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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）

（１）連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

（注） 包括利益 23 年 3 月期 百万円（△68.1％） 22 年 3 月期 百万円（ － ％）

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

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

（２）連結財政状態

百万円 百万円 ％ 円 銭

（参考） 自己資本 23年３月期 百万円 22年３月期 百万円

（３）連結キャッシュ・フローの状況

百万円 百万円 百万円 百万円

２．配当の状況

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 ％ ％

0 6 6

0 6 6

0 6 6

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）
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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）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

② ①以外の変更 ： 有

（３）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）

② 期末自己株式数

③ 期中平均株式数

（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）

（１）個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

円 銭 円 銭

（２）個別財政状態

百万円 百万円 ％ 円 銭

（参考） 自己資本 23年３月期 百万円 22年３月期 百万円

２．平成24年３月期の個別業績予想（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）

％ ％

※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が実施中です。

業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、

実際の業績は今後さまざまな要因によって異なる結果となる可能性があります。

なお、業績予想に関する事項は、【添付資料】２ページ「１．経営成績（１）経営成績に関する分析②次期の見通し」を

ご覧ください。
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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経済は、中国など新興国向け輸出が堅調に推移したことや景気

対策による自動車やテレビの駆け込み需要などの個人消費に支えられ、一部景気の持ち直しが見

られました。 

しかしながら、産業界では設備過剰感がなかなか解消されず、設備投資の回復ペースは総じて低

調で「底ばい」状態が続きました。 

更にこのたび発生した東日本大震災により、当社グループの業績に及ぼす設備投資の動向に不透

明感が強まりました。 

このような経済環境の下、当社グループの当期の受注高は、大口商談が減少したため   

1,163 億円（前期比 11.5%減）となり、売上高は電子・情報分野において減少したため 1,202 億

円（前期比 2.6%減）となりました。一方、営業利益は効率のよい営業展開を図ったことにより

25.6 億円（前期比 82.2%増）となり、経常利益は 29.3 億円（前期比 68.1%増）、当期純利益は 14.4

億円（前期比 63.9%増）となりました。 

各セグメント別の状況は次のとおりです。 

    [機械等卸売事業] 

  当社グループの主体である機械等卸売事業の状況は下記のとおりです。 

a.  電力分野では、受注高は、大口商談が減少したため 423 億円（前期比 10.7％減）と

なり、売上高は既設設備の改良工事や補修工事の受渡が進んだため 476 億円（前期比

0.8％増）となりました。 

  b. 一般産業分野では、受注高は、石油会社向設備の保守点検工事の増加があったものの、

全般的に減少したため 642 億円（前期比 9.1%減）となり、売上高は原料関係の受渡

が進んだため 613 億円（前期比 2.6%増）となりました。 

c.  電子・情報分野では、受注高は、プリント基板関連材料は比較的好調であったものの、

設備投資抑制の影響を受け、53 億円（前期比 45.1%減）となり、売上高も液晶関連業

界への受渡が大幅に減少したため 70 億円（前期比 43.4%減）となりました。 

[機械等製造事業] 

機械等製造事業は医薬・化学プラント業界へのバルブを中心に、受注高は 43 億円 （前期

比 19.8%増）となり、売上高は 42 億円（前期比 8.5%増）となりました。 

 

 ②次期の見通し 

わが国経済は、東日本大震災により大きな被害を受け、電力、物資、原材料等の不足により企

業活動の停滞を招いており、当社グループの業績に影響を及ぼす産業界におきましては設備投資

計画の見直しなど、不透明感が強く予断を許さない状況にあります。 

このような経済環境の下、当社グループは、国内においては木目の細かい営業展開により設備

投資案件の掘起しや付加価値の高い商品の開発に努めてまいります。また、海外においては欧米

はもとより、発展著しいアジア諸国での事業を展開してまいります。 
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次期の見通しとしましては、売上高 1,250 億円（前期比４％増）、営業利益 23 億円（前期比

10.2％減）、経常利益 25 億円（前期比 14.8％減）、当期純利益 14 億円（前期比 2.9％減）、を予

想しております。 

 

（２）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ 3,351 百万円（4.6％）減少し、69,563

百万円となりました。これは、流動資産が 2,439 百万円、固定資産が 912 百万円減少したことに

よるものであります。流動資産の減少は、現金及び預金が 3,952 百万円増加したものの、受取手

形及び売掛金が5,079百万円、前渡金が972百万円減少したこと等によるものであります。また、

固定資産の減少は、時価評価差額が減少したこと等に伴い、投資有価証券が 865 百万円減少した

こと等によるものであります。 

当連結会計年度末の負債の合計は、前連結会計年度末に比べ 3,037 百万円（5.9％）減少し、 

48,106 百万円となりました。これは、支払手形及び買掛金が 2,460 百万円減少したこと等によ

るものであります。 

当連結会計年度末の純資産は、前連結会計年度末に比べ 313 百万円（1.4％）減少し、21,457 

百万円となりました。これは、株主資本が 466 百万円増加した一方で、その他の包括利益累計額

が 783 百万円減少したこと等によるものであります。 

株主資本の増加は、利益剰余金が 325 百万円増加し、自己株式が 140 百万円減少したことによ

るものであります。利益剰余金の増加は、剰余金の配当 475 百万円、自己株式の消却 512 百万円

等による減少があった一方で、当期純利益を 1,441 百万円計上したこと等によるものであります。 

その他の包括利益累計額の減少は、その他有価証券評価差額金が 477 百万円、為替換算調整勘

定が 306 百万円それぞれ減少したことによるものであります。 

この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の 29.8％から 30.8％となりました。 

 
②キャッシュ・フローの状況 

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

前連結会計年度末に比べ 3,952 百万円増加し 13,122 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。 

 
（イ）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、資金は、5,092 百万円増加（前連結会計年度

289 百万円の減少）しております。これは、税金等調整前当期純利益 2,779 百万円（前連結

会計年度 1,709 百万円）の計上、および営業取引に係る債権債務の増減による資金の増加

2,101 百万円（前連結会計年度 751 百万円の減少）等によるものです。 
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（ロ）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よって、資金は、17 百万円増加（前連結会計年度 621

百万円の減少）しております。これは、有価証券および投資有価証券の売買等による資金の

増加 200 百万円（前連結会計年度 390 百万円の減少）、固定資産の売却による収入 69 百万

円（前連結会計年度 119 百万円）、および貸付金の回収による収入 111 百万円（前連結会計

年度 79 百万円）があった一方で、固定資産の取得による支出 365 百万円（前連結会計年度

331 百万円）があったこと等によるものです。 

 
（ハ）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よって、資金は、1,017 百万円減少（前連結会計年度

1,378 百万円の減少）しました。これは、配当金の支払 475 百万円（前連結会計年度 575 百

万円）、自己株式の取得による支出 517 百万円（前連結会計年度 744 百万円）等の資金の減

少があったこと等によるものです。 

 
（キャッシュ・フロー関連指標の推移） 

キャッシュ・フロー指標のトレンドは以下のとおりであります。 
 平成19年3月期 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 26.5％ 26.2％ 31.6％ 29.8％ 30.8％
時価ベース 
の自己資本比率 

41.3％ 20.7％ 26.9％ 23.2％ 25.0％

債務償還年数 2.3年 ― 1.6年 ― 1.6年
インタレスト 
カバレッジ・ 
レシオ 

31.1 ― 38.3 ― 49.0

 
自己資本比率：（純資産－少数株主持分）÷総資産 
時価ベースの自己資本比率：株式時価総額÷総資産 
債務償還年数：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 

