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1.  平成23年3月期の業績（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 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 79,606 35.8 3,451 168.8 3,598 151.6 2,026 264.0
22年3月期 58,639 △27.4 1,283 △65.3 1,430 △64.2 556 △68.0

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
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 128.75 ― 4.0 5.7 4.3
22年3月期 35.37 ― 1.1 2.4 2.2

（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 64,964 52,050 80.1 3,307.44
22年3月期 61,223 50,498 82.5 3,208.85

（参考） 自己資本  23年3月期  52,050百万円 22年3月期  50,498百万円

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 63 △223 △479 22,700
22年3月期 3,272 △371 △716 23,339

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
純資産配当

率第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 ― 0.00 ― 25.00 25.00 393 70.7 0.8
23年3月期 ― 0.00 ― 35.00 35.00 550 27.2 1.1

24年3月期(予想) ― 0.00 ― 40.00 40.00 28.4

3.  平成24年3月期の業績予想（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) 42,000 9.0 1,780 10.5 1,870 10.3 1,060 12.8 67.36
通期 85,000 6.8 3,750 8.7 3,900 8.4 2,220 9.6 141.07
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4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

(2) 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 15,943,000 株 22年3月期 15,943,000 株

② 期末自己株式数 23年3月期 205,740 株 22年3月期 205,670 株

③ 期中平均株式数 23年3月期 15,737,308 株 22年3月期 15,738,000 株

※ 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、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終
了していません。 

※ 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。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２ページ「経営成績に関する分析」をご覧ください。 



  

