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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 9,914 △11.7 134 5.8 95 △76.8 186 141.1
22年3月期 11,226 △27.6 126 △80.6 413 △22.1 77 △72.3

（注）包括利益 23年3月期 131百万円 （△61.7％） 22年3月期 343百万円 （―％）

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 10.64 ― 0.9 0.4 1.4
22年3月期 4.40 ― 0.4 1.6 1.1

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  137百万円 22年3月期  4百万円

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 25,027 21,503 85.8 1,225.03
22年3月期 25,576 21,498 84.0 1,224.64

（参考） 自己資本   23年3月期  21,476百万円 22年3月期  21,472百万円

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 1,954 30 △162 10,797
22年3月期 3,053 △167 △238 9,015

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

22年3月期 ― 0.00 ― 7.00 7.00 122 159.1 0.6
23年3月期 ― 0.00 ― 7.00 7.00 122 65.8 0.6

24年3月期(予想) ― 0.00 ― 8.00 8.00 66.8

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 5,300 9.1 120 6.9 70 △38.6 40 △9.0 2.28
通期 12,700 28.1 450 235.8 350 264.8 210 12.6 11.98



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]P.14「３．連結財務諸表（６）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」をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う変更  ： 有

② ①以外の変更  ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期 17,657,000 株 22年3月期 17,657,000 株

② 期末自己株式数 23年3月期 125,670 株 22年3月期 123,476 株

③ 期中平均株式数 23年3月期 17,532,464 株 22年3月期 17,573,939 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 9,479 △12.7 38 △49.6 112 △65.7 268 395.0
22年3月期 10,862 △27.6 76 △84.6 327 △32.8 54 △79.1

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 15.29 ―

22年3月期 3.08 ―

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 24,436 21,161 86.6 1,207.04
22年3月期 24,875 21,068 84.7 1,201.59

（参考） 自己資本 23年3月期  21,161百万円 22年3月期  21,068百万円

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、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 
 上記の予想につきましては、現時点において合理的と判断するデータに基づいて作成しており、様々な不確定要素が内在しているため、実際の業績は予想数
値と異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定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]P.2「１．経営成績（１）経営
成績に関する分析」をご覧下さい。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 5,200 12.7 100 78.4 80 △28.1 60 △25.2 3.42
通期 12,400 30.8 400 939.4 320 185.1 200 △25.4 11.41
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（１）経営成績に関する分析 