 
※ いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

※ 株式時価総額は期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

※ 営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フロ

ーを使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払

っている全ての負債を対象としております。また、利払につきましては、連結キャッシュ・フロ

ー計算書の利息の支払額を使用しております。 

 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、営業・財務両分野において効率的な業務運営による経営基盤の強化を図りながら、株

主に対する安定した利益還元の実施を経営の基本方針としております。 

上記基本方針に基づき、当連結会計年度の期末配当金につきましては、普通配当６円とさせて

いただく予定であります。 
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なお、内部留保金につきましては新分野への新規投資や、企業体質を強化するための資金とし

て効率的に活用してまいります。 

また、次期の配当金につきましては基本方針に基づき、業績を総合的に勘案した上で、普通配

当６円とさせていただく予定であります。 

 

（４）事業等のリスク 

①国内営業展開  

    当社グループの主要顧客である電力、石油、化学等の分野においては、東日本大震災による

経済の停滞、資材価格の高騰によって、設備投資、保守点検工事等の規模が縮小、もしくは抑

制されることがあり、その規模、内容によっては当社グループの業績と財務状況に影響を及ぼ

す可能性があります。 

 
②海外営業展開  

    当社グループが展開している欧米およびアジア市場での販売活動には以下に掲げるいくつ

かのリスクが内在しております。 

（イ）予期しない経済要因の変化 

（ロ）予期しない法律または規制の変更 

（ハ）テロ、戦争、その他の要因による社会的混乱 

これらの事象は当社グループの業績と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

 
③投資有価証券の価格変動  

    当社グループでは、財務の安全性と収益の向上を図るために資産リストラを推進しておりま

すが、当連結会計年度末現在において総資産の 13.6％に相当する投資有価証券を保有しており

ます。これらの大半は時価のある有価証券であることから、これら有価証券の価格変動が当社

グループの業績と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

    
④為替変動の影響  

 当社グループは、欧米および中国を中心としたアジア地域において積極的に営業を推進して

おりますが、決済通貨が外貨建てのものについては先物為替予約等を行うことによりヘッジを

行っておりますので、表面的な為替リスクはほとんどありません。 しかしながら、価格交渉

の段階において為替変動の影響は避けられず、極端な為替変動が生じた場合、当社グループの

業績と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

 
⑤特定の取引先・製品・技術等への依存  

    当社グループは、創業以来三菱重工業（株）と密接な関係にあり、特に同社の代理店と 

しての製品販売およびそれに伴うサービスの提供は当社事業の中核のひとつであります。永年

に亘る同社との取引関係および実績は安定したものですが、同社との取引関係に変更が生じ、

取引高が大幅に縮小するようなことがあれば、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があ

ります。 
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   ⑥事業投資  

    当社は事業の発展を図るため、新規および既存のグループ会社等への投資を行ってまい 

りました。投資を行う際には、関係部署において十分な審議を重ね、 終的に取締役会での承

認を得た案件についてのみ実施しておりますが、投資先の業績および企業価値が低下した場合、

当社グループの業績と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

 
 ⑦重要な訴訟事件などの発生に係るもの  

    当社は、現時点において中国基板メーカーより中国で基板製造代金およびそれに係る金利、

税金等の支払いにつき提訴されております。現在裁判にて審理中ですが、その結果によっては、

当社グループの業績と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

当社グループ取扱製品について、第三者の知的財産権を侵害するか否かにつき、全ての取扱

製品にわたって確認することは不可能であることから、今後第三者より知的財産権侵害を理由

として損害賠償請求を受ける可能性がありますが、当社グループが損害賠償を負担せざるを得

なくなった場合、業績および財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 
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２. 企業集団の状況 
 
当社グループ（当社および当社の関係会社）は西華産業株式会社（当社）、子会社 11 社および

関連会社５社により構成されており、事業は機械等卸売事業（各種産業分野の機械設備の販売、

電子情報システム機器設備の開発・販売等）、並びに機械等製造事業（各種産業分野の機械設

備等の製造・販売）に分かれ、これらに附帯する商品の販売・保守・サービス等を営んでおり

ます。 
事業内容と当社および関係会社の当該事業にかかる位置付けは、次のとおり 2 つの事業の種類別

セグメント情報として記載しております。 

事 業 部 門 の 名 称 主 要 な 製 品 ま た は 商 品 主 要 な 会 社 

電 力 
発電設備、環境保全設備 
およびそれらの関連機器 

当社 
                    

一 般 産 業   

重化学工業用設備、飲料・食品機械、

繊維・プラスチック機械、環境保全

設備、その他産業用機械設備･機器

およびそれらの関連機器 

当社 
東西実業㈱、㈱竹本 
SEIKA SANGYO GmbH 
TSURUMI (EUROPE) GmbH 
Compagnie Europeenne Afrique Asie S.A.S. 
AO MACHINERY SERVICE GmbH 
SEIKA MACHINERY, INC.  
西曄貿易（上海）有限公司 
西華貿易（深圳）有限公司 

機

械

等

卸

売

事

業 

電 子 ・ 情 報 
エレクトロニクス関連機器、IT 関連

システム 
およびサービス等 

当社 
SEIKA SANGYO GmbH 
SEIKA MACHINERY, INC.  
Soitec Asia㈱ 
㈱テンフィートライト                          

機 械 等 製 造 事 業 各種産業分野の機械設備等 

日本ダイヤバルブ㈱ 
天津泰雅閥門有限公司 
エステック㈱ 
日本エゼクターエンジニアリング㈱ 

 

事業の系統図は次のとおりであります。 

 

 

 

 
 
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ＊1 ……… 連結子会社 * 2 ……… 非連結子会社で持分法適用会社 * 3 ……… 非連結子会社で持分法非適用会社  

* 4 ……… 関連会社で持分法適用会社 * 5 ……… 関連会社で持分法非適用会社 

 

販売会社 
＊１ SEIKA SANGYO GmbH 
＊１ TSURUMI (EUROPE) GmbH 
＊１ Compagnie Europeenne Afrique Asie

S.A.S. 
＊１ SEIKA MACHINERY,Inc. 
＊１ 西曄貿易（上海）有限公司 
＊３ 西華貿易（深圳）有限公司 
＊５ AO MACHINERY SERVICE GmbH

製造・販売会社 
＊３ 天津泰雅閥門有限公司 

 

＊１ 日本ダイヤバルブ㈱ 
＊１ ㈱竹本 
＊４ エステック㈱ 
＊４ ㈱テンフィートライト 
＊５ 日本ｴｾﾞｸﾀｰｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 
＊５ Soitec Asia㈱ 