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 ………………………………………………………………４ 

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 ………………………………５ 

(4) 事業等のリスク ………………………………………………………………………６ 

２．企業集団の状況 …………………………………………………………………………７ 

３．経営方針 …………………………………………………………………………………８ 

(1) 会社の経営の基本方針 ………………………………………………………………８ 

(2) 目標とする経営指標 …………………………………………………………………８ 

(3) 中長期的な会社の経営戦略 …………………………………………………………８ 

(4) 会社の対処すべき課題 ………………………………………………………………８ 

４．財務諸表 …………………………………………………………………………………９ 

(1) 貸借対照表 ……………………………………………………………………………９ 

(2) 損益計算書 ……………………………………………………………………………12 

(3) 株主資本等変動計算書 ………………………………………………………………13 

(4) キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………16 

(5) 継続企業の前提に関する注記 ………………………………………………………18 

(6) 重要な会計方針 ………………………………………………………………………19 

(7) 重要な会計方針の変更 ………………………………………………………………22 

(8) 財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………23 

  (貸借対照表関係) ………………………………………………………………………23 

  (損益計算書関係) ………………………………………………………………………24 

  (株主資本等変動計算書関係) …………………………………………………………25 

  (キャッシュ・フロー計算書関係) ……………………………………………………27 

  (リース取引関係) ………………………………………………………………………28 

  (有価証券関係) …………………………………………………………………………29 

  (退職給付関係) …………………………………………………………………………33 

  (ストック・オプション等関係) ………………………………………………………34 

  (税効果会計関係) ………………………………………………………………………35 

  (企業結合等関係) ………………………………………………………………………35 

  (セグメント情報等) ……………………………………………………………………36 

  (持分法投資損益等) ……………………………………………………………………36 

  (関連当事者情報) ………………………………………………………………………36 

  (１株当たり情報) ………………………………………………………………………37 

  (重要な後発事象) ………………………………………………………………………37 

５．その他 ……………………………………………………………………………………38 

(1) 役員の異動 ……………………………………………………………………………38 

(2) 生産、受注及び販売の状況 …………………………………………………………38 

○添付資料の目次

㈱日伝（9902）　平成23年３月期　決算短信（非連結）

1



当事業年度におけるわが国経済は、新興諸国の景気拡大やわが国をはじめ欧米各国政府による景気

対策や支援策にも支えられ、企業収益が改善するなど、回復の兆しが鮮明になりました。一方で厳し

い雇用環境やデフレ状況が続いているほか、世界経済の下振れ懸念や急激な円高による輸出企業への

影響など、依然として先行きに不透明感が残る状況で推移いたしました。また３月11日に発生した東

日本大震災により未曾有の被害を受け、製造業への影響の範囲とその拡がりが懸念されますが、当事

業年度における当社への影響は軽微でありました。 

当社を取り巻く機械器具関連業界は、中国をはじめとする好調なアジア経済の需要や製造業の海外

委託生産の増加に支えられて工作機械の受注も回復傾向にあるほか、自動車関連や産業機器、情報機

器をはじめとする輸出関連企業が牽引する形で、ようやく設備投資意欲にも持ち直しの動きが見られ

ました。 

このような状況の下で、当社は期初より『２０１０（TWO-TEN） 社員一人ひとりが創業者 －未

来を拓く－』を基本方針として、社員自ら考えて自律的に行動し、幅広い業界に対応できる商品を取

扱い、物流機能を有する当社の強みが発揮できるように、ユーザーの視点に立って、提供価値と利便

性を追求し、環境の変化に対応すべく営業展開を図ってまいりました。 

営業面では、中国、東南アジアにおける営業強化のため、平成22年８月より「NICHIDEN

（Thailand）Co.,Ltd.」がタイのバンコクで営業を開始したほか、「日伝国際貿易（上海）有限公

司」が平成22年８月に天津事務所、平成23年１月に蘇州事務所をそれぞれ開設いたしました。一方国

内においては、６月に東京ビッグサイトで行われました機械要素技術展に出展するなどの全社的な取

り組みに加えて、各支店・営業所単位においても、お取引先のご協力も得ながら展示会（MEKASYS

展）を開催し、様々な角度から情報提供や情報交換活動を行い、市場ニーズの収集と商品拡販戦略に

繋げてまいりました。また現在お取引先への浸透を図っておりますWebカタログの製品情報サイト

「MEKASYS」（http://www.mekasys.jp）及 び 電 子 購 買 サ ー ビ ス「PROCUEbyNET」

（http://www.procuebynet.com）はもとより、12月にはWebカタログサイトとの連携強化した販売ツ

ールとして、メカニカルパーツ＆システム総合カタログ『MEKASYS』を発刊いたしました。さらに加

工事業及びエンジニアリング事業の強化や、「伝えます 未来にやさしい環境を ACCESS to ECO ～環

境をシステムで創造する企業日伝～」をキャッチコピーとして環境配慮商品への一層の取り組みな

ど、企業のトータルコーディネート機能の充実を図ってまいりました。 

設備面では、平成22年10月に手狭になっておりました姫路営業所を移転、平成22年11月には東大阪

営業所の改修や、老朽化が進んでおりました静岡営業所の建替え工事も完了、平成22年12月には北九

州営業所の移転ほか、平成23年2月に仙台営業所の建替え工事が完了するなど、業務効率を高めると

ともに、販売力の強化を図ってまいりました。 

この結果、当事業年度におきましては、売上高796億６百万円(前年同期比35.8％増)、営業利益34

億５千１百万円（前年同期比168.8％増）、経常利益35億９千８百万円（前年同期比151.6％増）とな

り、当期純利益につきましては、20億２千６百万円（前年同期比264.0％増）と前事業年度に比べて

増収増益となりました。 

  商品別としては、動力伝導機器分野では工作機械の受注回復などから、ベルト伝導用品やその他伝

導関連商品、直動機器が大幅に増加した結果、売上高363億９千３百万円（前年同期比36.1％増）と

１. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

① 当事業年度の経営成績
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なりました。 

産業機器分野では、環境機器、ファンなどの設備環境に関連する機器が増加したほか、その他機械

器具・工業関連商品が堅調に推移するなどの結果、売上高156億４千５百万円（前年同期比25.1％

増）となりました。 

制御機器分野では、半導体・情報関連企業の設備投資需要もあり全主要品目で概ね堅調に推移する

とともに、主力の空圧機器のほか、ロボット、ナットランナ及びホース、チューブ、継手が大幅に増

加した結果、売上高275億６千８百万円（前年同期比42.2％増）となりました。 

  

景気の見通しにつきましては、東日本大震災により生産活動の低下や個人の消費マインド減退、雇

用環境の悪化など、国内景気への影響が懸念されます。また復興に向けての経済波及効果は予測困難

で、さらには夏場の電力不足による企業活動への影響など景気下振れリスクもあり、先行きは全く不

透明な状況にあります。 

こうした中で当社は、支援部隊の強化を図りトータルコーディネート機能をさらに拡大するととも

に、引続き全社的な総合展示会から、支店・営業所単位での展示会や出前展示会を開催し、提案力の

向上に繋げてまいります。またこれまで同様に直接対話を重視した対面営業を当社の基本としてお取

引先との信頼関係を築くとともに、Webカタログの製品情報サイト及び商品カタログ名である

『MEKASYS』を、展示会名に冠するなど積極的にマーケティング活動に取り入れて日伝ブランドとし

て浸透、育成してまいります。 

組織面では、営業本部内に商品管理部を新設し、仕入と物流を一体とした機能強化を目指すため、

在庫商品の発注から入荷・仕入計上・買掛業務までの一貫・総合管理を進め、効率的な業務運用と在

庫商品の管理分析の強化を図ってまいります。 

次事業年度の業績見通しにおきましては、売上高850億円、経常利益39億円、当期純利益22億２千

万円を見込んでおります。 

  

  

② 次事業年度の見通し
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当事業年度末における総資産は、前事業年度末に比べ37億４千万円増加し、649億６千４百万円と

なりました。流動資産は、前事業年度末に比べ51億５千５百万円増加し、480億５千９百万円となり

ました。これは、売上高の増加により受取手形が22億６千３百万円増加、売掛金が15億６千７百万円

増加、商品が９億３百万円増加したこと等によるものであります。 

固定資産は、前事業年度末に比べ14億１千５百万円減少し、169億５百万円となりました。これ

は、流動資産への振替により長期預金が10億円減少したこと等によるものであります。 

当事業年度末における負債合計は、前事業年度末に比べ21億８千９百万円増加し、129億１千４百

万円となりました。流動負債は、前事業年度末に比べ20億６千１百万円増加し、100億４千７百万円

となりました。これは、仕入高の増加により買掛金が８億７千４百万円増加、税引前当期純利益の増

加により未払法人税等が６億９千１百万円増加したこと等によるものであります。 

固定負債は、前事業年度末に比べ１億２千７百万円増加し、28億６千６百万円となりました。これ

は、投資有価証券に係る評価差額の増加等に伴い繰延税金負債が１億１千８百万円増加したこと等に

よるものであります。 

純資産合計は、利益剰余金の増加等により前事業年度末に比べ15億５千１百万円増加し、520億５

千万円となりました。 

  

当事業年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前事業年度末に比べ６

億３千８百万円減少し227億円となりました。 

（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、６千３百万円（前年同期において得られた資金32億７千２百万

円）となりました。これは主に、売上債権の増加が37億７千４百万円あったものの、税引前当期純利

益が35億３千１百万円、仕入債務の増加が10億２百万円あったこと等によるものであります。 

  

（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、２億２千３百万円（前年同期において使用した資金３億７千１百

万円）となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入が５億１千６百万円あったものの、定

期預金の預入による支出が５億３千７百万円あったこと等によるものであります。 

  

（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、４億７千９百万円（前年同期において使用した資金７億１千６百

万円）となりました。これは、１株当たり25円の配当金の支払額が３億９千４百万円あったこと等に

よるものであります。 

  

(2) 財政状態に関する分析

① 資産、負債及び純資産の状況

② キャッシュ・フローの状況
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
  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) 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。 

  (注２) 有利子負債は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。 

  (注３) 利払いは、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。 

  

