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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 63,261 30.3 1,966 92.5 1,985 87.8 1,085 80.9
22年3月期 48,564 △20.5 1,021 △36.7 1,056 △34.2 600 △21.8

（注）包括利益 23年3月期 1,137百万円 （46.5％） 22年3月期 776百万円 （―％）

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 73.79 ― 7.1 6.2 3.1
22年3月期 40.79 ― 4.1 3.5 2.1

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

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

23年3月期 31,996 15,843 49.5 1,076.66
22年3月期 32,496 14,882 45.8 1,011.35

（参考） 自己資本   23年3月期  15,843百万円 22年3月期  14,882百万円

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 502 △452 △256 2,350
22年3月期 1,020 △710 △491 2,563

2.  配当の状況 

（注）平成24年３月期の配当金については未定とし、業績予想を見極めた上で速やかに開示いたします。 

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 ― 5.00 ― 5.00 10.00 147 24.5 1.0
23年3月期 ― 7.00 ― 7.00 14.00 206 19.0 1.3
24年3月期(予想) ― ― ― ― ― ―

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） 
添付資料2ページ「１．経営成績 （1）経営成績に関する分析」に記載の通り、東日本大震災の影響を見極めた上での発表と致したく、現時点では未定とさ
せて頂きます。 



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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

(注)詳細は、添付資料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） 

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） 23年3月期 14,798,600 株 22年3月期 14,798,600 株
② 期末自己株式数 23年3月期 83,610 株 22年3月期 83,463 株
③ 期中平均株式数 23年3月期 14,715,028 株 22年3月期 14,715,368 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 53,151 33.8 1,776 108.2 1,774 100.3 989 92.7
22年3月期 39,736 △22.9 853 △41.2 885 △39.8 513 △30.0

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 67.27 ―
22年3月期 34.91 ―

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 29,188 15,492 53.1 1,052.85
22年3月期 29,659 14,610 49.3 992.86

（参考） 自己資本 23年3月期  15,492百万円 22年3月期  14,610百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終了しておりません。 

※ 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に基づいております。 
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（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、円高による為替リスクや株価の低迷、デフレの影響等が懸念されました

が、企業収益の改善による設備投資や個人消費等により、３月11日の東日本大震災までは緩やかながらも景気は概

ね回復基調で推移しました。 

当社グループを取り巻く事業環境においても、前年度後半からの回復基調が継続し、主力のＦＡ・デバイス事業

において半導体・液晶製造装置及び電子機器製造装置関連を中心とした需要が好調に推移しました。また、社会・

情報通信事業では、電子医療機器が好調に推移しました。 

このような状況下、当社グループは市場環境の変化に対応し、ＮＥＷビジネスを中心とした「新規需要開拓」、

「パートナー商品の拡大」に注力すると共に、緊急対策期間で培った業務効率化の継続・定着を推進してまいりま

した。 

これらの結果、当社グループの当連結会計期間の業績は、売上高632億61百万円（前期比 30.3％増）、営業利益

19億66百万円（前期比 92.5％増）、経常利益19億85百万円（前期比 87.8％増）、当期純利益10億85百万円（前期

比 80.9％増）と大幅な増収増益となりました。 

  

＜セグメント別の状況＞ 

事業の種類別セグメントの業績は、次の通りであります。 

   

ａ）ＦＡ・デバイス事業 

（産業機器システム） 売上高：284億63百万円（前期比 47.2％増） 構成比 45.0％ 

産業機器システム分野においては、半導体・液晶及び電子機器の製造装置向けにサーボモータ、プログラマブル

コントローラなどのＦＡ機器関連が好調に推移し、産業機ではマイクロレーザー加工機等の設備需要が増加しまし

た。 

この結果、当部門全体では、前期比47.2％増の284億63百万円となりました。 

  

（半導体・デバイス） 売上高：155億56百万円（前期比 39.9％増） 構成比 24.6％ 

半導体・デバイス分野においては、半導体は産業向け需要が好調に推移したことから大幅に増加し、デバイスも

エンベデッド機器の需要が大きく増加しました。 

この結果、当部門全体では、前期比39.9％増の155億56百万円となりました。 

  

これらの結果、ＦＡ・デバイス事業においては、売上高440億20百万円（前期比44.6％増、構成比69.6％）、営

業利益は、16億85百万円（前期比143.5％増）となりました。 

  

ｂ）社会・情報通信事業 

（社会インフラ） 売上高：111億29百万円（前期比 7.3％増） 構成比 17.6％ 

社会インフラ分野においては、冷住機器は設備需要減のなか、工事物件を中心としたリニューアル需要増と前半

における猛暑効果も加わり、全般的に増加しました。ビル設備は前年の商業施設向け大型案件等の需要もなく大幅

減となりましたが、重電は総合センター向けの大型物件もあり増加しました。電子医療機器は病院向け放射線治療

装置が引き続き好調に推移しました。 

この結果、当部門全体では、前期比7.3％増の111億29百万円となりました。 

  

（情報通信） 売上高：81億11百万円（前期比4.8％増） 構成比 12.8％ 

情報通信分野においては、主力の携帯電話が買換サイクルの長期化により減少するなか、スマートフォンの販売

が寄与し若干増加しました。加えて生産管理システムも若干増加しました。 

この結果、当部門全体では、前期比4.8％増の81億11百万円となりました。 

  

これらの結果、社会・情報通信事業においては、売上高192億41百万円（前期比6.2％増、構成比30.4％）、営業

利益は２億81百万円（前期比14.6％減）となりました。 

  