製造・販売会社 

その他 
＊２ 東西実業㈱ 

商品 商品

役務提供 

国 内 外 ユ ー ザ ー             

商品

商品

商品 商品 
海外 

西華産業㈱ （販売）

商品 商品

商品・役務提供

役務提供 役務提供

国内

（注） 

役務提供
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３．経営方針 
（１）会社の経営の基本方針 

当社グループは創業以来「社業の発展を通じ社会に貢献する」を社是として経営を行なっ

ております。産業界は飛躍的な技術革新を背景に進化・変貌をつづけており、当社グループ

はあらゆる産業界のニーズに応えるべく先進性・多様性を備え、また、永年培ってまいりま

した知見・機能を活かし、機械設備等の取引を通じて社会に貢献してまいる所存であります。 

 
（２）目標とする経営指標 

当社グループは平成 23 年４月より、3 ヵ年に亘る新たな中期経営計画「ＮＳプラン 

２０１１」を開始いたしました。この中で目標とする経営指標は連結及び単体の当期純利益

を経営指標の目標としております。「ＮＳプラン２０１１」における３ヵ年の数値目標は以下

の通りであります。 

 
                                 単位 ： 億円 

「ＮＳプラン２０１１」 目標  
項目 平成24年 

３月期 

平成25年 

３月期 

平成26年 

３月期 

当期純利益 
（連結） 

１４ １６ １８ 

当期純利益 
（単体） 

１３ １４ １５ 

 
（３）中長期的な会社の経営戦略 

当社グループを取り巻く環境は、経済の急速なグローバル化によって生産拠点の海外移転

が進み、当社グループの業績に大きな影響を及ぼす国内設備投資は中長期的には縮小が予想

されます。このような環境の変化に対応するため、平成 23 年 4 月より３ヵ年の新たな中期経

営計画「NS プラン２０１１」を開始いたしました。 

事業基盤の維持と収益確保するため中核事業の強化を図ると共に、アジアを主体とする海

外事業の拡大や、付加価値のある商品の開発を進め、機械卸売事業に留まらない新たな事業

の開発を行なうことで事業の多様化と業績の拡大を推進してまいります。 

また当社グループでは、健全な発展のために、内部統制の強化とコンプライアンスの徹底

を図り、企業としての社会的責任を果してまいります。 
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（４）会社の対処すべき課題 

以下に述べる「対処すべき課題」に着実に取り組み実践することで、基本方針である 

「事業基盤の変革と強化」に努めてまいります。 

① 国内営業力の強化 

社会や環境の変化に対応し、事業基盤を更に強固なものにするため、国内中核事業にお

いては販売効率や採算性の向上を図り、収益構造強化に努めてまいります。 

また、仕入先と幅広い関係を構築すると共に、必要に応じて、提携や投資を積極的に進

めることで、単なる代理店から事業パートナーとしてのより強固な関係構築を図ってま

いります。 

② 海外営業展開の推進 

更なるグローバル化を推進するため欧米市場はもとより、従来から力を入れております

中国市場での営業展開に加え、発展が著しいアジア地域での市場開拓をより一層強化し

てまいります。そのために「アジア開発部」を設置し、現地法人、支店などとの連携を

強化し、「ベトナム駐在員事務所」に続く新たな拠点の設立を目指してまいります。 

③ グループ経営の強化 

     グループ会社への更なる支援を行うと共に、グループ会社間の連携を図り企業体質の強

化と業績の向上に努めてまいります。 

④ 新規事業の開発 

     機械販売以外の新たな事業分野へも積極的な経営資源の投入を行い、新しい収益源の開

発を進めてまいります。 

   ⑤ 柔軟な事業運営 

     事業基盤の変革を効率的に進めるため、組織体制や人事制度などの改革を行い、柔軟な

事業運営を行ってまいります。 

 
 （５）その他、会社の経営上の重要な事項 

    特にありません。 
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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 ※3  9,170 ※3  13,123

受取手形及び売掛金 34,085 29,005

リース投資資産 560 462

有価証券 244 428

商品及び製品 1,231 1,221

仕掛品 43 55

原材料及び貯蔵品 872 886

前渡金 11,699 10,727

繰延税金資産 346 426

その他 1,084 558

貸倒引当金 △23 △19

流動資産合計 59,315 56,876

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 ※3  305 ※3  279

機械装置及び運搬具 98 84

工具、器具及び備品 276 199

賃貸用資産 633 623

リース資産 ※5  75 61

土地 ※3  181 ※3  301

その他 1 －

有形固定資産合計 ※1  1,572 ※1  1,550

無形固定資産   

のれん 161 94

施設利用権 198 179

ソフトウエア 82 85

その他 178 215

無形固定資産合計 620 574

投資その他の資産   

投資有価証券 ※2, ※3  10,331 ※2, ※3  9,465

長期貸付金 528 418

繰延税金資産 131 269

その他 471 478

貸倒引当金 △55 △69

投資その他の資産合計 11,406 10,562

固定資産合計 13,598 12,686

資産合計 72,914 69,563
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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 27,193 24,732

短期借入金 ※3  6,914 ※3  6,895

リース債務 38 26

未払金 305 465

未払法人税等 301 1,104

前受金 12,197 10,681

賞与引当金 441 545

役員賞与引当金 39 50

繰延税金負債 5 3

その他 342 515

流動負債合計 47,780 45,021

固定負債   

長期借入金 ※3  1,000 ※3  1,000

リース債務 35 38

退職給付引当金 ※6  1,647 ※6  1,617

役員退職慰労引当金 196 217

訴訟損失引当金 186 166

繰延税金負債 234 1

その他 63 42

固定負債合計 3,363 3,084

負債合計 51,143 48,106

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,728 6,728

資本剰余金 2,097 2,097

利益剰余金 11,914 12,239

自己株式 △648 △508

株主資本合計 20,090 20,556

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,899 1,422

為替換算調整勘定 △272 △578

その他の包括利益累計額合計 1,627 843

少数株主持分 53 57

純資産合計 21,771 21,457

負債純資産合計 72,914 69,563
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（２）連結損益及び包括利益計算書 

(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) 

売上高 123,394 120,243

売上原価 112,880 108,659

売上総利益 10,514 11,583

販売費及び一般管理費 ※1, ※2  9,108 ※1, ※2  9,022

営業利益 1,406 2,561

営業外収益   

受取利息 63 64

受取配当金 148 138

有価証券売却益 62 67

負ののれん償却額 82 －

持分法による投資利益 － 48

為替差益 － 84

その他 168 133

営業外収益合計 525 536

営業外費用   

支払利息 120 103

持分法による投資損失 3 －

その他 62 59

営業外費用合計 185 162

経常利益 1,745 2,934

特別利益   

持分変動利益 － 4

固定資産売却益 ※3  81 －

投資有価証券売却益 － 3

貸倒引当金戻入額 21 －

その他 6 －

特別利益合計 109 7

特別損失   

関係会社株式売却損 － 14

和解金 80 －

投資有価証券評価損 ※4  14 106

たな卸資産廃棄損 35 －

品質保証追加費用 － ※5  36

その他 15 6

特別損失合計 146 162

税金等調整前当期純利益 1,709 2,779

法人税、住民税及び事業税 703 1,454

法人税等調整額 120 △120

法人税等合計 823 1,333

少数株主損益調整前当期純利益 － 1,445

少数株主利益 5 4

当期純利益 879 1,441

少数株主利益 － 4

少数株主損益調整前当期純利益 － 1,445
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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   

その他有価証券評価差額金 － △478

為替換算調整勘定 － △306

持分法適用会社に対する持分相当額 － ※6  0

その他の包括利益合計 － ※7  △783

包括利益 － 662

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － 658

少数株主に係る包括利益 － 4
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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 6,728 6,728