当社は、長期にわたり安定的な経営基盤の確保に努めるとともに、継続して配当を行い、株主への利

益還元に努めることを基本方針としております。また内部留保につきましては、企業体質の強化と今後

の事業展開に備えたいと考えております。配当政策につきましては、基本方針をより明確にするため、

配当性向20％以上、１株当たりの配当金20円を下限として実施することを取締役会で決議しておりま

す。 

なお、当事業年度の配当（平成23年３月期）につきましては、１株につき普通配当35円を実施する予

定にしております。次事業年度の配当（平成24年３月期）は、１株につき普通配当40円を予定しており

ます。 

  

近５年間の１株当たり配当金の推移 

                                               （単位：円）

 
  

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（％） 78.5 81.4 86.1 82.5 80.1

時価ベースの自己資本比率
（％）

73.9 62.2 74.9 65.6 59.8

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率（年）

─ ─ 0.3 0.6 31.7

インタレスト・カバレッジ・
レシオ（倍）

─ ─ 182.8 38.5 0.8

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

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
平成24年３月期

（予定）

 中間配当金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 期末配当金 
 (記念配当)

50.00
（5.00）

50.00 40.00 25.00 35.00 40.00

 合計
50.00

（5.00）
50.00 40.00 25.00 35.00 40.00

㈱日伝（9902）　平成23年３月期　決算短信（非連結）

5



  

当社の経営成績や財務状況等に影響を及ぼす可能性のある様々なリスクの中で、投資家の判断や当社

の事業活動を理解する上で重要と考えられる事項には、以下のようなものがあります。 

なお、文中における将来に関する事項は、当決算発表日現在において当社が合理的であると判断した

ものであります。 

① 景気変動リスクについて 

当社は多様な生産財を取扱っており、わが国の様々な業種に渡って取引をしております。しかしなが

ら、鉱工業生産指数や稼働率指数（製造工業）等の統計数値と関連性が高く、製造業の需給の不均衡や

景気変動、在庫調整のいかんによっては、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

② 業界及び競合について 

当社は、動力伝導機器、産業機器、制御機器等の機械設備及び機械器具商品を販売しております。当

社の取扱商品は幅広く、技術の進歩とともに、その影響を受ける分野であります。そのため新技術、新

商品や競合他社の出現により、当社の業績が影響を受ける可能性があります。 

  

③ 商品仕入価格に与える原材料価格の変動の影響について 

当社の取扱商品の原材料は、鉄などの鋼材が多く、市場での需給が逼迫すると、当社仕入商品の価格

が上昇し、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

④ 国際情勢等の影響について 

当社の業績は、予期しない法規の変更やテロ・戦争などによる社会的混乱などがあった場合には、間

接的に影響を受ける可能性があります。また、当社は中国、タイに現地法人を設けており、現状の取引

は少額でありますが、政治、経済状況の変化等により将来の事業の遂行に問題が生じる可能性がありま

す。 

  

⑤ 債権管理について 

当社の販売先は、小口分散化されております。債権（売掛金）管理においては、信用状態を継続的に

把握するなど、不良債権の発生が極力少なくなるよう努めております。当社の主な取扱商品は動力伝導

機器、産業機器、制御機器といった生産財であり、国内景気の動向によっては、今後貸倒引当金の積増

しを要する事態が生じる可能性があります。 

  

⑥ 人材の確保及び育成について 

当社の取扱商品は幅広く、また近年商品の高度化、専門化が進み、これらに対応できる人材の確保及

び育成は急務となっております。従業員に対しては、目標管理制度、研修プログラム、スタッフの充実

を通じて環境変化が著しい商品市場に対応してまいりますが、人材の確保及び育成ができない場合に

は、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑦ その他 

当社は、支店・営業所、物流センターを全国に分散して設けておりますが、地震等の災害の発生によ

り、当該施設等に影響を受けた場合や、仕入先が被害を受け納期等で商品供給に影響を受けた場合に

は、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

(4) 事業等のリスク
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当企業集団は、株式会社日伝（当社）と子会社３社（日伝鉄工株式会社、日伝国際貿易（上海）有限公

司、NICHIDEN（Thailand）Co.,Ltd.）と関連会社１社（株式会社プロキュバイネット）で構成され、当社

は動力伝導機器、産業機器、制御機器等の機械設備及び機械器具関連商品の販売を主な事業とし、子会社

日伝鉄工株式会社は不動産賃貸業、日伝国際貿易（上海）有限公司及びNICHIDEN（Thailand）Co.,Ltd.は

動力伝導機器等の販売、関連会社株式会社プロキュバイネットは電子購買のポータルサイト運営を事業の

目的としております。 

〔事業系統図〕 

以上述べた事項を事業系統図によって示すと、次のとおりであります。 

  

  

 

  

２．企業集団の状況

㈱日伝（9902）　平成23年３月期　決算短信（非連結）

7



当社は、メカニカルパーツ＆システムの専門商社として「堅実健全経営」に徹し、お取引先、仕入先

メーカーのよきパートナーとして信頼関係を築き、「人」がもつ力、すなわち人間の叡智と行動力を

大限に活かすことを基本方針としてまいりました。多種多様な商品をタイムリーにユーザーに供給する

ため、ネットワーク環境を整備し、物流機能の効率化に努めるとともに、企業経営の透明度、健全度を

高める努力を継続しております。『未来へアクセス』をモットーに絶えず未来を拓く新分野に目を向

け、さらに環境問題にも配慮しながら製造業全般の高度化、合理化、省力化、安全性の向上を通して社

会に貢献してまいります。 

  

当社は、景気に左右されない自立成長型企業を目指しており、１人当たりの生産性を重視するととも

に、回転率にも注目しております。具体的には中長期的に安定して営業利益率５％以上の確保を目標指

標とし、１人当たりの営業利益額、その伸長度にも着目しております。また、総資産経常利益率につい

ても10％以上を目標指標として継続的な達成を目指しております。 

  

