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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 2,587 △5.5 82 ― 81 ― 51 ―
22年3月期 2,738 △8.8 △44 ― △29 ― △33 ―

（注）包括利益 23年3月期 42百万円 （―％） 22年3月期 △26百万円 （―％）

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 10.71 ― 1.1 1.6 3.2
22年3月期 △7.09 ― △0.7 △0.6 △1.6

（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 5,245 4,583 87.4 960.95
22年3月期 5,192 4,592 88.5 959.67

（参考） 自己資本   23年3月期  4,583百万円 22年3月期  4,592百万円

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 351 △89 △54 1,618
22年3月期 200 △101 △77 1,404

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 ― 5.00 ― 5.00 10.00 47 △141.0 1.0
23年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00 47 93.4 1.0
24年3月期(予想) ― 5.00 ― 5.00 10.00 ―

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） 
（注） 業績予想につきましては、平成23年３月11日発生しました東日本大震災の影響により、予想数値の合理的な算定が困難であることから、現時点で
は未定とし、記載しておりません。なお、当該理由等につきましては、３項「１．経営成績(１)経営成績に関する分析(次期の見通し)」をご覧ください。 



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 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更  ： 有
② ①以外の変更  ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期 5,225,000 株 22年3月期 5,225,000 株
② 期末自己株式数 23年3月期 455,235 株 22年3月期 439,151 株
③ 期中平均株式数 23年3月期 4,779,289 株 22年3月期 4,785,876 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３ページ「経営成績に関する分析」をご覧ください。 
 
※ 決算補足説明資料関係 
・ 当該補足説明資料は、Financial Data Bookとして当社ウェブサイト（http://www.almedio.co.jp/）のIRニュースに掲載いたします。Financial Data Bookに
は、従来、その他の情報として四半期決算短信及び決算短信に記載しておりました製品別売上高ほか業績推移等をまとめております。 
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当連結会計年度におけるわが国経済は、海外経済の改善や各種経済対策の効果が景気の持ち直しに寄

与した一方で、長期化する円高やデフレの進行、経済対策効果の反動減等もあり、一進一退の情勢で推

移しておりましたが、３月11日に発生した未曾有の大震災により、その影響が計り知れないものとな

り、当面は予断を許さない状況が続くと予想されます。 

当社グループの関連する情報家電業界は、地上デジタル放送への完全移行を控えた買い替え気運の高

まりと家電エコポイント制度の後押しにより薄型テレビ市場が急拡大し、相乗効果でＢｌｕ-ｒａｙ Ｄ

ｉｓｃ（以下「ＢＤ」）レコーダーの需要も好調な推移を示しました。一方、カーオーディオ・カーナ

ビ等の車載機器は、エコカー補助金の効果から好調な推移となりましたが、９月の制度打ち切り以降、

需要は停滞しました。 

また、音楽映像業界においては、音楽ソフトの需要減少が引き続くなか、映像ソフトではアニメ・洋

画ジャンルを中心にＢＤの伸長が見られるもののソフト全体の落ち込み分を補えず、また、音楽配信の

成長にも一服感が見られるなど、全体として厳しい市場環境が継続しています。 

このような状況のもと当社グループは、創業来初の赤字決算となった前期より、単年度で黒字転換す

べく収益の改善に努めてまいりました。 

 この結果、当連結会計年度の業績は、売上高25億87百万円（前期比5.5％減）、営業利益82百万

円、経常利益81百万円、当期純利益51百万円となりました。 

  

各セグメントの業績は次のとおりであります。 

  

テストメディア事業 

当事業は、オーディオ・ビデオ機器やコンピュータ周辺機器等の規準及び調整用テストテープ、テス

トディスクの開発・製造・販売を行う「テストメディア」と、ＤＶＤベリフィケーションラボラトリ及

びＢＤテスティングセンターとしての認証テスト及び各種ディスクの特性テスト受託等を行う「テステ

ィング」が含まれます。  

テストメディアは、主要顧客である車載機器ならびにＡＶ機器関連需要を中心に売上は持ち直しつつ

ありましたが、下期に入り生産調整の局面が見られたことなどから息切れし、伸び悩みました。また、

顧客によっては、生産工程の見直し或いは機器等の開発・量産動向に慎重を期す姿勢も見られ、積極的

な拡販に取り組んだテストＢＤの売上も予想を下回る厳しい状況となりました。 

テスティングは、ＤＩＳＣＷｅｂサービスの売上が伸び悩んだものの、光ディスクの評価・検証及び

ハード機器関連の評価受託が一定規模を確保できたことで、売上は前年同水準を確保しました。 

以上により、テストメディア事業の売上高は11億８百万円となりました。 

  