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,728 6,728

資本剰余金   

前期末残高 2,098 2,097

当期変動額   

自己株式の処分 0 －

自己株式の消却 △1 －

当期変動額合計 △0 －

当期末残高 2,097 2,097

利益剰余金   

前期末残高 12,269 11,914

当期変動額   

剰余金の配当 △577 △475

当期純利益 879 1,441

持分法の適用範囲の変動 － 11

自己株式の処分 － △0

自己株式の消却 △658 △651

当期変動額合計 △355 325

当期末残高 11,914 12,239

自己株式   

前期末残高 △565 △648

当期変動額   

自己株式の取得 △744 △517

自己株式の処分 0 1

自己株式の消却 660 651

持分法適用会社に対する持分変動に伴う自
己株式の増減

－ 4

当期変動額合計 △83 140

当期末残高 △648 △508

株主資本合計   

前期末残高 20,531 20,090

当期変動額   

剰余金の配当 △577 △475

当期純利益 879 1,441

持分法の適用範囲の変動 － 11

自己株式の取得 △744 △517

自己株式の処分 0 1

自己株式の消却 － －

持分法適用会社に対する持分変動に伴う自
己株式の増減

－ 4

当期変動額合計 △440 466

当期末残高 20,090 20,556
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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 750 1,899

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,149 △477

当期変動額合計 1,149 △477

当期末残高 1,899 1,422

為替換算調整勘定   

前期末残高 △316 △272

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 44 △306

当期変動額合計 44 △306

当期末残高 △272 △578

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 433 1,627

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,193 △783

当期変動額合計 1,193 △783

当期末残高 1,627 843

少数株主持分   

前期末残高 47 53

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5 4

当期変動額合計 5 4

当期末残高 53 57

純資産合計   

前期末残高 21,012 21,771

当期変動額   

剰余金の配当 △577 △475

当期純利益 879 1,441

持分法の適用範囲の変動 － 11

自己株式の取得 △744 △517

自己株式の処分 0 1

自己株式の消却 － －

持分法適用会社に対する持分変動に伴う自己
株式の増減

－ 4

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,199 △779

当期変動額合計 758 △313

当期末残高 21,771 21,457
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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 1,709 2,779

減価償却費 296 261

のれん償却額 △45 35

持分法による投資損益（△は益） 3 △48

貸倒引当金の増減額（△は減少） △14 12

賞与引当金の増減額（△は減少） △112 103

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △46 10

退職給付引当金の増減額（△は減少） 180 △30

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 41 21

有価証券売却損益（△は益） △62 △67

投資有価証券売却損益（△は益） － △3

投資有価証券評価損益（△は益） 14 106

関係会社株式売却損益（△は益） － 14

固定資産売却損益（△は益） △81 －

たな卸資産廃棄損 35 －

受取利息及び受取配当金 △211 △202

支払利息 120 103

売上債権の増減額（△は増加） 2,545 4,930

リース投資資産の増減額（△は増加） 274 98

たな卸資産の増減額（△は増加） 497 △182

前渡金の増減額（△は増加） △9,382 968

仕入債務の増減額（△は減少） △3,736 △2,289

前受金の増減額（△は減少） 9,822 △1,507

未収消費税等の増減額（△は増加） △90 90

未払消費税等の増減額（△は減少） △138 99

その他の資産の増減額（△は増加） △497 382

小計 1,121 5,688

利息及び配当金の受取額 180 176

利息の支払額 △119 △104

法人税等の支払額 △1,482 △697

その他 11 29

営業活動によるキャッシュ・フロー △289 5,092
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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   

有価証券の取得による支出 △4,107 △1,358

有価証券の売却による収入 3,995 1,841

定期預金の払戻による収入 300 －

投資有価証券の取得による支出 △449 △374

投資有価証券の売却による収入 171 92

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

※2  △345 －

有形固定資産の取得による支出 △211 △267

有形固定資産の売却による収入 116 30

無形固定資産の取得による支出 △119 △98

無形固定資産の売却による収入 2 38

貸付金の回収による収入 79 111

貸付けによる支出 △53 △0

差入保証金の差入による支出 △14 △13

差入保証金の回収による収入 12 17

投資活動によるキャッシュ・フロー △621 17

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △575 △475

自己株式の取得による支出 △744 △517

その他 △59 △25

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,378 △1,017

現金及び現金同等物に係る換算差額 35 △139

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,254 3,952

現金及び現金同等物の期首残高 11,424 9,170

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  9,170 ※1  13,122
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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 

 
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 

 (1) 連結子会社の数 ７社 

   連結子会社名は、「第１ 企業の概況 ４ 関係

会社の状況」に記載しているため、省略しており

ます。 

   なお、持分の取得により、 

   Compagnie Europeenne Afrique Asie S.A.Sを 

   当連結会計年度から、㈱竹本を当連結会計年度末

   において、連結の範囲に含めております。 

 

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社の数 ７社 

   同左 

    

 

─────────────── 

 (2) 主要な非連結子会社の名称等 

   主要な非連結子会社 東西実業㈱ 

 (2) 主要な非連結子会社の名称等 

   主要な非連結子会社 東西実業㈱ 

   (連結の範囲から除いた理由) 

   連結の範囲から除外した非連結子会社の総資産、

売上高、当期純損益および利益剰余金等は、いず

れも小規模であり、かつ全体としても連結財務諸

表に重要な影響を及ぼさないものであるため、連

結の範囲から除外しております。 

 

   (連結の範囲から除いた理由) 

同左 

２ 持分法の適用に関する事項 

 (1) 持分法適用の非連結子会社数 １社 

   会社名 東西実業㈱ 

 

２ 持分法の適用に関する事項 

 (1) 持分法適用の非連結子会社数 １社 

同左 

 (2) 持分法適用の関連会社数   ２社 

   主要な会社名は、「第１ 企業の概況 ４ 関係

会社の状況」に記載しているため、省略しており

ます。 

 

 (2) 持分法適用の関連会社数   ２社 

同左 

 

 

なお、当連結会計年度より、重要性が増したた

め、㈱テンフィートライトを持分法適用の範囲に

含めております。 

当連結会計年度において、市川燃料チップ㈱に

ついては、保有株式の全部を売却したことによ

り、関連会社に該当しないこととなったため、持

分法適用の範囲から除外しております。 

 (3) 持分法を適用していない非連結子会社および関連

会社(日本エゼクターエンジニアリング㈱ほか)

は、いずれも当期純損益および利益剰余金等に及

ぼす影響は軽微であり、かつ全体としても連結財

務諸表に重要な影響を及ぼさないものであるた

め、持分法の適用範囲から除外しております。 

 

 (3) 同左 

 (4) 持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異

なる会社については、各社の事業年度に係る財務

諸表を使用しております。 

 

 (4) 同左 
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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) 

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

 (1) 連結子会社のうち決算日が連結決算日と異なる会

社は次のとおりであります。 

連結子会社名  決算日 

SEIKA SANGYO GmbH  12月31日 

TSURUMI(EUROPE)GmbH  12月31日 

SEIKA MACHINERY, INC.  12月31日 

西曄貿易（上海）有限公司  12月31日 

Compagnie  Europeenne 

Afrique Asie S.A.S 
 12月31日 

   連結財務諸表の作成にあたっては、連結決算日と

の差異が３ヶ月を超えないため当該連結子会社の

決算財務諸表を使用しております。 

 

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

 (1) 同左 

 

 (2) 連結子会社との間の取引で決算日が異なることか

ら生ずる重要な不一致については必要な調整を行

っております。 

 