当社は、企業を取り巻く外部環境の激しい変化をビジネスチャンスと受け止めて積極的に対処し、個

性的で信頼される日伝を確立していきたいと考えております。これらを実現するために、経営ビジョン

とミッションを明確にしております。これに基づき事業環境の変化に対応して商社機能を見直し、戦略

的事業領域の拡大と開発を行うと共に、会社の持っている得意な事業分野に資本を集中させて、コア・

コンピタンス経営を促進しております。また社員個人のコンピテンシーを高め自己完結型の業務が出来

る人材育成に継続的に取り組んでおります。健全な財務体質と企業活力を維持することはもちろん、メ

カニカルパーツ＆システムの「企画開発型商社」として新しいビジネスモデルを立案実行し成果を上

げ、存在価値、企業価値を一層高めてまいります。 

  

当社は、『設立60周年 第２の創業 価値観を見直し生まれ変わる年』を基本方針として、刻々と変

化する環境を直視し全社員が自らの価値観を変えて生まれ変わり、お取引先に対する提供価値を見直し

創生してまいります。また海外においては、日本企業の海外への生産移管の動きが活発化するなど、さ

らなるグローバル化は進んでおり、国内のお取引先との連携強化を図るとともに現地での新たなお取引

先との関係強化を目指し、各拠点での営業基盤構築を行ってまいります。当社は、「対話と信頼」を重

視し、優位性のあるビジネスモデルの創造と活用に取り組み、お取引先ニーズに応えることにより、ス

テークホルダーに信頼される企業を目指してまいります。 

  

  

３．経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2）目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題
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４．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 23,586 23,970

受取手形 6,788 9,051

売掛金 ※1 8,841 ※1 10,409

有価証券 99 －

商品 3,179 4,082

貯蔵品 9 8

前渡金 2 －

前払費用 38 37

繰延税金資産 209 331

未収入金 139 171

その他 18 12

貸倒引当金 △12 △17

流動資産合計 42,903 48,059

固定資産

有形固定資産

建物 ※4 6,321 ※4 6,226

減価償却累計額 △3,177 △3,250

建物（純額） 3,143 2,975

構築物 183 186

減価償却累計額 △131 △133

構築物（純額） 52 53

車両運搬具 23 23

減価償却累計額 △19 △20

車両運搬具（純額） 3 2

工具、器具及び備品 614 647

減価償却累計額 △477 △499

工具、器具及び備品（純額） 137 148

土地 4,580 4,580

リース資産 2,078 2,078

減価償却累計額 △152 △262

リース資産（純額） 1,925 1,815

建設仮勘定 － 14

有形固定資産合計 9,842 9,589

無形固定資産

ソフトウエア 377 267

ソフトウエア仮勘定 16 －

電話加入権 37 37

その他 2 2

無形固定資産合計 433 306
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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)

投資その他の資産

投資有価証券 ※2 4,137 ※2 4,101

関係会社株式 85 94

出資金 15 15

関係会社出資金 34 34

長期貸付金 1 24

従業員に対する長期貸付金 22 20

破産更生債権等 79 35

長期前払費用 12 8

敷金及び保証金 251 253

長期預金 3,400 2,400

その他 39 38

貸倒引当金 △35 △18

投資その他の資産合計 8,044 7,009

固定資産合計 18,320 16,905

資産合計 61,223 64,964

負債の部

流動負債

支払手形 669 831

買掛金 ※2 6,037 ※2 6,912

リース債務 85 88

未払金 ※1 166 ※1 229

未払費用 58 88

未払法人税等 563 1,255

未払消費税等 39 123

前受金 4 4

預り金 30 31

前受収益 2 2

賞与引当金 326 479

流動負債合計 7,986 10,047

固定負債

リース債務 2,020 1,931

繰延税金負債 96 215

退職給付引当金 206 292

その他 416 427

固定負債合計 2,738 2,866

負債合計 10,724 12,914
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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)

純資産の部

株主資本

資本金 5,368 5,368

資本剰余金

資本準備金 6,283 6,283

その他資本剰余金 1,000 1,000

資本剰余金合計 7,283 7,283

利益剰余金

利益準備金 587 587

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金 171 163

別途積立金 32,000 32,000

繰越利益剰余金 4,790 6,430

利益剰余金合計 37,548 39,180

自己株式 △560 △560

株主資本合計 49,639 51,271

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 859 778

繰延ヘッジ損益 0 0

評価・換算差額等合計 859 778

純資産合計 50,498 52,050

負債純資産合計 61,223 64,964
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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 58,639 79,606

売上原価

商品期首たな卸高 3,025 3,179

当期商品仕入高 50,355 69,056

合計 53,381 72,235

商品期末たな卸高 3,179 4,082

売上原価合計 50,201 68,152

売上総利益 8,437 11,453

販売費及び一般管理費 ※1 7,153 ※1 8,002

営業利益 1,283 3,451

営業外収益

受取利息 81 47

有価証券利息 － 0

受取配当金 54 54

仕入割引 223 323

雑収入 44 40

営業外収益合計 403 467

営業外費用

支払利息 84 81

売上割引 167 230

雑損失 4 6

営業外費用合計 256 319

経常利益 1,430 3,598

特別利益

投資有価証券売却益 53 3

その他 1 －

特別利益合計 54 3

特別損失

固定資産処分損 ※2 0 ※2 53

固定資産売却損 ※3 0 －

投資有価証券評価損 361 16

その他 1 1

特別損失合計 363 71

税引前当期純利益 1,122 3,531

法人税、住民税及び事業税 661 1,547

法人税等調整額 △95 △42

法人税等合計 565 1,504

当期純利益 556 2,026
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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 5,368 5,368

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,368 5,368

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 6,283 6,283

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,283 6,283

その他資本剰余金

前期末残高 1,000 1,000

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,000 1,000

資本剰余金合計

前期末残高 7,283 7,283

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 7,283 7,283

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 587 587

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 587 587

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金

前期末残高 171 171

当期変動額

固定資産圧縮積立金の取崩 △0 △7

当期変動額合計 △0 △7

当期末残高 171 163

別途積立金

前期末残高 31,000 32,000

当期変動額

別途積立金の積立 1,000 －

当期変動額合計 1,000 －

当期末残高 32,000 32,000
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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)