１．経営成績



＜次期の見通し（平成24年3月期）＞ 

今後の経営環境につきましては、東日本大震災が生産活動の低下や個人消費減にどの程度影響を及ぼすかが不透

明であり、予断を許さない状況にあります。このような状況下、当社グループにおきましては、“ニュービジネス

モデルの構築”、“パートナー商品の拡販”、“中国市場の開拓”をなお一層強力に推進するため、営業と技術力

を生かした“総合力”のさらなるレベルアップを目指してまいります。 

また、創業85周年の節目の期を迎え、コーポレートメッセージ『！Ｌｉｎｋ（ビックリンク）』に込めた、“新

たな感動と驚きを創出する”ソリューション技術商社として、更なる経営基盤の強化・拡大にグループを挙げて取

組んでまいります。 

  

なお、平成24 年３月期の業績見通しにつきましては、震災によりサプライチェーンが不安定な状況となり、あら

ゆる分野に影響を及ぼしてきております。その影響を見極めた上で速やかに開示いたします。 

  

（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総資産は319億96百万円と、前連結会計年度末と比較して、４億99百万円減少しまし

た。 

  

＜流動資産＞ 

当連結会計年度末における流動資産の残高は、251億71百万円（前連結会計年度末は258億64百万円）となり、６

億93百万円減少しました。主な減少の要因は、商品の減少（前連結会計年度末比２億53百万円減）であります。 

  

＜固定資産＞ 

当連結会計年度末における固定資産の残高は、68億25百万円（前連結会計年度末は66億31百万円）となり、１億

93百万円増加しました。主な増加の要因は、期末時価評価額の上昇による投資有価証券の増加（前連結会計年度末

比１億56百万円増）であります。 

  

＜流動・固定負債＞ 

当連結会計年度末における負債の残高は、流動・固定合計で161億53百万円（前連結会計年度末は176億13百万

円）となり、14億60百万円減少しました。主な減少の要因は、支払手形及び買掛金の減少（前連結会計年度末比19

億10百万円減）であります。 

  

＜純資産＞ 

当連結会計年度末における純資産の残高は、158億43百万円（前連結会計年度末は148億82百万円）となり、９億

60百万円増加しました。主な増加の要因は、利益剰余金の増加（前連結会計年度末比９億９百万円増）でありま

す。 

  

＜キャッシュ・フローの状況＞ 

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比

べ２億13百万円減少し、当連結会計年度末には23億50百万円となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、５億２百万円（前連結会計年度は同10億20百万円）となりました。これは主

に、税金等調整前当期純利益が19億43百万円あったことによるものです。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、４億52百万円（前連結会計年度は同７億10百万円）となりました。これは主

に、有形固定資産の取得による支出及び無形固定資産の取得による支出が２億30百万円あったことによるもので

す。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は、２億56百万円（前連結会計年度は同４億91百万円）となりました。これは主

に、配当金の支払額が１億76百万円あったことによるものです。 

  



（3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

ａ）利益配分に関する基本方針 

当社は、株主各位に対する利益還元を経営上の 重要課題のひとつと認識し、安定的な配当の維持を基本としつ

つ配当性向の向上を目指し、業績の推移及び財務状況等を総合的に勘案して利益還元を行う方針であります。 

また、内部留保資金につきましては、企業体質の充実と将来の業容拡大に備えるものであります。 

  

ｂ）当期・次期の配当 

当期の配当金は、平成22年11月１日に上方修正しましたとおり、期末配当金につきましては１株当り７円とし、

既に実施済みの中間配当金７円とあわせ、年間配当金は14円を予定しております。 

なお、次期の配当金につきましては、業績予想を見極めた上で速やかに開示いたします。 



 当社グループは、当社（株式会社たけびし）と子会社５社により構成されており、産業機器システム、半導体・デバ

イス、社会インフラ（冷熱住設機器、ビル設備、重電、電子医療機器）、情報通信（情報システム、携帯電話等）の販

売とソフト開発を主な事業とし、更に関連する物流及び保守・サービス、工事等の事業活動を展開しております。 

 事業内容と当社及び子会社の当該事業における位置付け並びに事業の種類別セグメントとの関係は次のとおりであり

ます。 

 事業の系統図は次のとおりであります。  

 

（注）１．○…連結子会社 

２．企業集団の状況

事 業 区 分 部    門 主 要 な 会 社 

ＦＡ・デバイス 

事     業 

産業機器システム 当社、竹菱(上海)電子貿易有限公司 

半導体・デバイス 当社、竹菱香港有限公司、竹菱(上海)電子貿易有限公司、竹菱興産㈱ 

社会・情報通信 

事     業 

社会インフラ 当社、㈱ＴＳエンジニアリング 

情報通信 当社、㈱フジテレコムズ  



（1）会社の経営の基本方針 

企業理念と行動基準を以下の通り定め、“プラスαの価値を提供できる技術商社”を目指して、取組んでおりま

す。 

企業理念：人と人、技術と技術を信頼で結び、輝く未来を創造する 

 

行動基準：－企業倫理の遵守と社会への貢献－ 

１．信 頼： 良のサービスを提供し、お客様との高い信頼関係を築こう！ 

２．技 術：お客様に役立つ新技術の吸収と革新に努めよう！ 

３．総合力：個々の強みを結集し、トータルサービスを創造しよう！ 

  

（2）目標とする経営指標 

収益力の維持・向上を目指し、「連結売上高経常利益率3.0％以上」の経営指標を掲げ、継続的な達成を目指し

て、グループ一丸となって取り組んでおります。 

  

（3）中長期的な会社の経営戦略及び会社の対処すべき課題 

環境の変化に対応すべく戦略志向のもと、積極的な事業基盤の拡充と、独自の商社機能・技術力の創造、及び高

収益企業グループを目指しております。また、企業グループの持てる総合力を発揮し、市況や既存顧客動向のみに

左右されることなく、業容拡大と収益力の向上を目指して、以下の戦略的施策に取り組んでおります。 

  