 (2) 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 

  イ 有価証券 

     売買目的有価証券 

      時価法 

なお、売却原価は移動平均法により算定

しております。 

満期保有目的の債券 

      償却原価法（定額法） 

     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 

なお、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

より算定しております。 

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 

  イ 有価証券 

     売買目的有価証券 

同左 

 

      

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 

      同左 

       

      時価のないもの 

       移動平均法による原価法 

なお、投資事業組合等への出資につい

ては、組合の財産の持分相当額に基づ

き評価しております。 

 

      時価のないもの 

同左 

  ロ デリバティブ 

    時価法 

 

  ロ デリバティブ 

    同左 

  ハ たな卸資産 

先入先出法による原価法（貸借対照表価額は

収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法に

より算定） 

ただし、在外連結子会社は個別法による低価

法を、国内連結子会社は総平均法による原価

法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく

簿価切り下げの方法により算定）を採用して

おります。 

  ハ たな卸資産 

同左 
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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 

  イ 有形固定資産（リース資産を除く） 

    定率法。ただし、 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

  イ 有形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

    賃貸用資産のうち、賃貸借契約(賃貸料均等収

入)に基づくものおよび平成10年４月１日以降

に取得した建物(建物附属設備を除く)につい

ては、定額法によっております。 

 

     

  ロ 無形固定資産（リース資産を除く） 

    定額法。ただし、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間(５年)に基

づく定額法を採用しております。 

 

  ロ 無形固定資産（リース資産を除く） 

    同左 

ハ 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

する定額法を採用しております。 

 

ハ 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 

同左 

 

 (3) 重要な引当金の計上基準 

  イ 貸倒引当金 

    債権の貸倒れによる損失にそなえるため、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

性を検討して、回収不能見込額を計上しており

ます。 

 

 (3) 重要な引当金の計上基準 

  イ 貸倒引当金 

    同左 

  ロ 賞与引当金 

    従業員賞与および取締役でない執行役員賞与の

支給にそなえるため、支給見込額のうち当連結

会計年度負担額を計上しております。 

 

  ロ 賞与引当金 

    同左 

  ハ 役員賞与引当金 

    取締役賞与の支給にそなえるため、支給見込額

を計上しております。 

  ハ 役員賞与引当金 

    同左 
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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) 

ニ 退職給付引当金 

    Ⅰ 従業員の退職給付にそなえるため、当連結

会計年度末における退職給付債務および年

金資産の見込額に基づいて計上しておりま

す。 

数理計算上の差異は翌年度に一括費用処

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。なお、これによる営業利益、経常利

益、当期純利益に与える影響はありません。 

 

ニ 退職給付引当金 

Ⅰ 同左 

 

 

 

 

 
 
 

─────────────── 

 

  Ⅱ 取締役でない執行役員の退職慰労金の支給

にそなえるため、内規に基づく当連結会

計年度末要支給額を計上しております。 

 

  Ⅱ 同左 

 

  ホ 役員退職慰労引当金 

取締役および監査役の退職慰労金の支出にそな

えるため、内規に基づく当連結会計年度末要支

給額を計上しております。 

 

  ヘ 訴訟損失引当金 

係争中の訴訟に関連する損失にそなえるため、

その損失見込額を計上しております。 

 

(4) 重要な収益および費用の計上基準 

ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準

リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方

法によっております。 

 

  ホ 役員退職慰労引当金 

    同左 

 

 

 

  ヘ 訴訟損失引当金 

    同左 

 

 

(4) 重要な収益および費用の計上基準 

同左 

 

 (5) 重要なヘッジ会計の方法 

  イ ヘッジ会計の方法 

金利スワップのうち、特例処理の要件を満たす

ものについては、特例処理を採用しておりま

す。 

 

  ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段：金利スワップ 

ヘッジ対象：長期借入金の利息 

 

(5) 重要なヘッジ会計の方法 

  イ ヘッジ会計の方法 

同左 

 

 

 

  ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

ハ ヘッジ方針 

長期借入金の金利変動リスクを回避する目的で

金利スワップ取引を行っております。 

 

  ニ ヘッジ有効性評価の方法 

金利スワップの特例処理の要件を満たしている

ため、有効性の評価を省略しております。 

 

ハ ヘッジ方針 

同左 

 

  

ニ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 
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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) 

 (6) のれんの償却方法及び償却期間 

  ５年間の定額法により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 

  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、随時引き出し可能

な預金および容易に換金可能であり、かつ、価値

の変動について僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資か

らなっております。 

 

(6) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

  イ 消費税等の会計処理 

    税抜処理によっております。 

   

(8) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

  イ 消費税等の会計処理 

    同左 

 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

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 

のれん及び負ののれんの償却については、５年間で

均等償却しております。 

 

 

─────────────── 

 

７ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

  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、随時引き出し可能

な預金および容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない取得日から

３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっ

ております。 

 

 

─────────────── 
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（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 

 

会計方針の変更 

 

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) 

 

 

 

 

─────────────── 

 

 

 

 

（資産除去債務に関する会計基準等） 

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。 

これによる、当連結会計年度の営業利益、経常利

益及び税金等調整当期純利益に与える影響はあり

ません。 

 

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) 

（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度の「投資有価証券売却益」は特別

利益に区分掲記しておりましたが、当連結会計年

度においてはその金額が特別利益の総額の百分の

十以下となったため、特別利益の「その他」に含

めて表示しております。 

なお、当連結会計年度の特別利益の「その他」に

含まれている「投資有価証券売却益」は、5百万

円であります。 

 

（連結損益及び包括利益計算書関係） 

   「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、当連結会計年

度では、「少数株主損益調整前当期純利益」の科

目を表示しております。 

 

 前連結会計年度の「為替差益」は営業外収益の

「その他」に含めて表示しておりましたが、当連

結会計年度においては、その金額が営業外収益の

総額の百分の十超となったため、営業外収益に区

分掲記しております。なお、前連結会計年度の営

業外収益の「その他」に含まれている「為替差

益」は48百万円であります。 

 

(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 前連結会計年度において、営業活動によるキャッ

シュ・フローに区分掲記していた「投資有価証券

売却益」は、当連結会計年度においては、営業活

動によるキャッシュ・フローの「その他資産・負

債の増減額」に含めて表示しております。 

なお、当連結会計年度の「その他資産・負債の増

減額」に含まれている「投資有価証券売却益」

は、△５百万円であります。 
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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) 

 

─────────────── 

（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。但し、「その他の包

括利益累計額」および「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」および「評価・換算差額等合計」の金額

を記載しております。 

 

 

（８）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 3,141百万円

 
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 3,090百万円

 
 

※２ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと

おりであります。 

投資有価証券 1,021百万円 

(株式および出資金)  

 
 

※２ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと

おりであります。 

投資有価証券 1,060百万円 

(株式および出資金)  

 
 

※３ 債務の担保に供している資産 

定期預金 0百万円

建物及び構築物 49百万円

土地 122百万円

投資有価証券 1,140百万円

合計 1,313百万円

 
 

※３ 債務の担保に供している資産 

定期預金 0百万円

建物及び構築物 46百万円

土地 122百万円

投資有価証券 1,121百万円

合計 1,292百万円

 
 

   上記担保に対応する債務の科目名称または担保目

的とその金額 

短期借入金 2,630百万円

長期借入金 1,000百万円

支払保証等 
 

 