繰越利益剰余金

前期末残高 5,862 4,790

当期変動額

固定資産圧縮積立金の取崩 0 7

別途積立金の積立 △1,000 －

剰余金の配当 △629 △393

当期純利益 556 2,026

当期変動額合計 △1,072 1,640

当期末残高 4,790 6,430

利益剰余金合計

前期末残高 37,621 37,548

当期変動額

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △629 △393

当期純利益 556 2,026

当期変動額合計 △72 1,632

当期末残高 37,548 39,180

自己株式

前期末残高 △556 △560

当期変動額

自己株式の取得 △4 △0

当期変動額合計 △4 △0

当期末残高 △560 △560

株主資本合計

前期末残高 49,716 49,639

当期変動額

剰余金の配当 △629 △393

当期純利益 556 2,026

自己株式の取得 △4 △0

当期変動額合計 △77 1,632

当期末残高 49,639 51,271
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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 86 859

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

773 △81

当期変動額合計 773 △81

当期末残高 859 778

繰延ヘッジ損益

前期末残高 0 0

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 0 0

評価・換算差額等合計

前期末残高 86 859

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

772 △81

当期変動額合計 772 △81

当期末残高 859 778

純資産合計

前期末残高 49,803 50,498

当期変動額

剰余金の配当 △629 △393

当期純利益 556 2,026

自己株式の取得 △4 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 772 △81

当期変動額合計 695 1,551

当期末残高 50,498 52,050
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（４）キャッシュ・フロー計算書

(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)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 1,122 3,531

減価償却費 626 563

投資有価証券評価損益（△は益） 361 16

投資有価証券売却損益（△は益） △53 △3

貸倒引当金の増減額（△は減少） 16 △11

賞与引当金の増減額（△は減少） △89 153

退職給付引当金の増減額（△は減少） 18 86

前払年金費用の増減額（△は増加） 164 －

受取利息及び受取配当金 △136 △102

支払利息 84 81

有形固定資産売却損益（△は益） △1 －

有形固定資産処分損益（△は益） 0 45

売上債権の増減額（△は増加） △761 △3,774

たな卸資産の増減額（△は増加） △150 △902

その他の資産の増減額（△は増加） 53 47

仕入債務の増減額（△は減少） 2,213 1,002

未払消費税等の増減額（△は減少） 39 83

その他の負債の増減額（△は減少） △71 86

その他 △0 0

小計 3,436 904

利息及び配当金の受取額 138 107

利息の支払額 △84 △81

法人税等の支払額 △217 △865

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,272 63

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 △1,045 △537

定期預金の払戻による収入 538 516

有形固定資産の取得による支出 △2 △244

有形固定資産の売却による収入 3 －

投資有価証券の取得による支出 △44 △53

投資有価証券の売却及び償還による収入 181 107

関係会社株式の取得による支出 － △9

貸付けによる支出 △8 △29

貸付金の回収による収入 4 8

その他の支出 △20 △8

その他の収入 22 26

投資活動によるキャッシュ・フロー △371 △223
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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)

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △4 △0

リース債務の返済による支出 △82 △85

配当金の支払額 △629 △394

財務活動によるキャッシュ・フロー △716 △479

現金及び現金同等物に係る換算差額 1 1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,186 △638

現金及び現金同等物の期首残高 21,152 23,339

現金及び現金同等物の期末残高 ※ 23,339 ※ 22,700
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該当事項はありません。 

(5) 継続企業の前提に関する注記
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(6) 重要な会計方針

項目
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 有価証券の評価基準及び

評価方法

(1) 満期保有目的の債券

    ……償却原価法(定額法)

(1) 満期保有目的の債券

同左

(2) 子会社株式及び関連会社株式

    ……移動平均法による原価法

(2) 子会社株式及び関連会社株式

同左

(3) その他有価証券

   時価のあるもの

    ……決算日の市場価格等に基

づく時価法(評価差額は

全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動

平均法により算定) 

なお、組込デリバティブ

を区分して測定すること

ができない複合金融商品

は、複合金融商品全体を

時価評価し、評価差額を

当事業年度の損益に計上

しております。

(3) その他有価証券

   時価のあるもの

同左

   時価のないもの

    ……移動平均法による原価法

   時価のないもの

同左

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1) 商品 ……移動平均法による原価

法(貸借対照表価額は

収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法によ

り算定)、一部商品に

ついては個別法による

原価法

(1) 商品

同左

(2) 貯蔵品…… 終仕入原価法 (2) 貯蔵品 

同左
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項目
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)

３ 固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

  ……定率法によっております。

    ただし、平成10年４月１日以

降取得した建物(建物附属設

備は除く)については、定額

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。

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

同左

(2) 無形固定資産

  ……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、それ以外の無形固定資産

については、定額法によって

おり、耐用年数については、

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。

(2) 無形固定資産

同左

(3) 長期前払費用

  ……定額法によっております。

    なお、償却期間については、

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。

(3) 長期前払費用

同左

(4) 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に

よっております。なお、所有

権移転外ファイナンス・リー

ス取引のうち、リース取引開

始日が平成20年３月31日以前

のリース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によっており

ます。

(4) リース資産

同左
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項目
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)

４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

  売上債権、貸付金等の貸倒損失に

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

  従業員に対して支給する賞与の支

出に備えるため、支給見込額に基

づき計上しております。

(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、

当事業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、当事業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。

  数理計算上の差異については、そ

の発生時の従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数(５年)によ

る按分額を翌期より費用処理する

こととしております。

  （会計方針の変更）

  当事業年度より、「「退職給付に

係る会計基準」の一部改正（その

３）」（企業会計基準第19号 平

成20年７月31日）を適用しており

ます。

   これによる損益に与える影響は

ありません。

(3) 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づ

き、当事業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。

  数理計算上の差異については、そ

の発生時の従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数(５年)によ

る按分額を翌期より費用処理する

こととしております。

  

  

  

   

５ キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

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。

同左

６ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理

 税抜き方式を採用しております。

消費税等の会計処理

同左
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(7) 重要な会計方針の変更

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)

──────  (資産除去債務に関する会計基準の適用)

当事業年度より、「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。 
 これによる損益に与える影響はありません。
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(8) 財務諸表に関する注記事項