① 当連結会計年度の概要 

 この度の東日本大震災により被災されました方々には衷心より謹んでお見舞い申しあげますとともに、被災地の

１日も早い復旧・復興を心からお祈り申しあげます。当社グループにおける震災の影響につきましては、幸いにも

人的被害はなかったものの、連結子会社の㈱笹倉サービスセンター東北営業所（宮城県石巻市）が被災し、建物、

設備の損傷と電気・ガス・水道のライフラインの寸断により、現在営業再開に向けた復旧作業を継続中でありま

す。 

 さて、当連結会計年度（以下、当期という）における我が国経済は、景気不透明感の中で、好調な新興国の外需

や高機能携帯端末の需要増に支えられ、一進一退ながらも景況感の改善の兆しがあるものの、円高、デフレ基調の

継続、失業率の高止まりなどを背景に回復スピードは緩慢なものでした。そのような中、本年３月に発生した東日

本大震災により東北および関東地方が甚大な被害を受け、放射性物質の漏洩や計画停電の実施による混乱なども重

なり、我が国の経済活動への深刻な影響が懸念されています。 

 このような経済情勢の中、当社グループは引き続き顧客満足度の向上を目指し、環境負荷低減技術の向上と顧客

への提案型営業による主力製品の拡販を国内外で展開してまいりました。その結果、既設海水淡水化プラントのリ

ハビリ工事を受注でき、加えて、半導体・液晶関連業界における設備投資がようやく回復基調になったことから、

当期の受注高は124億87百万円（前期比46.4％増）と増加しました。しかしながら、売上高については、前期の受注

低迷が影響し99億14百万円（同11.7％減）に減少し、当期末受注残高は97億98百万円（同35.1％増）となりまし

た。 

 損益面につきましては、海外調達による原材料コストの低減や人件費・諸経費の削減に努力した結果、営業利益

は１億34百万円（同5.8％増）、経常利益は円高進行に伴う為替差損の影響で95百万円（同76.8％減）となりまし

た。東日本大震災による上記連結子会社の損失額として15百万円を特別損失に計上しましたが、繰延税金資産の計

上により当期純利益は１億86百万円（同141.1.％増）となりました。 

② 当期の事業別概要 

 船舶用機器事業は、韓国・中国の造船所を中心に新造船受注が増加したものの、円高により、価格競争が一層激

しくなり、当期の受注高は23億31百万円（同1.6％減）、売上高は30億86百万円（同10.7％減）となりました。営業

利益は、前期に計上した工事補償等引当金の計上が当期にはなかったことから、３億96百万円（同47.4%増）とな

り、当期末の受注残高は22億96百万円（同25.4％減）となりました。 

 陸上用機器事業は、石油精製業界の「エネルギー供給構造高度化法」の新基準に沿った設備縮小化により設備投

資が進まず、当期の受注高は15億61百万円（同13.9％減）、売上高は17億65百万円（同37.5％減）、営業利益は14

百万円（同92.9%減）となり、当期末の受注残高は14億17百万円（同12.6％減）となりました。 

 水処理装置事業は、サウジアラビアにおける既設海水淡水化プラントのリハビリ工事の受注と半導体・液晶業

界、とりわけ電池ならびに高機能携帯端末向け部品関連分野の設備投資の回復から蒸発濃縮装置の受注が増加に転

じたことにより、当期の受注高は70億７百万円（同166.0％増）に増加しましたが、海水淡水化プラントの受注の長

期低迷の影響から、売上高は35億24百万円（同3.7％増）と伸び悩み、前期に続き１億37百万円の営業損失（前期は

76百万円の営業損失）となりました。当期末の受注残高は46億25百万円（前期比304.8％増）となりました。 

 消音冷熱装置事業は、官公需・民需向けともに国内設備投資の改善が芳しくなかったことから、当期の受注高は

15億70百万円（同6.9％減）となりました。売上高は15億19百万円（同0.2％減）となり、当事業も前期に続き１億

52百万円の営業損失（前期は２億91百万円の営業損失）となりました。当期末の受注残高は14億59百万円（前期比

3.6％増）となりました。 

③ 次期の見通し 

 今後の我が国経済は、国内経済における長期的なデフレ傾向や円高の継続、中東・北アフリカ諸国の政情不安に

よる原油・資源価格の高騰などに加え、この度の未曽有の国難ともいうべき東日本大震災による被害と福島原子力

発電所の事故に伴う影響等が長期化・深刻化することにより、生産活動の停滞が見込まれるほか、消費マインドの

低下から自粛ムードが広がるなど国内景気の下振れリスクも懸念され、当面は厳しい経営環境が続くものと思われ

ます。 

 当社グループにおきましては、グローバルな市場において一層の顧客満足度の向上を図り、お客様に信頼され、

指名される企業を目指しており、2009年度にスタートした中期経営計画「ＧＳ－２０１１」の諸施策の完遂を通し

て、さらなる企業体質の強化と業績の向上に努めてまいる所存であります。 

 当社グループの平成24年３月期の連結業績見通しは、水処理装置事業の当期の受注が比較的好調だったため、売

上高127億円、営業利益４億50百万円、経常利益３億50百万円、当期純利益２億10百万円を見込んでおります。 

１．経営成績
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（２）財政状態に関する分析 

① 資産、負債、純資産の状況 

 資産は前連結会計年度末と比べて５億48百万円減少しましたが、その主な内訳は、現金及び預金が17億82百万円

増加したものの、受取手形及び売掛金が13億４百万円減少したこと、有価証券が２億52百万円減少したこと、仕掛

品が２億48百万円減少したこと並びに投資有価証券が１億51百万円減少したことによるものです。 

 負債は前連結会計年度末と比べて５億53百万円減少しましたが、その主な内訳は、支払手形及び買掛金が１億45

百万円減少したこと並びに退職給付引当金が３億39百万円減少したことによるものです。 

 純資産は前連結会計年度末と比べて５百万円増加しましたが、その主な内訳は、その他有価証券評価差額金が51

百万円減少したこと並びに為替換算調整勘定が７百万円減少したものの、利益剰余金が63百万円増加したことによ

るものです。 

② キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度における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17億82百万円

増加し、当連結会計年度末には107億97百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 退職給付引当金の減少等がありましたが、売上債権の減少やたな卸資産の減少等により、資金は19億54百万円の

増加（前年同期は30億53百万円の増加）となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 定期預金の預け入れや投資有価証券の取得等による減少がありましたが、定期預金の払い戻しによる収入や有価

証券の売却及び償還等の増加により、資金は30百万円の増加（前年同期は１億67百万円の減少）となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 配当金の支払等により、資金は１億62百万円の減少（前年同期は２億38百万円の減少）となりました。 

③ 当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンド 

(注) 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／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

※ いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

※ 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

※ キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。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。 

※ 平成19年３月期については、営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスであるため、キャッシュ・フロ

ー対有利子負債比率およびインタレスト・カバレッジ・レシオの記載を省略しております。 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社グループの配当政策の基本的な考え方は、企業体質強化のため将来の研究開発投資、設備投資に備えて内部

留保に努めながら、株主への配当は安定配当を目指す方針であります。配当金額は業績、配当性向、事業環境等を

総合的に勘案して決定いたします。 

 当期の配当金予想につきましては、上記方針に基づいて１株当たり普通配当７円といたします。また、次期の配

当金予想につきましては１株当たり８円と考えております。 

  
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（％）  74.3  79.1  80.9  84.0  85.8

時価ベースの自己資本比率（％）  78.7  58.2  47.9  41.5  28.5

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年）  －  0.0  0.0  0.0  0.0

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  －  903.6  1,917.2  4,281.1  2,799.6
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（４）事業等のリスク 