   上記担保に対応する債務の科目名称または担保目

的とその金額 

短期借入金 2,610百万円

長期借入金 1,000百万円

支払保証等 
 

 
 ４ 貸出コミットメント及び当座貸越契約(借手側) 

貸出コミットメント総額 4,000百万円

当座貸越極度額 1,100百万円

借入実行残高 ―百万円

差引額 5,100百万円

 
 

 ４ 貸出コミットメント及び当座貸越契約(借手側) 

貸出コミットメント総額 4,000百万円

当座貸越極度額 1,100百万円

借入実行残高 ―百万円

差引額 5,100百万円

 
 

※５ 退職給付引当金 

設定対象者 

従業員 1,629百万円

取締役でない執行役員 17百万円

 
 

※５ 退職給付引当金 

設定対象者 

従業員 1,584百万円

取締役でない執行役員 32百万円

 
 

 ６ 受取手形割引高および受取手形裏書譲渡高  
 

 ６ 受取手形割引高および受取手形裏書譲渡高  
 

   受取手形（輸出手形）割引高 700百万円

   受取手形裏書譲渡高 60百万円
 

   受取手形（輸出手形）割引高 948百万円

   受取手形裏書譲渡高 56百万円
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(連結損益及び包括利益計算書関係) 

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 販売費及び一般管理費の主要な費目および金額 

 (百万円)

従業員給料諸手当 3,031

従業員賞与 661

賞与引当金繰入額 400

役員賞与引当金繰入額 39

役員退職慰労引当金繰入額 56

退職給付費用 598

減価償却費 204

のれん償却費 37

 
 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目および金額 

 (百万円)

従業員給料諸手当 3,067

従業員賞与 670

賞与引当金繰入額 501

役員賞与引当金繰入額 50

役員退職慰労引当金繰入額 61

貸倒引当金繰入額 20

退職給付費用 335

減価償却費 183

のれん償却費 35

 
 

 
※２ 一般管理費に含まれている研究開発費 

105百万円 
 

 

 
※２ 一般管理費に含まれている研究開発費 

101百万円 
 

 
※３ 固定資産売却益 

土地 81百万円

 
※４ 和解金 

海外取引により生じた仕入先との係争事案におい
て、和解が成立したことによるものであります。

 

 
─────────────── 

 
 

─────────────── 
 
 

※５ 品質保証追加費用 
国内連結子会社における既納入製品に関する保証
費用の追加支払額であります。 

 
 

─────────────── 
※６ 当連結会計年度の直前連結会計年度における 
   包括利益 

 (百万円)

親会社株主に係る包括利益 2,072

少数株主に係る包括利益 5

計 2,078

 
 

 
─────────────── 

※７ 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 

 (百万円)

その他有価証券評価差額金 1,148

為替換算調整勘定 43

持分法適用会社に対する 

持分相当額 
1

計 1,192
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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 

 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 85,103,252 ― 3,000,000 82,103,252

合計 85,103,252 ― 3,000,000 82,103,252

自己株式  

 普通株式（注） 2,770,167 3,225,177 3,001,977 2,993,367

合計 2,770,167 3,225,177 3,001,977 2,993,367
 

（注）1. 普通株式の発行済株式数の減少ならびに自己株式の株式数の減少のうち3,000,000株は、自己株式の消却
によるものであります。 

 2. 普通株式の自己株式の株式数の増加3,225,177株は、取締役会決議に基づく取得3,207,000株、および単
元未満株式の買取18,177株によるものであります。 

3. 普通株式の自己株式の株式数の減少のうち1,977株は、単元未満株式の買増請求によるものであります。 
 
 

２ 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 577 7 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 475 6 平成22年３月31日 平成22年６月30日
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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 

 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 82,103,252 ― 3,000,000 79,103,252

合計 82,103,252 ― 3,000,000 79,103,252

自己株式  

 普通株式（注） 2,993,367 2,416,110 3,039,149 2,370,328

合計 2,993,367 2,416,110 3,039,149 2,370,328
 

（注）1. 普通株式の発行済株式数の減少ならびに自己株式の株式数の減少のうち3,000,000株は、自己株式の消却
によるものであります。 

 2. 普通株式の自己株式の株式数の増加 2,416,110株は、取締役会決議に基づく取得2,337,000株、および単
元未満株式の買取79,110株によるものであります。 

3. 普通株式の自己株式の株式数の減少のうち4,949株は、単元未満株式の買増請求によるものであります。 
4. 普通株式の自己株式の株式数の減少のうち34,200株は、当社株式を保有していた持分法適用関連会社に

対する持分を売却したことによるものであります。 
 

２ 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 475 6 平成22年３月31日 平成22年６月30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23年６月28日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 460 6 平成23年３月31日 平成23年６月29日
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(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 

現金及び預金勘定 9,170百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △0百万円

現金及び現金同等物 9,170百万円
 

※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 13,123百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △0百万円

現金及び現金同等物 13,122百万円
 

 

 

※２ 株式の取得により新たに連結子会社となった会

社の資産および負債の主な内訳 

   Compagnie Europeenne Afrique Asie S.A.S. 

および㈱竹本を連結したことに伴う連結開始時

の主な資産および負債の内訳並びに両社の株式

の取得価額と取得のための支出（純額）との関

係は次のとおりであります。 

     

Compagnie Europeenne Afrique Asie S.A.S. 

（平成21年4月1日現在） 

（百万円） 

流動資産 316

固定資産 12

のれん 185

流動負債 △253

固定負債 △11

株式の取得価額 249

Compagnie Europeenne Afrique Asie 

S.A.S.の現金及び現金同等物 
△12

差引：Compagnie Europeenne Afrique 

Asie S.A.S.取得のための支出 
236

 

㈱竹本（平成22年3月31日現在） 

     （百万円） 

流動資産 815

固定資産 248

のれん 11

流動負債 △538

固定負債 △42

株式の取得価額 494

㈱竹本の現金及び現金同等物 △392

差引：㈱竹本取得のための支出 101

 

 
 

 

 

 

─────────────── 
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（セグメント情報等） 

 

（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) 

 機 械 等

卸売事業

(百万円)

機 械 等

製造事業

(百万円)

計 

 

(百万円) 

消去又は

全社 

(百万円) 

連 結 

 

(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益   

(1)外部顧客に対する売上高 119,512 3,882 123,394 － 123,394

 (2)セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
10 352 363 (363) －

計 119,523 4,234 123,758 (363) 123,394

営業費用 118,252 4,096 122,349 (360) 121,988

営業利益 1,270 137 1,408 (2) 1,406

Ⅱ 資産、減価償却費及び 

資本的支出 
  

    資産 57,962 3,756 61,718 11,195 72,914

  減価償却費 234 99 333 4 337

  資本的支出 473 54 527 － 527

（注）１ 当社および連結子会社の事業区分は製品の種類、製造方法、販売方法の類似性を考慮し、

「機械等卸売事業」および「機械等製造事業」に分類しております。 

   ２ 事業区分の主要な内容 

    (1) 機械等卸売事業  各種産業分野の機械設備の販売等 

 (2) 機械等製造事業  各種産業用のバルブ製造・販売等 

３ 資産のうち、「消去又は全社」の項目に含めた金額および主な内容は以下のとおりであ

ります。 

 
前連結会計年
度(百万円) 

当連結会計年
度(百万円) 

主な内容 

消去又は全社の項目に 
含めた全社資産の金額 

9,294 11,195

余資運用資金(現金及び有
価証券)、賃貸用資産、お
よび長期投資資金(投資有
価証券)等 

 

