減価償却累計額 △267 △278

賃貸不動産（純額） 893 882

敷金及び保証金 166 166

その他 1,029 1,081

貸倒引当金 △9 △9

投資その他の資産合計 34,833 33,384

固定資産合計 49,247 48,274

資産合計 76,085 77,189

負債の部

流動負債

買掛金 2,964 3,639

短期借入金 2,050 2,050

リース債務 161 145

未払金 1,060 1,097

製品品質保証対応引当金 － 912

未払法人税等 924 883

未払消費税等 125 －

前受金 61 53

預り金 1,407 1,200

1年内返還予定の預り保証金 591 631

賞与引当金 599 785

役員賞与引当金 27 46

その他 99 112

流動負債合計 10,074 11,557

固定負債

長期借入金 150 150

リース債務 190 182

再評価に係る繰延税金負債 633 633

退職給付引当金 4,178 4,497

役員退職慰労引当金 176 223

その他 203 160

固定負債合計 5,533 5,848

負債合計 15,607 17,406

マックス㈱　(6454)　平成23年３月期　決算短信

36



(単位：百万円)

前事業年度
(平成22年３月31日)

当事業年度
(平成23年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 12,367 12,367

資本剰余金

資本準備金 10,517 10,517

その他資本剰余金 0 －

資本剰余金合計 10,518 10,517

利益剰余金

利益準備金 3,091 3,091

その他利益剰余金

土地圧縮積立金 111 111

償却資産圧縮積立金 65 62

別途積立金 33,770 33,770

繰越利益剰余金 3,433 2,928

利益剰余金合計 40,472 39,963

自己株式 △81 △87

株主資本合計 63,277 62,762

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 4 △202

土地再評価差額金 △2,804 △2,775

評価・換算差額等合計 △2,799 △2,978

純資産合計 60,477 59,783

負債純資産合計 76,085 77,189
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②【損益計算書】

(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
 至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
 至 平成23年３月31日)

売上高 45,723 50,127

売上原価

商品期首たな卸高 19 17

製品期首たな卸高 4,340 3,018

当期商品仕入高 2,008 1,957

当期製品仕入高 11,423 13,319

当期製品製造原価 15,756 17,354

他勘定受入高 259 319

合計 33,808 35,985

他勘定振替高 570 824

商品期末たな卸高 17 16

製品期末たな卸高 3,018 3,127

売上原価合計 30,201 32,016

売上総利益 15,521 18,110

販売費及び一般管理費 14,396 14,827

営業利益 1,125 3,283

営業外収益

受取利息 32 26

有価証券利息 255 262

受取配当金 134 716

受取賃貸料 109 75

雑収入 84 61

営業外収益合計 616 1,141

営業外費用

支払利息 44 45

租税公課 27 26

貸与資産減価償却費 23 19

為替差損 84 222

雑損失 45 53

営業外費用合計 225 366

経常利益 1,516 4,058

特別利益

子会社清算に伴う特別配当金 364 －

投資有価証券売却益 － 17

子会社清算益 － 44

特別利益合計 364 62
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(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
 至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
 至 平成23年３月31日)

特別損失

固定資産売却損 － 10

固定資産廃棄損 15 11

製品品質保証対応費用 － 1,182

投資有価証券評価損 － 492

子会社株式評価損 － 270

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 14

特別損失合計 15 1,982

税引前当期純利益 1,864 2,139

法人税、住民税及び事業税 1,021 1,469

過年度法人税等 △190 －

法人税等調整額 △396 △664

法人税等合計 433 804

当期純利益 1,431 1,335
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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21年４月１日
 至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
 至 平成23年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 12,367 12,367

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 12,367 12,367

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 10,517 10,517

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 10,517 10,517

その他資本剰余金

前期末残高 0 0

当期変動額

自己株式の処分 0 △0

当期変動額合計 0 △0

当期末残高 0 －

資本剰余金合計

前期末残高 10,518 10,518

当期変動額

自己株式の処分 0 △0

当期変動額合計 0 △0

当期末残高 10,518 10,517

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 3,091 3,091

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,091 3,091

その他利益剰余金

土地圧縮積立金

前期末残高 111 111

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 111 111

償却資産圧縮積立金

前期末残高 69 65

当期変動額

償却資産圧縮積立金の取崩 △3 △3

当期変動額合計 △3 △3

当期末残高 65 62
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(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
 至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
 至 平成23年３月31日)

別途積立金

前期末残高 33,770 33,770

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 33,770 33,770

繰越利益剰余金

前期末残高 3,814 3,433

当期変動額

剰余金の配当 △1,815 △1,815

償却資産圧縮積立金の取崩 3 3

土地再評価差額金の取崩 － △28

自己株式の処分 － △0

当期純利益 1,431 1,335

当期変動額合計 △380 △505

当期末残高 3,433 2,928

利益剰余金合計

前期末残高 40,857 40,472

当期変動額

剰余金の配当 △1,815 △1,815

償却資産圧縮積立金の取崩 － －

土地再評価差額金の取崩 － △28

自己株式の処分 － △0

当期純利益 1,431 1,335

当期変動額合計 △384 △508

当期末残高 40,472 39,963

自己株式

前期末残高 △70 △81

当期変動額

自己株式の取得 △11 △7

自己株式の処分 0 1

当期変動額合計 △11 △6

当期末残高 △81 △87

株主資本合計

前期末残高 63,672 63,277

当期変動額

剰余金の配当 △1,815 △1,815

当期純利益 1,431 1,335

自己株式の取得 △11 △7

自己株式の処分 0 1

土地再評価差額金の取崩 － △28

当期変動額合計 △395 △515

当期末残高 63,277 62,762
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(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
 至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
 至 平成23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 △521 4

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 526 △207

当期変動額合計 526 △207

当期末残高 4 △202

土地再評価差額金

前期末残高 △2,804 △2,804

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 28

当期変動額合計 － 28

当期末残高 △2,804 △2,775

評価・換算差額等合計

前期末残高 △3,326 △2,799

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 526 △179

当期変動額合計 526 △179

当期末残高 △2,799 △2,978

純資産合計

前期末残高 60,346 60,477

当期変動額

剰余金の配当 △1,815 △1,815

自己株式の取得 △11 △7

自己株式の処分 0 1

当期純利益 1,431 1,335

土地再評価差額金の取崩 － △28

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 526 △179

当期変動額合計 131 △694

当期末残高 60,477 59,783
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