① 海外向け海水淡水化プラント工事に係るもの 

 海外向け海水淡水化プラント工事は、一工事の請負金額が大きいうえ、完成までに長期間を要します。このた

め、工事工程管理には万全を期しておりますものの、工事遅延が売上高や利益に影響を与える可能性があります。

また、各国における予期しない法規制、政治情勢の変化、テロや紛争等のリスクも考えられます。当社グループと

しましては、危機管理体制を敷いて情報の早期収集と出張者の安全確保に努めておりますが、これらの事象が発生

した場合は経営成績および財政状態等に影響を与える可能性があります。 

② 為替相場に係るもの 

 海外向け海水淡水化プラント工事は現地通貨建てが、また海外向け船舶用機器の販売は米国ドル建てがそれぞれ

主流であり、為替変動の影響を受けるため、外貨建ての海外調達を増やすことによりリスクヘッジを心がけていま

す。また、為替変動を受ける部分は為替予約等によりリスクヘッジを行っておりますが、為替予約を行わない部分

については為替の変動による影響を受ける可能性があります。 

③ 金属材料の価格及び需給関係に係るもの 

 旺盛な海外需要を背景とした銅・チタン・アルミ等の金属材料価格の変動により、受注活動、採算性等に影響を

与えるおそれがあります。原材料価格変動分については製品価格に反映するよう努めておりますが、既受注品につ

いては価格転嫁が難しく、今後原材料価格の変動によっては当社グループの業績に影響を与えるおそれがありま

す。また、原材料価格の変動に加え、今後の需給環境によっては、受注活動、納期管理、採算性等に影響を与える

おそれがあります。 

④ 内部統制に係るもの 

 コーポレートガバナンス、コンプライアンスおよびリスク管理を経営上の重要な課題と位置付けており、内部統

制システムの基本方針に沿って、同システムの継続的な充実・強化を図っております。業務運営においては役員・

社員の不正および不法行為の防止に万全を期しておりますが、万一かかる不正および不法行為が発生した場合は、

経営成績および財政状態等に影響を与える可能性があります。 
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（１）会社の経営の基本方針 

 当社グループは、「水を造り、熱を活かし、音を究め、よりよい環境をつくるササクラ」を経営理念として、社

会に貢献する事業展開をいたしております。加えて、「顧客満足度の向上」をグループ共通の経営方針に掲げ、こ

れまで培ってきた独自の技術、経験、ノウハウを活かし、お客様の問題をお客様と共に解決策を見出し、解決に結

びつく製品やサービスを提供することにより、国内外のお客様から信頼され、指名される企業グループを目指し、

当社グループの発展に努めております。 

（２）中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題  

 当社グループを取り巻く事業環境は、東日本大震災や福島原子力発電所の事故に伴う影響もあり、国内外ともに

本格的な景気回復にはまだ暫く時間を要すると思われ、設備投資再開に向けた動きが出るまでは依然として厳しい

状況下にあります。 

 当社グループとしましては、経営効率を上げながら、2009年度にスタートさせた中期経営計画に沿って、新たな

市場への拡大ならびに価格競争力の強化を目指し、営業から設計、調達、生産、施工、アフターサービスにいたる

あらゆるプロセスにおける生産性と品質向上を図るとともに、海外調達をはじめグローバルなマーケットでの業務

展開を進めてまいります。 

 特に中東地域における大型海水淡水化プラントに関しては、今後も継続して受注すべく、当社の海水淡水化技術

の向上と営業力を高め、さらに海外のエンジニアリング会社との連携も強化してまいります。また、本年４月に中

国上海に開設した上海駐在員事務所（正式名：日本株式会社笹倉上海代表処）を橋頭堡として、情報収集と中国マ

ーケットでの船舶用機器、水処理装置等の販路拡大に向け邁進してまいります。 

 併せて、ＩＦＲＳ体制構築も視野に入れながら、内部統制システムの拡充を図り、コーポレートガバナンス、コ

ンプライアンス体制の一層の強化を図ってまいる所存であります。 

２．経営方針
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３．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

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 9,015,547 10,797,873 

受取手形及び売掛金 5,845,727 4,541,462 

有価証券 452,311 200,140 

仕掛品 1,242,024 993,504 

原材料及び貯蔵品 734,083 634,252 

前渡金 38,812 6,283 

前払費用 33,231 29,214 

繰延税金資産 22,738 201,938 

その他 196,473 61,083 

貸倒引当金 △4,787 △8,912 

流動資産合計 17,576,163 17,456,839 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,773,342 5,746,262 