1）経営戦略 

事業分野間及び営業と技術の連携のもと、『ＮＥＷビジネスの創造』『パートナー品の拡大』『中国市場の開

拓』を 重点課題として、注力しております。 

  

2）財務体質の強化と資金の有効活用。 

・貸倒れ・未収債権防止に努め、①信用調査情報の有効活用、②日々の営業活動での情報収集を怠りなく行う。

・キャッシュフローの改善をはかり、財務体質の強化と資金の有効活用をはかる。 

  

3）環境問題への取り組み 

地球にやさしい企業を目指し、全社を挙げて様々な環境問題に対して積極的に対応し、環境マネジメントの国

際規格「ISO14001」の認証を取得（平成13年８月）しております。 

   

4）品質マネジメントへの取り組み 

当社グループは、「顧客第一」の経営方針のもと、製品（商品）の品質保証と顧客満足度の向上を目的に、品

質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001（2008年版）」の認証を取得（平成15年９月）しております。 

  

5）個人情報保護マネジメントへの取り組み 

昨今の情報漏洩が社会問題化する中、お客様個人を識別し得る情報（以下「個人情報」）を適切に保護するこ

とが極めて重要であると認識し、個人情報に関する保管・安全管理などの保護体制を強化するため、「個人情報

保護マネジメントシステム行動指針」を作成しております。 

  

6）内部統制への取り組み 

・コンプライアンス（遵法、透明性）に関しては、その重要性を認識し、社会的責任の自覚、社会規範や倫理に適

合した行動、企業活動における関係法令遵守、社内ルール遵守の徹底を行っております。また、社内コンプライ

アンス体制を構築し、内部通報規程やコンプライアンス規程など、諸規程の整備を行い、内部統制機能の充実を

図っております。 

・内部統制ルールについては、財務・営業・ＩＴ部門からなる文書化チームを中心として、総括的な推進・サポー

トを実行し、Ｈ20年4月からの制度導入に対応しております。 

３．経営方針



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：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 2,600 2,452