(貸借対照表関係)

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)

※１ 関係会社に係る注記

   区分掲記されたもの以外で、各科目に含まれてお

ります関係会社に対するものは次のとおりであり

ます。

売掛金 9百万円

未払金 2百万円

※１ 関係会社に係る注記

   区分掲記されたもの以外で、各科目に含まれてお

ります関係会社に対するものは次のとおりであり

ます。

売掛金 92百万円

未払金 2百万円

※２ 資産のうち投資有価証券576百万円は営業取引(商

品仕入代金等853百万円)の担保に供しておりま

す。

※２ 資産のうち投資有価証券615百万円は営業取引(商

品仕入代金等907百万円)の担保に供しておりま

す。

 
 ３ 受取手形裏書譲渡高 4,870百万円

 
 ３ 受取手形裏書譲渡高 5,624百万円

※４ 過年度に取得した資産のうち、国庫補助金による

圧縮記帳額は、建物９百万円であり、貸借対照表

計上額は、この圧縮記帳額を控除しております。

※４          同左

㈱日伝（9902）　平成23年３月期　決算短信（非連結）

23



  

(損益計算書関係)

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 販売費に属する費用のおおよその割合は73％であ

り、一般管理費に属する費用のおおよその割合は

27％であります。主要な費目及び金額は次のとお

りであります。

荷造運搬費 250百万円

従業員給与 3,092百万円

賞与引当金繰入額 326百万円

退職給付費用 487百万円

福利厚生費 459百万円

減価償却費 626百万円

賃借料 493百万円

貸倒引当金繰入額 16百万円

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は72％であ

り、一般管理費に属する費用のおおよその割合は

28％であります。主要な費目及び金額は次のとお

りであります。

荷造運搬費 310百万円

従業員給与 3,529百万円

賞与引当金繰入額 479百万円

退職給付費用 406百万円

福利厚生費 548百万円

減価償却費 563百万円

賃借料 487百万円

貸倒引当金繰入額 18百万円

 

※２ 固定資産処分損の内容は次のとおりであります。

建物 0百万円

工具、器具及び備品 0百万円

計 0百万円

※２ 固定資産処分損の内容は次のとおりであります。

建物

構築物

51百万円

0百万円

工具、器具及び備品 1百万円

計 53百万円

※３ 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

工具、器具及び備品 0百万円

――――――

㈱日伝（9902）　平成23年３月期　決算短信（非連結）

24



  

 
(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加1,600株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

  

該当事項はありません。 

  

(1) 配当金支払額 

  

 
  

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

  

 
  

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度（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

前事業年度末株式数
（株）

当事業年度増加
株式数（株）

当事業年度減少
株式数（株）

当事業年度末株式数
（株）

発行済株式

  普通株式 15,943,000 ─ ─ 15,943,000

合計 15,943,000 ─ ─ 15,943,000

自己株式

  普通株式 (注) 204,070 1,600 ─ 205,670

合計 204,070 1,600 ─ 205,670

２ 新株予約権等に関する事項

３ 配当に関する事項

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23日 
定時株主総会

普通株式 629 40.00 平成21年３月31日 平成21年６月24日

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18日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 393 25.00 平成22年３月31日 平成22年６月21日
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(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加70株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

  

該当事項はありません。 

  

(1) 配当金支払額 

  

 
  

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

  

当事業年度（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

前事業年度末株式数
（株）

当事業年度増加
株式数（株）

当事業年度減少
株式数（株）

当事業年度末株式数
（株）

発行済株式

  普通株式 15,943,000 ─ ─ 15,943,000

合計 15,943,000 ─ ─ 15,943,000

自己株式

  普通株式 (注) 205,670 70 ─ 205,740

合計 205,670 70 ─ 205,740

２ 新株予約権等に関する事項

３ 配当に関する事項

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18日 
定時株主総会

普通株式 393 25.00 平成22年３月31日 平成22年６月21日

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24日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 550 35.00 平成23年３月31日 平成23年６月27日
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(キャッシュ・フロー計算書関係)

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)

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 23,586百万円

預入期間３ヶ月超の定期預金 △247百万円

現金及び現金同等物 23,339百万円

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 23,970百万円

預入期間３ヶ月超の定期預金 △1,269百万円

現金及び現金同等物 22,700百万円
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(リース取引関係)

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)

 

 

 

所有権移転外ファイナンス・リース取引

 ① リース資産の内容

  ・有形固定資産
   主として中部物流センターの建物であります。
 ② リース資産の減価償却の方法

   重要な会計方針「３．固定資産の減価償却の方

法」の記載のとおりであります。

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が、平成20年３月31日以前のリー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じ

た会計処理によっており、その内容は以下のとおりであ

ります。

 ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

工具、器具
及び備品

百万円

取得価額 
相当額

30

減価償却 
累計額相当額

16

減損損失 
累計額相当額

─

期末残高 
相当額

14

   なお、取得価額相当額は、固定資産の期末残高等

に占める未経過リース料期末残高の割合が低いた

め、支払利子込み法により算定しております。

 ② 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減

損勘定期末残高

   未経過リース料期末残高相当額

１年以内 6百万円

１年超 8百万円

計 14百万円

   リース資産減損勘定期末残高    ─百万円

   なお、未経過リース料期末残高相当額は、固定資

産の期末残高等に占める未経過リース料期末残高

の割合が低いため、支払利子込み法により算定し

ております。

 ③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額及び減損損失

支払リース料 10百万円

リース資産減損勘定の取崩額 ─百万円

減価償却費相当額 10百万円

減損損失 ─百万円

 ④ 減価償却費相当額の算定方法

   リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。

 

 

 

所有権移転外ファイナンス・リース取引

 ① リース資産の内容

 ・有形固定資産
同左

② リース資産の減価償却の方法

同左 

 

同左 

  

 

  

 

 ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

工具、器具
及び備品

百万円

取得価額
相当額

30

減価償却
累計額相当額

22

減損損失
累計額相当額

─

期末残高
相当額

8

同左 

  