減価償却累計額 △3,857,200 △3,976,947 

建物及び構築物（純額） 1,916,141 1,769,315 

機械装置及び運搬具 2,417,123 2,430,406 

減価償却累計額 △1,989,403 △2,077,509 

機械装置及び運搬具（純額） 427,719 352,897 

工具、器具及び備品 998,918 1,023,040 

減価償却累計額 △922,437 △954,789 

工具、器具及び備品（純額） 76,481 68,250 

土地 1,936,285 1,925,989 

リース資産 134,296 134,035 

減価償却累計額 △58,740 △86,762 

リース資産（純額） 75,556 47,272 

建設仮勘定 5,574 － 

有形固定資産合計 4,437,760 4,163,725 

無形固定資産   

リース資産 17,050 10,450 

その他 13,629 10,666 

無形固定資産合計 30,679 21,116 

投資その他の資産   

投資有価証券 ※  3,254,499 ※  3,103,475 

長期前払費用 9,197 6,126 

繰延税金資産 46,309 47,694 

その他 251,462 260,077 

貸倒引当金 △29,706 △31,377 

投資その他の資産合計 3,531,761 3,385,997 

固定資産合計 8,000,201 7,570,840 

資産合計 25,576,365 25,027,679 
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（単位：千円）

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 965,543 819,614 

リース債務 35,549 33,671 

未払費用 66,086 63,809 

未払法人税等 51,101 31,215 

前受金 39,120 41,600 

賞与引当金 222,451 211,050 

役員賞与引当金 2,100 1,800 

工事補償等引当金 167,255 124,903 

受注損失引当金 36,200 73,200 

繰延税金負債 407 － 

その他 294,367 280,907 

流動負債合計 1,880,183 1,681,772 

固定負債   

リース債務 57,843 24,029 

繰延税金負債 307,870 307,128 

退職給付引当金 1,584,056 1,245,044 

役員退職慰労引当金 247,605 265,852 

固定負債合計 2,197,375 1,842,055 

負債合計 4,077,559 3,523,828 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,220,000 2,220,000 

資本剰余金 1,684,835 1,684,835 

利益剰余金 17,134,654 17,198,472 

自己株式 △82,790 △83,820 

株主資本合計 20,956,699 21,019,487 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 532,107 480,568 

為替換算調整勘定 △16,553 △23,667 

その他の包括利益累計額合計 515,554 456,901 

少数株主持分 26,552 27,463 

純資産合計 21,498,806 21,503,851 

負債純資産合計 25,576,365 25,027,679 
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：千円）

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 11,226,477 9,914,396 

売上原価 8,914,329 7,791,267 

売上総利益 2,312,148 2,123,129 

販売費及び一般管理費   

運賃 155,827 122,928 

特許権使用料 366 － 

販売手数料 137,889 112,073 

広告宣伝費 14,997 9,145 

貸倒引当金繰入額 980 942 

役員報酬 101,978 109,049 

従業員給料及び手当 626,450 601,402 

賞与引当金繰入額 71,100 71,501 

役員賞与引当金繰入額 2,600 1,200 

福利厚生費 145,478 140,406 

退職給付引当金繰入額 93,465 58,486 

役員退職慰労引当金繰入額 33,974 34,902 

旅費及び交通費 90,095 97,505 

賃借料 57,980 52,112 

工事補償等引当金繰入額 90,469 26,742 

研究開発費 ※1  141,314 ※1  174,908 

減価償却費 69,167 62,985 

その他 351,323 312,820 

販売費及び一般管理費合計 2,185,460 1,989,113 

営業利益 126,687 134,015 

営業外収益   

受取利息 45,832 41,574 

受取配当金 40,624 37,096 

デリバティブ評価益 81,166 － 

持分法による投資利益 4,665 137,863 

為替差益 40,848 － 

助成金収入 50,216 6,621 

その他 31,155 26,392 

営業外収益合計 294,510 249,549 

営業外費用   

支払利息 709 707 

為替差損 － 281,648 

支払保証料 3,065 － 

その他 4,246 5,271 

営業外費用合計 8,021 287,626 

経常利益 413,176 95,938 
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（単位：千円）

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) 

特別利益   

前期損益修正益 ※2  35,790 － 

固定資産売却益 ※3  4,867 ※3  3,760 

工事補償等引当金戻入額 14,005 7,861 

特別利益合計 54,663 11,621 

特別損失   

固定資産除却損 ※4  4,202 ※4  821 

投資有価証券評価損 － 25,715 

災害による損失 － 15,178 

特別損失合計 4,202 41,715 

税金等調整前当期純利益 463,638 65,844 

法人税、住民税及び事業税 59,340 54,358 

法人税等調整額 313,296 △180,961 

法人税等合計 372,637 △126,602 

少数株主損益調整前当期純利益 － 192,446 

少数株主利益 13,624 5,894 

当期純利益 77,376 186,552 
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（連結包括利益計算書） 

（単位：千円）

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 － 192,446 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － △51,538 

為替換算調整勘定 － △10,294 

持分法適用会社に対する持分相当額 － 1,120 

その他の包括利益合計 － ※2  △60,712 

包括利益 － ※1  131,734 

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － 127,899 

少数株主に係る包括利益 － 3,835 
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

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 2,220,000 2,220,000 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 2,220,000 2,220,000 

資本剰余金   

前期末残高 1,684,835 1,684,835 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,684,835 1,684,835 