 

（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)における本邦の売上高および本

邦の資産の金額は、全セグメントの売上高合計および全セグメントの資産合計額に占める割合が

いずれも90％超であるため、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21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 アジア 欧州 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 12,221 3,407 656 16,285

Ⅱ 連結売上高（百万円）   123,394

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 9.9 2.8 0.5 13.2

(注)1.国又は地域の区分方法 

地理的近接度により区分しております。 

2.各区分に属する主な国又は地域 

アジア：中国、インドネシア、台湾、ＵＡＥ 

欧州：ドイツ 

その他：米国 

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あります。 
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（セグメント情報） 

１  報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社グループ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およ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。 

当社グループは、機械等の卸売業（「機械等卸売事業」）および産業用バルブの製造事業（「機

械等製造事業」）を行っており、これらを報告セグメントとしております。 

「機械等卸売事業」は、当社が国内外にわたる包括的な戦略を立案し、国内外の連結子会社と連携

して、事業活動を展開しております。「機械等製造事業」は、当社の国内連結子会社が製造から販

売にわたる包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

 

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方針は、「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る｡事業セグメントの利益は、営業利益（のれん償却前）に準じて

算定した数値である。セグメント間の売上高は第三者間取引に基づいている。 

 

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) 

 機械等卸売事業 機械等製造事業 合計 

売上高  

  外部顧客への売上高 119,512 3,882 123,394 

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高 

10 352 363 

計 119,523 4,234 123,758 

セグメント利益 1,234 134 1,368 

セグメント資産 69,210 3,787 72,997 

セグメント負債 49,551 1,591 51,142 

その他の項目  

 減価償却費 199 99 298 

 有形固定資産及び 
 無形固定資産の増加額 

524 54 578 
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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) 

 機械等卸売事業 機械等製造事業 合計 

売上高  

  外部顧客への売上高 116,032 4,211 120,243 

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高 

15 416 431 

計 116,047 4,627 120,675 

セグメント利益 2,379 150 2,529 

セグメント資産 65,747 3,915 69,663 

セグメント負債 46,189 1,915 48,105 

その他の項目  

 減価償却費 177 85 262 

 有形固定資産及び 
 無形固定資産の増加額 

295 67 362 

 

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) 

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 123,758 120,675 

セグメント間取引消去 △363 △431 

連結財務諸表の売上高 123,394 120,243 

 

 (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 1,368 2,529 

取引消去に伴う調整額 54 53 

のれんの償却額 △37 △35 

棚卸資産の調整額 21 12 

その他の調整額 △0 1 

連結財務諸表の営業利益 1,406 2,561 
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 (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 72,997 69,663 

のれんの償却額 △37 △70 

棚卸資産の調整額 △43 △28 

その他の調整額 △1 0 

連結財務諸表の資産合計 72,914 69,563 

 
  

 (単位：百万円) 

負債 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計 51,142 48,105 

その他の調整額 0 0 

連結財務諸表の負債合計 51,143 48,106 

 

  (単位：百万円) 

報告セグメント計 調整額 
連結財務諸表 

計上額 
その他の項目 

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 298 262 △2 △0 296 261 

有形固定資産及び 
無形固定資産の増加額 

578 362 △3 △0 575 362 

  

(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。 
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（関連情報） 

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 製品及びサービスごとの情報 

   セグメント情報に同様の記載をしているため、記載を省略しております。 

 

２ 地域ごとの情報 

(1) 売上高 

     (単位：百万円) 

日本 アジア 欧州 米国 その他 合計 

104,316 11,963 3,301 591 70 120,243

（注）売上高は製品・商品の納入先企業の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。 

 

(2) 有形固定資産 

    本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超え

るため、記載を省略しております。 

 

３ 主要な顧客ごとの情報 

  (単位：百万円) 

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名 

四国電力株式会社 13,115 機械等卸売事業 

 

（報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報） 

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) 

該当事項ありません。 

 

（報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報） 

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) 

 機械等卸売事業 機械等製造事業 合計 

  当期償却額 ― ― ― 

  当期末残高 94 ― 94 

 なお、報告セグメントに配分されていないのれんの当期償却額は、35百万円であります。 

 

（報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報） 

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。 
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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 １株当たり純資産額 274円53銭

 

１ １株当たり純資産額 278円89銭

 

２ １株当たり当期純利益金額 10円90銭

 

２ １株当たり当期純利益金額 18円24銭

 
 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式がないため記載しておりません。 

 

 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式がないため記載しておりません。 

 

 

(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。 

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) 

（百万円） 

純資産の部の合計額                       21,771 

純資産の部の合計額から控除する金額          53 

（うち少数株主持分                           53）

普通株式に係る期末の純資産額             21,717 

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                   79,109千株 

（百万円） 

純資産の部の合計額                       21,457 

純資産の部の合計額から控除する金額          57 

（うち少数株主持分                          57）

普通株式に係る期末の純資産額             21,339 

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                     76,732千株

 

2. １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

前連結会計年度 
(自 平成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) 

（百万円） 

当期純利益                               879 

普通株主に帰属しない金額                     ― 

 

普通株式に係る当期純利益                   879 

普通株式の期中平均株式数       80,740千株

（百万円） 

当期純利益                              1,441

普通株主に帰属しない金額                     ― 

 

普通株式に係る当期純利益                   1,441

普通株式の期中平均株式数        79,050千株

 

（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

および資産除去債務については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略して

おります。 
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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 7,723 11,391

受取手形 1,689 1,786

売掛金 30,343 25,355

リース投資資産 560 462

有価証券 244 428

商品 280 241

前渡金 11,659 10,678

短期貸付金 741 524

前払費用 11 107

繰延税金資産 167 265

その他 799 416

貸倒引当金 △5 △3

流動資産合計 54,216 51,654

固定資産   

有形固定資産   

建物 115 105

構築物 4 4

車両運搬具 0 0

工具、器具及び備品 127 92

賃貸用資産 633 623

リース資産 48 23

土地 58 91

有形固定資産合計 989 941

無形固定資産   

施設利用権 198 179

ソフトウエア 49 57

その他 178 215

無形固定資産合計 425 452

投資その他の資産   

投資有価証券 9,272 8,367

関係会社株式 2,389 2,385

関係会社出資金 214 326

従業員に対する長期貸付金 476 417

固定化営業債権 22 38

長期前払費用 3 3

繰延税金資産 － 139

その他 354 350

貸倒引当金 △55 △69

投資その他の資産合計 12,678 11,958

固定資産合計 14,093 13,352

資産合計 68,310 65,006
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 4,555 4,794

買掛金 21,463 18,533

短期借入金 6,700 6,700

リース債務 26 14

未払金 183 367

未払費用 8 8

未払法人税等 251 1,065

前受金 12,133 10,595

預り金 46 174

前受収益 123 121

賞与引当金 359 455

役員賞与引当金 39 50

その他 9 61

流動負債合計 45,901 42,941

固定負債   

長期借入金 1,000 1,000

リース債務 23 11

退職給付引当金 1,329 1,285

役員退職慰労引当金 177 207

訴訟損失引当金 186 166

繰延税金負債 234 －

その他 7 6

固定負債合計 2,958 2,677

負債合計 48,859 45,619

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,728 6,728

資本剰余金   

資本準備金 2,096 2,096

資本剰余金合計 2,096 2,096

利益剰余金   

その他利益剰余金   

別途積立金 8,600 8,600

繰越利益剰余金 756 1,038

利益剰余金合計 9,356 9,638

自己株式 △635 △499

株主資本合計 17,546 17,964

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,904 1,423

評価・換算差額等合計 1,904 1,423

純資産合計 19,450 19,387

負債純資産合計 68,310 65,006
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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 116,394 111,320