受取手形及び売掛金 18,642 18,482

有価証券 10 20

商品 3,653 3,400

仕掛品 26 31

繰延税金資産 385 369

その他 606 536

貸倒引当金 △59 △121

流動資産合計 25,864 25,171

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 ※1  3,128 ※1  3,150

減価償却累計額 △1,610 △1,714

建物及び構築物（純額） 1,518 1,435

車両運搬具 7 2

減価償却累計額 △6 △1

車両運搬具（純額） 1 0

土地 ※1, ※2  1,731 ※1, ※2  1,731

リース資産 3 6

減価償却累計額 △1 △1

リース資産（純額） 2 4

建設仮勘定 － 50

その他 297 314

減価償却累計額 △229 △245

その他（純額） 67 69

有形固定資産合計 3,319 3,292

無形固定資産   

のれん 52 19

ソフトウエア 106 23

ソフトウエア仮勘定 － 112

その他 20 20

無形固定資産合計 179 174

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  1,726 ※1  1,883

長期貸付金 12 10

繰延税金資産 71 85

その他 1,408 1,761

減価償却累計額 △65 △100

貸倒引当金 △22 △281

投資その他の資産合計 3,131 3,358

固定資産合計 6,631 6,825

資産合計 32,496 31,996



（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 ※1  13,183 ※1  11,273

短期借入金 ※1  1,610 ※1  1,515

1年内返済予定の長期借入金 100 －

未払金 764 953

リース債務 0 1

未払法人税等 281 719

賞与引当金 577 499

その他 451 399

流動負債合計 16,971 15,362

固定負債   

長期借入金 － 100

リース債務 1 3

繰延税金負債 98 71

再評価に係る繰延税金負債 ※2  10 ※2  10

退職給付引当金 377 412

役員退職慰労引当金 89 107

資産除去債務 － 22

その他 65 63

固定負債合計 642 790

負債合計 17,613 16,153

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,554 2,554

資本剰余金 3,133 3,133

利益剰余金 10,094 11,003

自己株式 △23 △23

株主資本合計 15,759 16,668

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 316 386

土地再評価差額金 ※2  △1,138 ※2  △1,138

為替換算調整勘定 △56 △73

その他の包括利益累計額合計 △877 △825

純資産合計 14,882 15,843

負債純資産合計 32,496 31,996



（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 48,564 63,261

売上原価 ※1  42,199 ※1  55,234

売上総利益 6,365 8,027

販売費及び一般管理費 ※2  5,343 ※2  6,061

営業利益 1,021 1,966

営業外収益   

受取利息 4 3

受取配当金 23 28

仕入割引 25 26

賃貸収入 24 66

協賛金収入 － 33

為替差益 7 －

受取保険金 12 －

その他 11 17

営業外収益合計 110 175

営業外費用   

支払利息 18 15

売上割引 41 55

賃貸収入原価 9 56

為替差損 － 21

その他 6 8

営業外費用合計 74 157

経常利益 1,056 1,985

特別利益   

投資有価証券売却益 61 －

特別利益合計 61 －

特別損失   

固定資産除売却損 ※3  4 ※3  11

投資有価証券評価損 7 8

退職給付制度終了損 － 8

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 12

その他 － 1

特別損失合計 12 42

税金等調整前当期純利益 1,106 1,943

法人税、住民税及び事業税 558 929

法人税等調整額 △52 △72

法人税等合計 506 857

少数株主損益調整前当期純利益 － 1,085

当期純利益 600 1,085



（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 － 1,085

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － 69

為替換算調整勘定 － △17

その他の包括利益合計 － ※2  51

包括利益 － ※1  1,137

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － 1,137

少数株主に係る包括利益 － －



（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 2,554 2,554

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,554 2,554

資本剰余金   

前期末残高 3,133 3,133

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,133 3,133

利益剰余金   

前期末残高 9,685 10,094

当期変動額   

剰余金の配当 △191 △176

当期純利益 600 1,085

当期変動額合計 408 909

当期末残高 10,094 11,003

自己株式   

前期末残高 △22 △23

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △23 △23

株主資本合計   

前期末残高 15,351 15,759

当期変動額   

剰余金の配当 △191 △176

当期純利益 600 1,085

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 408 909

当期末残高 15,759 16,668



（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 142 316

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 173 69

当期変動額合計 173 69

当期末残高 316 386

土地再評価差額金   

前期末残高 △1,138 △1,138

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 △1,138 △1,138

為替換算調整勘定   

前期末残高 △58 △56

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2 △17

当期変動額合計 2 △17

当期末残高 △56 △73

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 △1,053 △877

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 176 51

当期変動額合計 176 51

当期末残高 △877 △825

純資産合計   

前期末残高 14,297 14,882

当期変動額   

剰余金の配当 △191 △176

当期純利益 600 1,085

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 176 51

当期変動額合計 584 960

当期末残高 14,882 15,843



（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 1,106 1,943

減価償却費 219 271

のれん償却額 33 33

貸倒引当金の増減額（△は減少） △42 321

賞与引当金の増減額（△は減少） 147 △78

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1 17

退職給付引当金の増減額（△は減少） 31 35

受取利息及び受取配当金 △27 △31

支払利息 18 15

為替差損益（△は益） 1 1

投資有価証券評価損益（△は益） 7 8

投資有価証券売却損益（△は益） △61 －

固定資産除売却損益（△は益） 4 11

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 12

売上債権の増減額（△は増加） △2,605 116

たな卸資産の増減額（△は増加） △649 217

仕入債務の増減額（△は減少） 3,988 △1,865

その他の資産の増減額（△は増加） △189 △190

その他の負債の増減額（△は減少） △477 144

小計 1,506 985

利息及び配当金の受取額 27 31

利息の支払額 △17 △15

法人税等の支払額 △495 △507

法人税等の還付額 － 9

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,020 502

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 △50 △180

定期預金の払戻による収入 50 15

有価証券の売却による収入 － 10

有形固定資産の取得による支出 △280 △117

無形固定資産の取得による支出 △4 △113

投資不動産の取得による支出 △355 －

有形固定資産の売却による収入 － 0

投資有価証券の取得による支出 △203 △69

投資有価証券の売却による収入 131 －

貸付けによる支出 △2 △2

貸付金の回収による収入 5 4

投資活動によるキャッシュ・フロー △710 △452



（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) 

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） △298 △78

長期借入れによる収入 － 100

長期借入金の返済による支出 － △100

自己株式の取得による支出 △0 △0

リース債務の返済による支出 △0 △1

配当金の支払額 △191 △176

財務活動によるキャッシュ・フロー △491 △256

現金及び現金同等物に係る換算差額 1 △6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △179 △213

現金及び現金同等物の期首残高 2,743 2,563

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  2,563 ※1  2,350



該当事項はありません。 

  

  

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）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．連結の範囲に関する事項  すべての子会社を連結しております。子

会社は、㈱竹菱テクノス、竹菱興産㈱、竹

菱香港有限公司、新和工業㈱、㈱フジテレ

コムズ及び竹菱(上海)電子貿易有限公司の

６社であります。 

 すべての子会社を連結しております。子

会社は、㈱ＴＳエンジニアリング、竹菱興

産㈱、竹菱香港有限公司、㈱フジテレコム

ズ及び竹菱(上海)電子貿易有限公司の５社

であります。 

２．持分法の適用に関する事

項 

 関連会社がないため、持分法の適用はあ

りません。 

同左 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社の決算日は、下記の会社を除

き、連結決算日と一致しております。 

 竹菱香港有限公司及び竹菱(上海)電子貿

易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、同決

算日現在の財務諸表を使用し、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 

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 たな卸資産 

…主として移動平均法による原価

法（収益性の低下による簿価切

下げの方法）によっておりま

す。 

① たな卸資産 

同左  

  ② 有価証券 

満期保有目的の債券 

…償却原価法（定額法） 

② 有価証券 

満期保有目的の債券 

      同左 

  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） 

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 

  ③ デリバティブ 

…時価法 

③ デリバティブ 

同左 



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） 

(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） 

…主として定率法 

主な耐用年数は次のとおりであ

ります。 

建物 38～50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 

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可

能期間（５年）に基づいており

ます。 

② 無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  ③ リース資産（所有権移転外ファイナン

ス・リースに係るもの） 

リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法  

③ リース資産（所有権移転外ファイナン

ス・リースに係るもの） 

同左 

(3）重要な引当金の計上基

準 

① 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権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。 

① 貸倒引当金 

同左 

  ② 賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に充てるため、当

連結会計年度に負担すべき支給見込額を

計上しております。 

② 賞与引当金 

同左 

  ③ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき、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。 

 また、数理計算上の差異は、各連結会

計年度の発生時における従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数（15年）に

よる定率法により按分した額をそれぞれ

発生の翌連結会計年度から費用処理する

こととしております。過去勤務債務につ

いては、各連結会計年度の発生時におけ

る従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数（５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。 

③ 退職給付引当金 

同左 

    

  

  

（追加情報） 

 当社は、平成23年４月に退職一時金制度

の一部について確定拠出年金制度へ移行

し、「退職給付制度間の移行等に関する会

計処理」（企業会計基準適用指針第１号）

を適用しております。 

 本移行に伴う影響額は、特別損失として

８百万円計上しております。  

  ④ 役員退職慰労引当金 

    役員（執行役員を含む）の退職慰労金

の支給に充てるため、内規に基づく期末

要支給額を計上しております。  

④ 役員退職慰労引当金 

同左 



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） 

(4）重要な収益及び費用の

計上基準 

完成工事高及び完成工事原価の計上基準 

イ 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契約

（工期がごく短く金額的な重要性が乏し

い契約を除く） 

 工事進行基準（工事の進捗率の見積り

は原価比例法） 

ロ その他の工事契約 

 工事完成基準 

完成工事高及び完成工事原価の計上基準 

イ        同左 

  