利益剰余金   

前期末残高 17,233,045 17,134,654 

当期変動額   

剰余金の配当 △175,767 △122,734 

当期純利益 77,376 186,552 

当期変動額合計 △98,391 63,818 

当期末残高 17,134,654 17,198,472 

自己株式   

前期末残高 △56,402 △82,790 

当期変動額   

自己株式の取得 △26,387 △1,030 

当期変動額合計 △26,387 △1,030 

当期末残高 △82,790 △83,820 

株主資本合計   

前期末残高 21,081,478 20,956,699 

当期変動額   

剰余金の配当 △175,767 △122,734 

当期純利益 77,376 186,552 

自己株式の取得 △26,387 △1,030 

当期変動額合計 △124,778 62,787 

当期末残高 20,956,699 21,019,487 
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（単位：千円）

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 296,865 532,107 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 235,241 △51,538 

当期変動額合計 235,241 △51,538 

当期末残高 532,107 480,568 

為替換算調整勘定   

前期末残高 △31,077 △16,553 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 14,524 △7,114 

当期変動額合計 14,524 △7,114 

当期末残高 △16,553 △23,667 

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 265,788 515,554 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 249,766 △58,653 

当期変動額合計 249,766 △58,653 

当期末残高 515,554 456,901 

少数株主持分   

前期末残高 10,519 26,552 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 16,032 910 

当期変動額合計 16,032 910 

当期末残高 26,552 27,463 

純資産合計   

前期末残高 21,357,786 21,498,806 

当期変動額   

剰余金の配当 △175,767 △122,734 

当期純利益 77,376 186,552 

自己株式の取得 △26,387 △1,030 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 265,798 △57,742 

当期変動額合計 141,020 5,045 

当期末残高 21,498,806 21,503,851 
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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 463,638 65,844 

減価償却費 362,881 314,925 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △27,472 5,795 

賞与引当金の増減額（△は減少） △30,162 △11,401 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △7,700 △300 

工事補償等引当金の増減額（△は減少） △31,173 △42,352 

受注損失引当金の増減額（△は減少） 20,787 37,000 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △103,718 △337,858 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △19,595 18,246 

受取利息及び受取配当金 △86,457 △78,671 

支払利息 709 707 

為替差損益（△は益） 8,787 212,234 

持分法による投資損益（△は益） △4,665 △137,863 

固定資産除売却損益（△は益） △665 △2,938 

投資有価証券評価損益（△は益） － 25,715 

売上債権の増減額（△は増加） 2,511,087 1,310,151 

たな卸資産の増減額（△は増加） 777,167 343,136 

仕入債務の増減額（△は減少） △226,110 △111,380 

その他 △610,966 100,458 

小計 2,996,371 1,711,448 

利息及び配当金の受取額 108,446 311,501 

利息の支払額 △713 △697 

法人税等の支払額 △50,131 △68,132 

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,053,974 1,954,119 

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 － △2,651,130 

定期預金の払戻による収入 － 2,472,750 

有価証券の売却及び償還による収入 201,032 450,000 

有形固定資産の取得による支出 △273,790 △53,360 

有形固定資産の売却による収入 13,983 24,845 

投資有価証券の取得による支出 △108,799 △213,185 

その他 △278 218 

投資活動によるキャッシュ・フロー △167,852 30,136 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 △35,813 △35,446 

自己株式の取得による支出 △26,387 △1,030 

配当金の支払額 △175,767 △122,734 

少数株主への配当金の支払額 △763 △2,924 

財務活動によるキャッシュ・フロー △238,732 △162,135 

現金及び現金同等物に係る換算差額 916 △39,794 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,648,305 1,782,326 

現金及び現金同等物の期首残高 6,367,241 9,015,547 

現金及び現金同等物の期末残高 ※  9,015,547 ※  10,797,873 
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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

(6）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） 

─── （資産除去債務に関する会計基準の適用） 

当連結会計年度より、「資産除去債務に関する会計基

準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及び

「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用して

おります。 

これによる損益に与える影響はありません。 

（持分法に関する会計基準等の適用） 

当連結会計年度より、「持分法に関する会計基準」

（企業会計基準第16号 平成20年３月10日公表分）及び

「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱

い」（実務対応報告第24号 平成20年３月10日）を適用

し、連結決算上必要な修正を行っております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

(7）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） 

 当連結会計年度より、「連結財務諸表に関する会計基

準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づ

き、「財務諸表等の用語、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）を適用し、「少数株主損益調整前当期純利

益」の科目で表示しております。 

(8）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」（企業会計基準第25号 平成22年６月30日）を適用し

ております。ただし、「その他の包括利益累計額」及び

「その他の包括利益累計額合計」の前連結会計年度の金額

は、「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額等合計」

の金額を記載しております。 
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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 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 