 

 ② 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減

損勘定期末残高

   未経過リース料期末残高相当額

１年以内 5百万円

１年超 3百万円

計 8百万円

   リース資産減損勘定期末残高    ─百万円

同左 

  

 

 

 ③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額及び減損損失

支払リース料 6百万円

リース資産減損勘定の取崩額 ─百万円

減価償却費相当額 6百万円

減損損失 ─百万円

 ④ 減価償却費相当額の算定方法

同左 
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子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額 子会社株式80百万円、関連会社株式５百万円）

は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

  

  

 
(注) 非上場株式（貸借対照表計上額 47百万円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難

と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。 

  

  

(有価証券関係)

前事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)

１ 満期保有目的の債券

種類
貸借対照表計上額

(百万円)
時価

(百万円)
差額 

(百万円)

時価が貸借対照表計上額
を超えるもの

(1) 国債・地方債等 99 100 0

(2) 社債 ─ ─ ─

小計 99 100 0

時価が貸借対照表計上額
を超えないもの

(1) 国債・地方債等 ─ ─ ─

(2) 社債 700 583 △116

小計 700 583 △116

合計 799 683 △116

２ 子会社株式及び関連会社株式

３ その他有価証券

種類
貸借対照表計上額

(百万円)
取得原価
(百万円)

差額 
(百万円)

貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの

(1) 株式 2,500 1,296 1,204

(2) 債券 ─ ─ ─

(3) その他 331 280 50

小計 2,832 1,577 1,255

貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの

(1) 株式 516 577 △60

(2) 債券 ─ ─ ─

(3) その他 41 43 △2

小計 558 621 △63

合計 3,390 2,198 1,192
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当事業年度において、その他有価証券で時価のある株式について361百万円減損処理を行っておりま

す。 

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ30％以上下落した場合には、「著

しく下落」したと判断し、全て減損処理を行うこととしております。 

  

４ 当事業年度中に売却したその他有価証券

種類 売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

(1) 株式 7 0 ─

(2) 債券 ─ ─ ─

(3) その他 173 53 ─

合計 181 53 ─

５ 減損処理を行った有価証券
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子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額 子会社株式89百万円、関連会社株式５百万円）

は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

  

  

 
(注) 非上場株式（貸借対照表計上額 47百万円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難

と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。 

  

当事業年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日)

１ 満期保有目的の債券

種類
貸借対照表計上額

(百万円)
時価

(百万円)
差額 

(百万円)

時価が貸借対照表計上額
を超えるもの

(1) 国債・地方債等 ― ― ―

(2) 社債 ─ ─ ─

小計 ― ― ―

時価が貸借対照表計上額
を超えないもの

(1) 国債・地方債等 ─ ─ ─

(2) 社債 700 523 △176

小計 700 523 △176

合計 700 523 △176

２ 子会社株式及び関連会社株式

３ その他有価証券

種類
貸借対照表計上額

(百万円)
取得原価
(百万円)

差額 
(百万円)

貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの

(1) 株式 2,460 1,214 1,245

(2) 債券 ─ ─ ─

(3) その他 298 257 40

小計 2,759 1,472 1,286

貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの

(1) 株式 557
692

△134

(2) 債券 ─ ─ ─

(3) その他 37 40 △2

小計 595 732 △136

合計 3,354 2,204 1,149
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当事業年度において、その他有価証券で時価のある株式について16百万円減損処理を行っておりま

す。 

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ30％以上下落した場合には、「著

しく下落」したと判断し、全て減損処理を行うこととしております。 

４ 当事業年度中に売却したその他有価証券

種類 売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

(1) 株式 7 3 ─

(2) 債券 ─ ─ ─

(3) その他 ― ― ─

合計 7 3 ─

５ 減損処理を行った有価証券
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(退職給付関係)

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 採用している退職給付制度の概要

   当社は、確定給付型の制度として、規約型確定給

付企業年金制度、退職一時金制度及び総合設立型厚

生年金基金制度を設けております。また、従業員の

退職等に際して割増退職金を支払う場合がありま

す。

   なお、退職一時金制度については、早期優遇退職

者(勤続15年以上かつ満50歳以上)を受給対象者とし

ております。

   当社は、平成21年４月１日より適格退職年金制度

から、確定給付企業年金法に基づく規約型確定給付

企業年金制度に移行しております。

１ 採用している退職給付制度の概要

   当社は、確定給付型の制度として、規約型確定給

付企業年金制度、退職一時金制度及び総合設立型厚

生年金基金制度を設けております。また、従業員の

退職等に際して割増退職金を支払う場合がありま

す。

   なお、退職一時金制度については、早期優遇退職

者(勤続15年以上かつ満50歳以上)を受給対象者とし

ております。

  

 

２ 退職給付債務等の内容

  Ⅰ 退職給付債務に関する事項

(平成22年３月31日現在)

① 退職給付債務 △2,653百万円

② 年金資産 2,098百万円

③ 未積立退職給付債務 △555百万円

④ 未認識数理計算上の差異 349百万円

⑤ 退職給付引当金 △206百万円
 

２ 退職給付債務等の内容

  Ⅰ 退職給付債務に関する事項

(平成23年３月31日現在)

① 退職給付債務 △2,789百万円

② 年金資産 2,005百万円

③ 未積立退職給付債務 △784百万円

④ 未認識数理計算上の差異 491百万円

⑤ 退職給付引当金 △292百万円

 

  Ⅱ 退職給付費用に関する事項

① 勤務費用 332百万円

② 利息費用 52百万円

③ 期待運用収益 △34百万円

④ 数理計算上の差異の
  費用処理額

136百万円

⑤ 退職給付費用 487百万円
 

  Ⅱ 退職給付費用に関する事項

① 勤務費用 338百万円

② 利息費用 53百万円

③ 期待運用収益 △41百万円

④ 数理計算上の差異の
 費用処理額

57百万円

⑤ 退職給付費用 406百万円

 