  

  

  

  

ロ        同左 

(5）重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算基準 

  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

外子会社の資産、負債、収益及び費用は、

同社の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おります。 

同左 

(6）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。

なお、ヘッジ会計の要件を満たす為替予

約については、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 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

  (ヘッジ手段) (ヘッジ対象) 

為替予約 外貨建取引及び予定取引

金利スワップ 借入金 

(ヘッジ手段) (ヘッジ対象) 

同左 同左 

  ③ ヘッジ方針 

 当社の為替取引は、将来の為替レート

の変動リスクを回避する目的で実需に応

じて利用しており、投機的な取引は行わ

ない方針であります。 

③ ヘッジ方針 

同左 

  ④ ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジの有効性については、ヘッジ開

始時から有効性判定時点までの期間にお

いて、ヘッジ対象のキャッシュ・フロー

変動の累計とヘッジ手段のキャッシュ・

フロー変動の累計とを比較し、両者の変

動額の累計を基礎に評価しております。

 ただし、特例処理によっているスワッ

プについては、有効性の評価を省略して

おります。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(7）のれんの償却方法及び

償却期間 

──────  のれんの償却については、主として10年

間の均等償却を行っております。 

(8）連結キャッシュ・フロ

ー計算書における資金

の範囲 

──────  手許現金及び随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクしか負わない取得

日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短

期投資からなっております。 

(9）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 

① 消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

① 消費税等の会計処理 

同左 



  

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） 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しておりま

す。 

────── 

６．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

 のれんの償却については、主として10年

間の均等償却を行っております。 

────── 

７．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

 手許現金及び随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクしか負わない取得

日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短

期投資からなっております。 

────── 

（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

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） 

（完成工事高及び完成工事原価の計上基準） 

 受注制作のソフトウェア及び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、当連結会計年度より、「工事契約に関する会

計基準」（企業会計基準委員会 平成19年12月27日 企

業会計基準第15号）及び「工事契約に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準委員会 平成19年12月27日 

企業会計基準適用指針第18号）を適用し、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契約（工期が

ごく短く金額的な重要性が乏しい契約を除く）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、その他の契約については工事完成基準を適用してお

ります。 

 この変更による損益に与える影響は軽微であります。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記

載しております。  

────── 

（退職給付に係る会計基準） 

 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）」（企業会計基準委員会 平成20

年７月31日 企業会計基準第19号）を適用しておりま

す。 

 この変更による損益に与える影響はありません。  

────── 

────── （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」（企業会計基準委員会 平成20年３月31日 企業会

計基準第18号）及び「資産除去債務に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準委員会 平成20年３月31日 

企業会計基準適用指針第21号）を適用しております。 

 これにより、当連結会計年度の営業利益及び経常利益

は２百万円減少し、税金等調整前当期純利益は15百万円

減少しております。また、当会計基準等の適用開始によ

る資産除去債務の変動額は23百万円であります。  



  

（８）表示方法の変更

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）   （連結損益計算書） 

 前連結会計年度まで営業外費用の「その他」に含めて

表示しておりました「賃貸収入原価」は、営業外費用の

総額の100分の10を超えたため区分掲記しました。 

 なお、前連結会計年度における「賃貸収入原価」の金

額は７百万円であります。 

 当連結会計年度より、「連結財務諸表に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成20年12月26日 企業会

計基準第22号）に基づく「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21年３月24日 内閣府令第５号）の適用により、

「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

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） 

──────  当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成22年６月30日 企業会計

基準第25号）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・換算差額等合計」の金額を記載しております。 



注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成23年３月31日） 

※１．担保に供している資産 ※１．担保に供している資産 

建物     1,017百万円

土地 403百万円

計     1,420百万円

建物      百万円957

土地 百万円403

計      百万円1,361

対応する債務 対応する債務 

短期借入金     720百万円 短期借入金      百万円720

 上記以外に投資有価証券325百万円を営業取引の保

証として担保に供しており、この担保提供資産に対応

する買掛金残高は300百万円であります。 

 上記以外に投資有価証券 百万円を営業取引の保

証として担保に供しており、この担保提供資産に対応

する買掛金残高は 百万円であります。 

362

341

※２．連結財務諸表提出会社は「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）及び「土地

の再評価に関する法律の一部を改正する法律」（平成

13年３月31日公布法律第19号）に基づき事業用土地の

再評価を行い、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。 

※２．連結財務諸表提出会社は「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）及び「土地

の再評価に関する法律の一部を改正する法律」（平成

13年３月31日公布法律第19号）に基づき事業用土地の

再評価を行い、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４号に定める地価税法

（平成３年法律第69号）第16条に規定する地価税の課

税価格の計算の基礎となる土地の価格を算定するため

に、国税庁長官が定めて公表した方法により算出した

価額に基づいて、奥行価格補正等合理的な調整を行っ

て算出しております。 

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４号に定める地価税法

（平成３年法律第69号）第16条に規定する地価税の課

税価格の計算の基礎となる土地の価格を算定するため

に、国税庁長官が定めて公表した方法により算出した

価額に基づいて、奥行価格補正等合理的な調整を行っ

て算出しております。 

再評価を行った年月日 平成14年３月31日

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 

       △282百万円

再評価を行った年月日 平成14年３月31日

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 

    △344百万円

（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．期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下げ後の