(9）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） 

※ 非連結子会社および関連会社に対するものは、次のと

おりです。 

※ 非連結子会社および関連会社に対するものは、次のと

おりです。 

投資有価証券（株式） 千円152,585 投資有価証券（株式） 千円63,354

（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 研究開発費の総額 

 研究開発費は全て一般管理費として計上しておりま

す。 

※１ 研究開発費の総額 

 研究開発費は全て一般管理費として計上しておりま

す。 

研究開発費 千円141,314 研究開発費 千円174,908

※２ 前期損益修正益の内訳 

過年度労務費等戻入益 千円35,790

２           ─── 

※３ 固定資産売却益の内訳 

土地 千円4,867

※３ 固定資産売却益の内訳 

土地 千円69

建物及び構築物  3,690

計 千円3,760

※４ 固定資産除却損の内訳 ※４ 固定資産除却損の内訳 

建物及び構築物 千円938

機械装置及び運搬具  706

工具器具及び備品  1,510

解体・除却費用  1,046

計 千円4,202

建物及び構築物 千円465

機械装置及び運搬具  309

工具器具及び備品  45

計 千円821

（連結包括利益計算書関係）

親会社株主に係る包括利益 327,142千円 

少数株主に係る包括利益 16,796

計 343,938

その他有価証券評価差額金 235,241千円 

為替換算調整勘定 15,856

持分法適用会社に対する持分相当額 1,838

計 252,937
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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） 

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数の増加43千株は、会社法165条第２項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得

による増加であります。 

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 

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 

（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（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式     

普通株式  17,657  －  －  17,657

合計  17,657  －  －  17,657

自己株式     

普通株式 （注）  80  43  －  123

合計  80  43  －  123

（決議） 株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 
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  175,767  10.0 平成21年３月31日 平成21年６月29日 

（決議） 株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 
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６月29日 

定時株主総会 
普通株式  122,734 利益剰余金  7.0 平成22年３月31日 平成22年６月30日 

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式     

普通株式  17,657  －  －  17,657

合計  17,657  －  －  17,657

自己株式     

普通株式 （注）  123  2  －  125

合計  123  2  －  125
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２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(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 
配当金の総額 

（千円） 
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  122,734  7.0 平成22年３月31日 平成22年６月30日 

（決議） 株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 
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６月29日 

定時株主総会 
普通株式  122,719 利益剰余金  7.0 平成23年３月31日 平成23年６月30日 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

※ 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 千円9,015,547

現金及び現金同等物 千円9,015,547

現金及び預金勘定 千円10,797,873

現金及び現金同等物 千円10,797,873
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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） 

 （注）１ 事業区分の方法 

事業区分の方法は、製品の種類、性質および販売市場の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各事業区分の主な製品 

船舶用機器事業    船舶用海水淡水化装置、熱交換器、汚水処理装置、油水分離器、LNG船用超低温バ

タフライ弁等。 

陸上用機器事業    空冷式熱交換器、超低温バタフライ弁、ヒートパイプ式冷却ロール等。 

水処理装置事業    陸上用海水淡水化装置、逆浸透水処理装置、蒸発濃縮装置、オゾン発生装置等。 

消音冷熱装置事業他  騒音防止装置、氷蓄熱システム用機器、水冷媒放射空調システム、駐車場経営等。

３ 当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は 11,583,705千円であ

り、その主なものは、当社での余資運用資金（現金および有価証券）、長期投資資産（投資有価証券）およ

び管理部門に係る資産等であります。 

４ 減価償却費および資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれております。 

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） 

 全セグメントの売上高の合計および全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも90％を

超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

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） 

 （注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1）アジア（除く中東）……韓国・ベトナム・中国・インドネシア 

(2）中東………………………サウジアラビア・バーレーン 

(3）その他の地域……………ギリシャ 

３ 海外売上高は、当社およ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。 

（セグメント情報等）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
船舶用機器事
業（千円） 

陸上用機器事
業（千円） 

水処理装置事
業（千円） 

消音冷熱装置
事業他(千円) 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益                                    

売上高                                    

(1）外部顧客に対する売

上高 
 3,458,299  2,824,120  3,397,877  1,546,180  11,226,477  －  11,226,477

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －  －

計  3,458,299  2,824,120  3,397,877  1,546,180  11,226,477  －  11,226,477

営業費用  3,190,736  2,615,703  3,476,854  1,816,495  11,099,789  －  11,099,789

営業利益又は 

営業損失（△） 
 267,562  208,416  △78,977  △270,314  126,687  －  126,687

Ⅱ 資産、減価償却費及び

資本的支出 
                                   

資産  4,338,220  3,001,803  4,052,483  2,600,153  13,992,660  11,583,705  25,576,365

減価償却費  113,271  123,092  77,369  49,148  362,881  －  362,881

資本的支出  39,276  22,489  35,189  23,490  120,445  －  120,445

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高

  
アジア 

（除く中東） 
中東 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,265,119  1,239,128  23,322  2,527,570

Ⅱ 連結売上高（千円）                 11,226,477

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 11.3  11.0  0.2  22.5
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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．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、製品・サービス別の事業部を置き、各事業部は、取り扱う製品・サービスについて国内およ