売上原価   

商品期首たな卸高 599 280

当期商品仕入高 108,242 102,322

合計 108,842 102,602

商品期末たな卸高 280 241

売上原価合計 108,562 102,361

売上総利益 7,832 8,959

販売費及び一般管理費 6,673 6,513

営業利益 1,159 2,445

営業外収益   

受取利息 38 29

有価証券利息 30 38

受取配当金 159 148

有価証券売却益 62 67

為替差益 57 61

その他 82 89

営業外収益合計 430 435

営業外費用   

支払利息 113 94

その他 47 56

営業外費用合計 160 150

経常利益 1,429 2,730

特別利益   

固定資産売却益 81 －

投資有価証券売却益 － 3

貸倒引当金戻入額 16 －

その他 5 －

特別利益合計 103 3

特別損失   

和解金 80 －

投資有価証券評価損 14 101

その他 7 5

特別損失合計 102 106

税引前当期純利益 1,431 2,627

法人税、住民税及び事業税 601 1,356

法人税等調整額 111 △137

法人税等合計 712 1,218

当期純利益 718 1,409
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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 6,728 6,728

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,728 6,728

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 2,096 2,096

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,096 2,096

その他資本剰余金   

前期末残高 1 －

当期変動額   

自己株式の処分 0 －

自己株式の消却 △1 －

当期変動額合計 △1 －

当期末残高 － －

資本剰余金合計   

前期末残高 2,098 2,096

当期変動額   

自己株式の処分 0 －

自己株式の消却 △1 －

当期変動額合計 △1 －

当期末残高 2,096 2,096

利益剰余金   

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 8,000 8,600

当期変動額   

別途積立金の積立 600 －

当期変動額合計 600 －

当期末残高 8,600 8,600

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,873 756

当期変動額   

剰余金の配当 △577 △475

別途積立金の積立 △600 －

当期純利益 718 1,409

自己株式の処分 － △0

自己株式の消却 △658 △651

当期変動額合計 △1,117 282

当期末残高 756 1,038
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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) 

利益剰余金合計   

前期末残高 9,873 9,356

当期変動額   

剰余金の配当 △577 △475

別途積立金の積立 － －

当期純利益 718 1,409

自己株式の処分 － △0

自己株式の消却 △658 △651

当期変動額合計 △517 282

当期末残高 9,356 9,638

自己株式   

前期末残高 △551 △635

当期変動額   

自己株式の取得 △744 △517

自己株式の処分 0 1

自己株式の消却 660 651

当期変動額合計 △83 135

当期末残高 △635 △499

株主資本合計   

前期末残高 18,148 17,546

当期変動額   

剰余金の配当 △577 △475

別途積立金の積立 － －

当期純利益 718 1,409

自己株式の取得 △744 △517

自己株式の処分 0 1

自己株式の消却 － －

当期変動額合計 △602 417

当期末残高 17,546 17,964

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 758 1,904

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,146 △481

当期変動額合計 1,146 △481

当期末残高 1,904 1,423

評価・換算差額等合計   

前期末残高 758 1,904

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,146 △481

当期変動額合計 1,146 △481

当期末残高 1,904 1,423
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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) 

純資産合計   

前期末残高 18,906 19,450

当期変動額   

剰余金の配当 △577 △475

別途積立金の積立 － －

当期純利益 718 1,409

自己株式の取得 △744 △517

自己株式の処分 0 1

自己株式の消却 － －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,146 △481

当期変動額合計 543 △63

当期末残高 19,450 19,387
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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。 

 

 

（５）個別財務諸表に関する注記事項 

(１株当たり情報) 

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) 

１ １株当たり純資産額 245円54銭

 

１ １株当たり純資産額 252円42銭

 

２ １株当たり当期純利益金額 8円90銭

 

２ １株当たり当期純利益金額 17円83銭

 
なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

については、潜在株式がないため記載しておりま

せん。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

については、潜在株式がないため記載しておりま

せん。 

 

(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。 

前事業年度末 
(平成22年３月31日) 

当事業年度末 
(平成23年３月31日) 

 （百万円）

純資産の部の合計額 19,450

純資産の部の合計額から控除する金額 ―

 普通株式に係る期末の純資産額 19,450

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 79,216千株
 

 （百万円）

純資産の部の合計額 19,387

純資産の部の合計額から控除する金額 ―

 普通株式に係る期末の純資産額 19,387

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 76,804千株
 

 

    2. １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

前事業年度 
(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) 

 （百万円）

当期純利益 718

普通株主に帰属しない金額 ―

普通株式に係る当期純利益 718

普通株式の期中平均株式数 80,740千株
  

 （百万円）

当期純利益 1,409

普通株主に帰属しない金額 ―

普通株式に係る当期純利益 1,409

普通株式の期中平均株式数 79,051千株
 

 

 

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 
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６．その他 

（１）生産、受注及び販売の状況 

①生産実績 

当連結会計年度における生産実績は次のとおりであります。 

事業部門の名称 金額(百万円) 前期比(％) 

機械等製造事業 4,444 9.6% 

(注) １ 上記記載の金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 

２ 上記記載の金額は、販売価格によっております。また、消費税等は含まれておりません。 

３ 上記機械等製造事業とは、連結子会社である日本ダイヤバルブ（株）が対象となります。 

 

②受注実績 

当連結会計年度における受注状況を事業部門ごとに示すと、次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)

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)

比較増減 
事業部門の名称 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 前期比(％)

電 力 47,466 42,390 △5,076 △10.7% 

一 般 産 業 70,758 64,297 △6,461 △9.1% 

電 子 ・ 情 報  9,668    5,305   △4,363  △45.1% 

(環境保全設備)  (2,081)  (4,583) (2,502) (120.2%)

機
械
等
卸
売
事
業 

計 127,893 111,993  △15,900 △12.4% 

機械等製造事業 3,654    4,378   724  19.8% 

合 計 131,547 116,371  △15,176 △11.5% 

(注) １ 環境保全設備の金額並びに増減比欄の( )内は、内数を示しております。 

２ 上記記載の金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 

３ 上記記載の金額は、消費税等は含まれておりません。 

 

③販売実績 

当連結会計年度における販売実績を事業部門ごとに示すと、次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)

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)

比較増減 
事業部門の名称 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 前期比(％)

電 力 47,245 47,619 374 0.8% 

一 般 産 業 59,799 61,354 1,554 2.6%  

電 子 ・ 情 報 12,467  7,058 △5,408 △43.4% 

(環境保全設備)  (2,468)   (2,842)  (373) (15.1%) 

機
械
等
卸
売
事
業 

計 119,512 116,032 △3,480   △2.9%   

機械等製造事業 3,882  4,211  328    8.5%  

合 計 123,394 120,243 △3,151   △2.6%    
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(注) １ 環境保全設備の金額並びに増減比欄の( )内は、内数を示しております。 

２ 上記記載の金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 

３ 上記記載の金額は、消費税等は含まれておりません。 
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