金額であり、当連結会計年度の売上原価には収益性の

低下に伴う簿価切下げ額96百万円が含まれておりま

す。 

※１．期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下げ後の

金額であり、当連結会計年度の売上原価には収益性の

低下に伴う簿価切下げ額32百万円が含まれておりま

す。 

※２．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

※２．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

給与・賞与      百万円2,039

賞与引当金繰入額 百万円502

退職給付費用 百万円264

役員退職慰労引当金繰入額 百万円20

福利厚生費 百万円381

貸倒引当金繰入額 百万円3

給与・賞与      百万円2,334

賞与引当金繰入額 百万円426

退職給付費用 百万円254

役員退職慰労引当金繰入額 百万円23

福利厚生費 百万円427

貸倒引当金繰入額 百万円326

※３．固定資産除売却損の内訳 

 固定資産除却損 

建物及び構築物    百万円2

工具器具及び備品    百万円1

計       百万円4

※３．固定資産除売却損の内訳 

 固定資産除却損 

建物及び構築物    百万円9

工具器具及び備品    百万円1

車両運搬具    百万円0

計       百万円11



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 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

  

※２ 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 

  

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．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加は、取締役会決議による自己株式の取得による増加3,000株であります。 

  

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

  

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

（連結包括利益計算書関係）

親会社株主に係る包括利益 776百万円

少数株主に係る包括利益 － 

計 776百万円

その他有価証券評価差額金 173百万円

為替換算調整勘定 2百万円

計 176百万円

（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 14,798,600 － － 14,798,600 

合計 14,798,600 － － 14,798,600 

自己株式         

普通株式（注） 80,463 3,000 － 83,463 

合計 80,463 3,000 － 83,463 

  
（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５月13日 

取締役会 
普通株式    117    8.0 平成21年３月31日 平成21年６月10日 

平成21年11月６日 

取締役会 
普通株式    73    5.0 平成21年９月30日 平成21年12月７日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

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５月12日 

取締役会 
普通株式    73  利益剰余金    5.0 平成22年３月31日 平成22年６月10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．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加147株であります。 

  

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

  

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

  

  
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 14,798,600 － － 14,798,600 

合計 14,798,600 － － 14,798,600 

自己株式         

普通株式（注） 83,463 147 － 83,610 

合計 83,463 147 － 83,610 

（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５月12日 

取締役会 
普通株式  73    5.0 平成22年３月31日 平成22年６月10日 

平成22年11月１日 

取締役会 
普通株式  103     7.0 平成22年９月30日 平成22年12月６日 

（決議） 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成23年５月13日 

取締役会 
普通株式    103  利益剰余金   7.0 平成23年３月31日 平成23年６月13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） 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定      百万円2,600

預入期間が３ヶ月を超える定

期預金 
百万円△37

現金及び現金同等物      百万円2,563

現金及び預金勘定      百万円2,452

預入期間が３ヶ月を超える定

期預金 
百万円△102

現金及び現金同等物      百万円2,350



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．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情報が入手可能であり、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、事業本部を基礎とした事業区分のセグメントから構成されており、「ＦＡ・デバイス事業」及び

「社会・情報通信事業」の２つを報告セグメントとしております。 

「ＦＡ・デバイス事業」は、産業機器システム、半導体・デバイスの販売とソフト開発を主な事業としてお

ります。「社会・情報通信事業」は、社会インフラ（冷熱住設機器、ビル設備、重電、電子医療機器）、情報

通信（情報システム、携帯電話等）の販売とソフト開発を主な事業としております。また、それぞれの報告セ

グメントに関連する物流及び保守・サービス、工事等の事業も展開しております。 

  

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債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」

における記載と同一であります。 

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。 

セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。 

  

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債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）

  

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）

  

（セグメント情報等）

セグメント情報

  ＦＡ・デバイス事業 社会・情報通信事業 合計 

売上高       

外部顧客への売上高 30,453 18,111 48,564 

セグメント間の内部売上高又
は振替高 

－ － － 

計 30,453 18,111 48,564 

セグメント利益 692 329 1,021 

セグメント資産 17,842 9,873 27,716 

その他の項目       

減価償却費 136 79 215 

有形固定資産及び無形固定資
産の増加額 

183 104 288 

  ＦＡ・デバイス事業 社会・情報通信事業 合計 

売上高       

外部顧客への売上高 44,020 19,241 63,261 

セグメント間の内部売上高又
は振替高 

0 － 0 

計 44,020 19,241 63,262 

セグメント利益 1,685 281 1,966 

セグメント資産 18,959 8,214 27,173 

その他の項目       

減価償却費 158 76 235 

有形固定資産及び無形固定資
産の増加額 

121 105 227 



４．報告セグメント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）

  

（単位：百万円）

  

（単位：百万円）

（注）全社資産は、主に余資運用資金（現金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）、賃貸不動産及

び管理部門に係る資産等であります。 

（単位：百万円）

（注）調整額は、賃貸不動産の減価償却費と設備投資額であります。 

  

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 48,564 63,262

セグメント間取引消去 － △0

連結財務諸表の売上高 48,564 63,261 

利益 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計 1,021 6,061

セグメント間取引消去 － －

連結財務諸表の営業利益 1,021 6,061

資産 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計 27,716 27,173

全社資産（注） 4,779 4,822

連結財務諸表の資産合計 32,496 31,996 

その他の項目 

報告セグメント計 調整額 連結財務諸表計上額 

前連結会計
年度 

当連結会計
年度 

前連結会計
年度 

当連結会計
年度 

前連結会計
年度 

当連結会計
年度 

減価償却費 215 235 4 35 219 271

有形固定資産及び無形
固定資産の増加額 

288 227 355 0 643 227



（注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

（注）２．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

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） 

該当事項はありません。 

  

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） 

該当事項はありません。 

リース取引、関連当事者、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、ストック・オプショ

ン等、企業結合等、資産除去債務、賃貸等不動産、開示対象特別目的会社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います。 

（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     円 銭 1,011 35     円 銭 1,076 66