び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

したがって、当社は、事業部を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「船舶用機器

事業」、「陸上用機器事業」、「水処理装置事業」および「消音冷熱装置事業」の４つを報告セグメントとして

おります。 

「船舶用機器事業」は、船舶用海水淡水化装置、熱交換器、汚水処理装置、油水分離器、LNG船用超低温バタ

フライ弁等を生産しております。「陸上用機器事業」は、空冷式熱交換器、超低温バタフライ弁、ヒートパイプ

式冷却ロール等を生産しております。「水処理装置事業」は、陸上用海水淡水化装置、逆浸透水処理装置、蒸発

濃縮装置、オゾン発生装置等を生産しております。「消音冷熱装置事業」は、騒音防止装置、氷蓄熱システム用

機器、水冷媒放射空調システム等を生産しております。 

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：千円） 

（注）１ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、賃貸事業等を含んでおります。 

２ セグメント利益又は損失（△）およびセグメント資産の合計は、連結財務諸表計上額と一致しております。 

ｄ．セグメント情報

  

報告セグメント 
その他 
（注１） 

合計 船舶用 
機器事業 

陸上用 
機器事業 

水処理 
装置事業 

消音冷熱 
装置事業 

計 

売上高        

外部顧客への売上高  3,458,299  2,824,120  3,397,877  1,523,434  11,203,730  22,746  11,226,477

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 －  －  －  －  －  －  －

計  3,458,299  2,824,120  3,397,877  1,523,434  11,203,730  22,746  11,226,477

セグメント利益 
又は損失（△）  268,756  209,818  △76,582  △291,948  110,044  16,642  126,687

セグメント資産  4,451,583  3,097,359  4,132,986  1,828,629  13,510,558  12,065,806  25,576,365

その他の項目               

減価償却費  113,568  123,468  77,581  46,883  361,502  1,379  362,881

持分法適用会社への
投資額 

 －  －  149,491  －  149,491  －  149,491

有形固定資産及び無
形固定資産の増加額  39,276  22,489  35,189  23,490  120,445  －  120,445
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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：千円） 

（注）１ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、賃貸事業等を含んでおります。 

２ セグメント利益又は損失（△）およびセグメント資産の合計は、連結財務諸表計上額と一致しております。 

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 

セグメント情報と同一の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：千円）

（注）売上高は顧客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 

本邦の有形固定資産の残高が連結貸借対照表の有形固定資産の額の90％超であるため、記載を省略し 

ております。 

  

３．主要な顧客ごとの情報 

（単位：千円）

  

報告セグメント 
その他 
（注１） 

合計 船舶用 
機器事業 

陸上用 
機器事業 

水処理 
装置事業 

消音冷熱 
装置事業 

計 

売上高        

外部顧客への売上高  3,086,740  1,765,329  3,524,887  1,519,955  9,896,912  17,484  9,914,396

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 －  －  －  －  －  －  －

計  3,086,740  1,765,329  3,524,887  1,519,955  9,896,912  17,484  9,914,396

セグメント利益 
又は損失（△）  396,118  14,815  △137,860  △152,480  120,593  13,421  134,015

セグメント資産  3,271,997  2,149,341  3,985,465  1,895,901  11,302,705  13,724,974  25,027,679

その他の項目               

減価償却費  70,109  82,454  116,274  44,779  313,617  1,308  314,925

持分法適用会社への
投資額 

 －  －  60,260  －  60,260  －  60,260

有形固定資産及び無
形固定資産の増加額  21,532  6,026  17,190  11,433  56,182  －  56,182

ｅ．関連情報

 日本 
アジア 

（除く中東） 
中東 その他の地域 計 

 8,185,854  1,212,098  485,590  30,852  9,914,396

顧客の名称または氏名 売上高 関連するセグメント名 

日揮商事株式会社  1,068,413 陸上用機器事業 
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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） 

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。 

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。 

（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。 

 （注） 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。 

該当事項はありません。 

ｆ．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

ｇ．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

ｈ．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

（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1,224.64

１株当たり当期純利益 円4.40

１株当たり純資産額 円1,225.03

１株当たり当期純利益 円10.64

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

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） 

当期純利益（千円）  77,376  186,552

普通株式に係る当期純利益（千円）  77,376  186,552

普通株式の期中平均株式数（千株）  17,573  17,532

（重要な後発事象）
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４．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