  Ⅲ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

① 退職給付見込額の
  期間配分方法

期間定額基準

② 割引率 2.0％

③ 期待運用収益率 2.0％

④ 数理計算上の差異の処理年数 ５年

(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数による按分額を、翌期より費用処

理することとしております。)

 

  Ⅲ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

① 退職給付見込額の
 期間配分方法

期間定額基準

② 割引率 2.0％

③ 期待運用収益率 2.0％

④ 数理計算上の差異の処理年数 ５年

(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数による按分額を、翌期より費用処

理することとしております。)
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前事業年度(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。 

  

当事業年度(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。 

  

  

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)

 

 (2) 総合設立型厚生年金基金

要拠出額を退職給付費用として処理している複数

事業主制度に関する事項

  Ⅰ 制度全体の積立状況に関する事項

(平成21年３月31日現在)

① 年金資産の額 20,426百万円

② 年金財政計算上の給付 

債務の額
31,069百万円

③ 差引額 △10,643百万円

  Ⅱ 制度全体に占める当社の掛金拠出割合 13.8％

  Ⅲ 補足説明

・上記Ⅰの差引額の要因は、年金財政計算上の

 過去勤務債務残高 3,364百万円

 別途積立金 ─百万円

であります。

・本制度における過去勤務債務の償却方法は償

却期間８年６か月(平成20年４月から)の定率

方式償却であります。

 

 (2) 総合設立型厚生年金基金

要拠出額を退職給付費用として処理している複数

事業主制度に関する事項

  Ⅰ 制度全体の積立状況に関する事項

(平成22年３月31日現在)

① 年金資産の額 22,971百万円

② 年金財政計算上の給付 

債務の額
28,128百万円

③ 差引額 △5,157百万円

  Ⅱ 制度全体に占める当社の掛金拠出割合 13.7％

  Ⅲ 補足説明

・上記Ⅰの差引額の要因は、年金財政計算上の

 過去勤務債務残高 2,763百万円

 別途積立金 ─百万円

であります。

・本制度における過去勤務債務の償却方法は償

却期間６年６か月(平成22年４月から)の元利

均等方式償却であります。

(ストック・オプション等関係)
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前事業年度(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。 

  

当事業年度(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。 

(税効果会計関係)

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)

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産

未払事業税 46百万円

未払事業所税 6百万円

未払社会保険料 17百万円

賞与引当金 132百万円

退職給付引当金 83百万円

投資有価証券評価損 351百万円

その他 88百万円

繰延税金資産小計 727百万円

評価性引当額 △164百万円

繰延税金資産合計 562百万円

繰延税金負債

有価証券評価差額 △332百万円

固定資産圧縮積立金 △116百万円

繰延税金負債合計 △449百万円

繰延税金資産(負債)の純額 113百万円

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産

未払事業税 97百万円

未払事業所税 6百万円

未払社会保険料 27百万円

賞与引当金 194百万円

退職給付引当金 118百万円

投資有価証券評価損 229百万円

その他 78百万円

繰延税金資産小計 753百万円

評価性引当額 △153百万円

繰延税金資産合計 599百万円

繰延税金負債

有価証券評価差額 △371百万円

固定資産圧縮積立金 △111百万円

繰延税金負債合計 △483百万円

繰延税金資産(負債)の純額 116百万円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.6％

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない 
項目

2.2％

受取配当金等永久に益金に算入 
されない項目

△1.0％

住民税均等割等 4.6％

評価性引当額 2.9％

その他 1.0％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 50.4％

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.6％

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない 
項目

1.1％

受取配当金等永久に益金に算入 
されない項目

△0.3％

住民税均等割等 1.4％

評価性引当額 △0.1％

その他 △0.1％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 42.6％

(企業結合等関係)
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当社の事業は、動力伝導機器、産業機器、制御機器等の機械設備及び機械器具関連商品の販売の単一

事業であります。従いまして、開示対象となるセグメントがないため記載を省略しております。 

  

当事業年度より「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。 

  

前事業年度(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。 

  

当事業年度(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。 

  

前事業年度(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。 

  

当事業年度(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。 

  

(セグメント情報等)

(セグメント情報)

(追加情報)

(持分法投資損益等)

(関連当事者情報)
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(注) １ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式がないため、記載しておりません。 

２ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであります。 

  

 
  

３ １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、次のとおりであります。 

  

 
  

該当事項はありません。 

  

金融商品、デリバティブ取引関係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ます。 

(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株当たり純資産額 3,208.85円 １株当たり純資産額 3,307.44円

１株当たり当期純利益 35.37円 １株当たり当期純利益 128.75円

項目
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)

貸借対照表の純資産の部の合計額(百万円) 50,498 52,050

普通株式に係る純資産額(百万円) 50,498 52,050

差額の主な内訳(百万円) ─ ─

普通株式の発行済株式数(千株) 15,943 15,943

普通株式の自己株式数(千株) 205 205

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)

15,737 15,737

項目
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)

当期純利益(百万円) 556 2,026

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) 556 2,026

普通株式の期中平均株式数(千株) 15,738 15,737

(重要な後発事象)

(開示の省略)
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役員の異動については、別途開示いたします。  

  

 
(注) １ （ ）内は輸出高及び輸出比率であり、内数であります。 

２ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

 
(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

５．その他

(1) 役員の異動

(2) その他

(生産、受注及び販売の状況)

① 販売実績

期別 前事業年度 当事業年度

比較増減（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）

区分 金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円）

動力伝導機器 26,746 45.6 36,393 45.7 9,646

産 業 機 器 12,503 21.3 15,645 19.7 3,141

制 御 機 器 19,389 33.1 27,568 34.6 8,178

合        計 58,639 100.0 79,606 100.0 20,966

(654) (1.1) (1,066) (1.3) (411)

② 仕入実績

期別 前事業年度 当事業年度

比較増減（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）

区分 金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円）

動力伝導機器 22,307 44.3 31,043 45.0 8,736

産 業 機 器 10,945 21.7 13,610 19.7 2,664

制 御 機 器 17,102 34.0 24,402 35.3 7,299

合        計 50,355 100.0 69,056 100.0 18,700
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