１株当たり当期純利益    円 銭 40 79    円 銭 73 79

   なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、新株予約権付社

債等潜在株式がないため記載しており

ません。 

同左 

  
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） 

 純資産の部の合計額（百万円）  14,882  15,843

純資産の部の合計額から控除する金額 

（百万円） 
 －  －

普通株式に係る期末の純資産額（百万円）  14,882  15,843

１株当たり純資産額の算定に用いられた 

期末の普通株式の数（千株）  14,715  14,714

  
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) 

当期純利益（百万円）  600  1,085

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（百万円）  600  1,085

期中平均株式数（千株）  14,715  14,715

（重要な後発事象）

（開示の省略）



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 1,701 1,607

受取手形 3,522 3,612

売掛金 13,448 13,068

有価証券 10 20

商品 3,202 2,811

仕掛品 26 13

前払費用 23 29

繰延税金資産 325 329

未収入金 435 434

その他 109 85

貸倒引当金 △59 △120

流動資産合計 22,744 21,891

固定資産   

有形固定資産   

建物 2,733 2,735

減価償却累計額 △1,387 △1,479

建物（純額） 1,346 1,255

構築物 134 138

減価償却累計額 △93 △99

構築物（純額） 40 38

工具、器具及び備品 214 211

減価償却累計額 △171 △180

工具、器具及び備品（純額） 43 30

土地 1,482 1,482

リース資産 3 6

減価償却累計額 △1 △1

リース資産（純額） 2 4

建設仮勘定 － 50

有形固定資産合計 2,915 2,862

無形固定資産   

電話加入権 14 14

ソフトウエア 100 17

その他 － 112

無形固定資産合計 115 144

投資その他の資産   

投資有価証券 1,723 1,880

関係会社株式 1,011 1,294

従業員長期貸付金 12 10

破産更生債権等 14 275

長期前払費用 4 13

賃貸不動産 773 773

減価償却累計額 △65 △100

賃貸不動産（純額） 708 672

長期預金 300 300

その他 130 125



（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) 

貸倒引当金 △20 △281

投資その他の資産合計 3,884 4,290

固定資産合計 6,915 7,297

資産合計 29,659 29,188

負債の部   

流動負債   

支払手形 776 1,051

買掛金 11,292 9,217

短期借入金 1,020 1,020

1年内返済予定の長期借入金 100 －

リース債務 0 1

未払金 259 560

未払費用 69 63

未払法人税等 224 676

前受金 286 71

預り金 36 22

前受収益 3 2

賞与引当金 506 421

流動負債合計 14,576 13,110

固定負債   

長期借入金 － 100

リース債務 1 3

繰延税金負債 98 71

再評価に係る繰延税金負債 10 10

退職給付引当金 283 301

役員退職慰労引当金 71 91

預り保証金 7 7

固定負債合計 472 586

負債合計 15,049 13,696

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,554 2,554

資本剰余金   

資本準備金 3,056 3,056

その他資本剰余金 77 77

資本剰余金合計 3,133 3,133

利益剰余金   

利益準備金 111 111

その他利益剰余金   

土地圧縮積立金 102 102

別途積立金 5,200 5,200

繰越利益剰余金 4,353 5,166

利益剰余金合計 9,767 10,581

自己株式 △23 △23

株主資本合計 15,432 16,246

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 315 384



（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) 

土地再評価差額金 △1,138 △1,138

評価・換算差額等合計 △822 △753

純資産合計 14,610 15,492

負債純資産合計 29,659 29,188



（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 39,736 53,151

売上原価   

商品期首たな卸高 2,579 3,202

当期商品仕入高 34,926 45,732

当期製品製造原価 414 394

合計 37,919 49,329

商品期末たな卸高 3,202 2,811

商品売上原価 34,717 46,518

売上総利益 5,018 6,633

販売費及び一般管理費 4,165 4,857

営業利益 853 1,776

営業外収益   

受取利息 2 1

有価証券利息 1 1

受取配当金 34 36

仕入割引 25 26

賃貸収入 20 67

為替差益 1 －

雑収入 8 12

営業外収益合計 93 147

営業外費用   

支払利息 12 10

売上割引 41 55

賃貸収入原価 － 76

為替差損 － 0

債権譲渡手数料 2 7

雑損失 4 －

営業外費用合計 60 149

経常利益 885 1,774

特別利益   

投資有価証券売却益 61 －

特別利益合計 61 －

特別損失   

固定資産除却損 0 0

投資有価証券評価損 7 8

退職給付制度終了損 － 8

特別損失合計 8 16

税引前当期純利益 939 1,757

法人税、住民税及び事業税 446 846

法人税等調整額 △21 △79

法人税等合計 425 767

当期純利益 513 989



 （注）※１．経費のうち、主要なものは以下のとおりであります。 

  

（原価計算の方法）  

原価計算の方法は、個別原価計算であります。 

製造原価明細書

    
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） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ 労務費    329 78.4  298 78.3 

Ⅱ 経費  ※１  90 21.6  82 21.7 

当期総製造費用    419 100.0  381 100.0 

仕掛品期首棚卸高    20    26   

合計    440    407   

仕掛品期末棚卸高    26    13   

当期製品製造原価    414    394   

  前事業年度     当事業年度 

旅費交通費 百万円 17   旅費交通費 百万円 11

減価償却費 百万円 20   減価償却費 百万円 19



（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 2,554 2,554

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,554 2,554

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 3,056 3,056

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,056 3,056

その他資本剰余金   

前期末残高 77 77

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 77 77

資本剰余金合計   

前期末残高 3,133 3,133

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,133 3,133

利益剰余金   

利益準備金   

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

その他利益剰余金   

土地圧縮積立金   

前期末残高 102 102

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 102 102

別途積立金   

前期末残高 5,200 5,200

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,200 5,200

繰越利益剰余金   

前期末残高 4,031 4,353

当期変動額   

剰余金の配当 △191 △176

当期純利益 513 989

当期変動額合計 322 813

当期末残高 4,353 5,166



（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) 