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 8,730,803 10,512,996 

受取手形 520,271 842,387 

売掛金 5,198,851 3,575,001 

有価証券 251,875 200,140 

仕掛品 1,207,485 973,399 

原材料及び貯蔵品 550,690 453,656 

前渡金 88,441 30,871 

前払費用 30,494 26,906 

繰延税金資産 － 184,436 

その他 172,736 68,896 

貸倒引当金 △4,003 △3,101 

流動資産合計 16,747,645 16,865,590 

固定資産   

有形固定資産   

建物 4,928,608 4,904,725 

減価償却累計額 △3,202,836 △3,302,541 

建物（純額） 1,725,771 1,602,183 

構築物 739,675 737,865 

減価償却累計額 △583,769 △602,037 

構築物（純額） 155,906 135,828 

機械及び装置 2,239,890 2,246,407 

減価償却累計額 △1,834,050 △1,917,655 

機械及び装置（純額） 405,840 328,751 

車両運搬具 81,281 82,657 

減価償却累計額 △75,193 △77,782 

車両運搬具（純額） 6,088 4,874 

工具、器具及び備品 983,935 1,006,176 

減価償却累計額 △910,911 △941,855 

工具、器具及び備品（純額） 73,023 64,321 

土地 1,872,488 1,863,199 

リース資産 130,447 130,447 

減価償却累計額 △57,709 △85,145 

リース資産（純額） 72,737 45,301 

建設仮勘定 5,574 － 

有形固定資産合計 4,317,431 4,044,460 

無形固定資産   

ソフトウエア 8,451 5,489 

リース資産 17,050 10,450 

電話加入権 4,500 4,500 

無形固定資産合計 30,001 20,439 
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（単位：千円）

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 2,898,699 2,632,027 

関係会社株式 657,021 657,021 

固定化営業債権 21,782 20,118 

長期前払費用 9,079 6,054 

生命保険積立金 158,227 156,227 

その他 64,606 64,697 

貸倒引当金 △28,546 △30,216 

投資その他の資産合計 3,780,871 3,505,930 

固定資産合計 8,128,304 7,570,830 

資産合計 24,875,949 24,436,421 

負債の部   

流動負債   

買掛金 926,194 778,640 

リース債務 34,035 32,247 

未払金 201,373 181,021 

未払費用 64,696 62,386 

未払法人税等 15,126 13,588 

繰延税金負債 407 － 

前受金 25,715 41,521 

預り金 28,565 23,883 

賞与引当金 199,036 186,419 

工事補償等引当金 167,255 124,903 

受注損失引当金 36,200 73,200 

その他 51,143 53,045 

流動負債合計 1,749,752 1,570,858 

固定負債   

リース債務 55,751 23,504 

繰延税金負債 307,870 307,128 

退職給付引当金 1,475,937 1,128,078 

役員退職慰労引当金 218,540 245,820 

固定負債合計 2,058,099 1,704,531 

負債合計 3,807,852 3,275,390 
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（単位：千円）

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 2,220,000 2,220,000 

資本剰余金   

資本準備金 1,442,574 1,442,574 

その他資本剰余金 242,260 242,260 

資本剰余金合計 1,684,835 1,684,835 

利益剰余金   

利益準備金 555,000 555,000 

その他利益剰余金   

研究開発積立金 200,000 200,000 

別途積立金 12,360,000 12,360,000 

繰越利益剰余金 3,599,229 3,744,618 

利益剰余金合計 16,714,229 16,859,618 

自己株式 △82,790 △83,820 

株主資本合計 20,536,274 20,680,633 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 531,822 480,397 

評価・換算差額等合計 531,822 480,397 

純資産合計 21,068,097 21,161,030 

負債純資産合計 24,875,949 24,436,421 
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

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 10,862,475 9,479,997 

売上原価   

当期製品製造原価 8,905,710 7,752,535 

売上総利益 1,956,765 1,727,461 

販売費及び一般管理費   

運賃 139,684 103,727 

特許権使用料 366 － 

販売手数料 137,889 112,073 

広告宣伝費 14,127 8,335 

役員報酬 72,588 84,337 

従業員給料及び手当 503,807 474,915 

賞与引当金繰入額 53,682 53,129 

福利厚生費 117,419 113,351 

退職給付引当金繰入額 81,370 44,727 

役員退職慰労引当金繰入額 24,510 27,280 

旅費及び交通費 82,956 88,327 

賃借料 35,992 33,407 

工事補償等引当金繰入額 90,469 26,742 

研究開発費 141,314 174,908 

減価償却費 66,266 60,502 

その他 317,928 283,208 

販売費及び一般管理費合計 1,880,373 1,688,977 

営業利益 76,392 38,484 

営業外収益   

受取利息 20,084 18,315 

有価証券利息 18,629 18,270 

受取配当金 88,163 291,980 

デリバティブ評価益 81,166 － 

助成金収入 44,695 5,285 

その他 30,180 27,508 

営業外収益合計 282,920 361,360 

営業外費用   

支払利息 300 394 

為替差損 24,082 285,167 

その他 7,298 2,036 

営業外費用合計 31,681 287,598 

経常利益 327,631 112,245 
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

特別利益   

前期損益修正益 35,790 － 

固定資産売却益 4,867 3,760 

工事補償等引当金戻入額 14,005 7,861 

特別利益合計 54,663 11,621 

特別損失   

固定資産除却損 4,197 808 

投資有価証券評価損 － 25,715 

特別損失合計 4,197 26,523 

税引前当期純利益 378,097 97,344 

法人税、住民税及び事業税 8,236 13,720 

法人税等調整額 315,700 △184,500 

法人税等合計 323,936 △170,779 

当期純利益 54,161 268,123 
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