利益剰余金合計   

前期末残高 9,445 9,767

当期変動額   

剰余金の配当 △191 △176

当期純利益 513 989

当期変動額合計 322 813

当期末残高 9,767 10,581

自己株式   

前期末残高 △22 △23

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △23 △23

株主資本合計   

前期末残高 15,111 15,432

当期変動額   

剰余金の配当 △191 △176

当期純利益 513 989

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 321 813

当期末残高 15,432 16,246

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 142 315

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 172 69

当期変動額合計 172 69

当期末残高 315 384

土地再評価差額金   

前期末残高 △1,138 △1,138

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 △1,138 △1,138

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △995 △822

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 172 69

当期変動額合計 172 69

当期末残高 △822 △753

純資産合計   

前期末残高 14,116 14,610

当期変動額   

剰余金の配当 △191 △176

当期純利益 513 989

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 172 69

当期変動額合計 493 882

当期末残高 14,610 15,492



該当事項はありません。 

  

＜参考＞ 連結の販売状況  

（注）１．上記金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

６．その他

 事業区分 

前連結会計年度 当連結会計年度 

（自 平成21年４月１日 （自 平成22年４月１日 

至 平成22年３月31日） 至 平成23年３月31日） 

売上高 構成比 売上高 構成比 前期比 

         増減率 

（百万円） （％） （百万円） （％） （％） 

産業機器システム 19,335 39.8 28,463  45.0 47.2

半導体・デバイス 11,117 22.9 15,556  24.6 39.9

ＦＡ・デバイス事業 30,453 62.7 44,020  69.6 44.6

社会インフラ 10,370 21.4 11,129  17.6 7.3

情報通信 7,741 15.9 8,111  12.8 4.8

社会・情報通信事業 18,111 37.3 19,241  30.4 6.2

合計 48,564 100.0 63,261  100.0 30.3


	ヘッダー3: ㈱たけびし（7510）平成23年３月期　決算短信
	ヘッダー4: ㈱たけびし（7510）平成23年３月期　決算短信
	ヘッダー5: ㈱たけびし（7510）平成23年３月期　決算短信
	ヘッダー6: ㈱たけびし（7510）平成23年３月期　決算短信
	ヘッダー7: ㈱たけびし（7510）平成23年３月期　決算短信
	ヘッダー8: ㈱たけびし（7510）平成23年３月期　決算短信
	ヘッダー9: ㈱たけびし（7510）平成23年３月期　決算短信
	ヘッダー10: ㈱たけびし（7510）平成23年３月期　決算短信
	ヘッダー11: ㈱たけびし（7510）平成23年３月期　決算短信
	ヘッダー12: ㈱たけびし（7510）平成23年３月期　決算短信
	ヘッダー13: ㈱たけびし（7510）平成23年３月期　決算短信
	ヘッダー14: ㈱たけびし（7510）平成23年３月期　決算短信
	ヘッダー15: ㈱たけびし（7510）平成23年３月期　決算短信
	ヘッダー16: ㈱たけびし（7510）平成23年３月期　決算短信
	ヘッダー17: ㈱たけびし（7510）平成23年３月期　決算短信
	ヘッダー18: ㈱たけびし（7510）平成23年３月期　決算短信
	ヘッダー19: ㈱たけびし（7510）平成23年３月期　決算短信
	ヘッダー20: ㈱たけびし（7510）平成23年３月期　決算短信
	ヘッダー21: ㈱たけびし（7510）平成23年３月期　決算短信
	ヘッダー22: ㈱たけびし（7510）平成23年３月期　決算短信
	ヘッダー23: ㈱たけびし（7510）平成23年３月期　決算短信
	ヘッダー24: ㈱たけびし（7510）平成23年３月期　決算短信
	ヘッダー25: ㈱たけびし（7510）平成23年３月期　決算短信
	ヘッダー26: ㈱たけびし（7510）平成23年３月期　決算短信
	ヘッダー27: ㈱たけびし（7510）平成23年３月期　決算短信
	ヘッダー28: ㈱たけびし（7510）平成23年３月期　決算短信
	ヘッダー29: ㈱たけびし（7510）平成23年３月期　決算短信
	ヘッダー30: ㈱たけびし（7510）平成23年３月期　決算短信
	ヘッダー31: ㈱たけびし（7510）平成23年３月期　決算短信
	ヘッダー32: ㈱たけびし（7510）平成23年３月期　決算短信
	ヘッダー33: ㈱たけびし（7510）平成23年３月期　決算短信
	ヘッダー34: ㈱たけびし（7510）平成23年３月期　決算短信
	ヘッダー35: ㈱たけびし（7510）平成23年３月期　決算短信
	フッター3: - 1 -
	フッター4: - 2 -
	フッター5: - 3 -
	フッター6: - 4 -
	フッター7: - 5 -
	フッター8: - 6 -
	フッター9: - 7 -
	フッター10: - 8 -
	フッター11: - 9 -
	フッター12: - 10 -
	フッター13: - 11 -
	フッター14: - 12 -
	フッター15: - 13 -
	フッター16: - 14 -
	フッター17: - 15 -
	フッター18: - 16 -
	フッター19: - 17 -
	フッター20: - 18 -
	フッター21: - 19 -
	フッター22: - 20 -
	フッター23: - 21 -
	フッター24: - 22 -
	フッター25: - 23 -
	フッター26: - 24 -
	フッター27: - 25 -
	フッター28: - 26 -
	フッター29: - 27 -
	フッター30: - 28 -
	フッター31: - 29 -
	フッター32: - 30 -
	フッター33: - 31 -
	フッター34: - 32 -
	フッター35: - 33 -