クリエイティブメディア事業 

当事業は、ＣＤ・ＤＶＤ・ＢＤのＯＥＭ製造・販売を行っております。 

クリエイティブメディアは、積極的な営業活動と機動的な生産対応力の発揮により新規顧客開拓を含

めた受注獲得に努めてまいりましたが、音楽ソフトの需要減少が続くなか、主力の音楽ＣＤなどＣＤ受

託が低調な推移となり年末商戦も盛り上がりを欠いたことなどから苦戦し、売上は前年同期を下回りま

した。 

１．経営成績

（１）経営成績に関する分析

㈱アルメディオ(7859)平成23年３月期　決算短信

－ 2 －



以上により、クリエイティブメディア事業の売上高は11億49百万円となりました。 

  

断熱材事業 

当事業は、連結子会社・阿爾賽（蘇州）無機材料有限公司において、電子部品用副資材、耐火材料及

び関連製品の開発・製造・販売を行っております。 

阿爾賽は、中国国内を中心とした各種工業炉用炉材など耐火材料の需要増に合わせ生産対応力を発揮

し、収益の確保に努めた結果、売上は前年同期を上回る推移となりました。 

以上により、断熱材事業の売上高は３億21百万円となりました。 

  

その他事業 

当事業は、光メディア用計測器等の開発・製造・販売を行っております。 

その他事業は、小規模ながらＤＶＤ用計測器等の販売を行いました。 

以上により、その他事業の売上高は６百万円となりました。 

  

  

次期の見通し 

今後のわが国経済は、東日本大震災の発生による減速と復興需要の期待が交差しながら、当面は予断を

許さない状況が続くと予想されます。当社グループの関連する情報家電業界及び音楽映像業界について

は、消費マインドの冷え込みも懸念され先行きの見通しが厳しく、また、金融資本市場の変動や原油価格

上昇の影響、海外景気の動向等によっては、景気が下振れするリスクも存在する状況であります。 

以上により、当社グループの次期の見通しにつきましては、今後の情勢を精査したうえで予想数値を見

直すこととしたため、現時点では未定とし、開示できる状況が整い次第、発表させていただく予定です。

  

㈱アルメディオ(7859)平成23年３月期　決算短信

－ 3 －



  

当連結会計年度末における総資産は現金及び預金の増加等により、前連結会計年度末と比較して53百

万円増加し、52億45百万円となりました。負債は仕入債務の増加等により62百万円増加し、６億62百万

円となりました。純資産は配当金の支払等により９百万円減少し、45億83百万円となりました。 

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは３億51百万円となりました。これは主に当社

グループの業績を反映し、税金等調整前当期純利益を計上したことによるものであります。 

当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは△89百万円となりました。これは主に有形固

定資産の取得によるものであります。 

当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは△54百万円となりました。これは主に配当金

の支払によるものであります。 

以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は16億18百万円となりました。 

(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／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 

※ 各指標は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。 

※ 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。また、利払いにつきましては、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。 

  

（２）財政状態に関する分析

（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）

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(％) 84.0 87.3 88.0 88.5 87.4

時価ベースの自己資本比率
(％)

66.1 51.8 39.5 28.4 22.6

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率(％)

4.2 7.6 5.1 10.0 5.4

インタレスト・カバレッジ・
レシオ(倍)

277.9 301.6 464.7 274.1 601.1
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当社は、株主の皆様に安定的な成果配分を行えるよう、業績の許す限り、まず安定配当として年10円

の配当金を確保し、更に業績連動分を加え、配当性向・年20%以上を基本方針としております。 

当期末の利益配当金につきましては、本方針及び当連結会計年度の業績を勘案し5円を予定しており

ます。これにより、中間配当金を含めた当連結会計年度の年間配当金は、１株につき10円となります。

内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応した事業戦略展開をはかるため

に活用し、事業基盤の強化、企業価値の向上に努めてまいります。 

また、次期の配当金につきましては、厳しい事業環境が引き続くことが見込まれますが、株主の皆様

への安定配当を維持すべく、年10円の確保を予定しております。 

  

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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 当社グループは、当社及び子会社 阿爾賽（蘇州）無機材料有限公司の計２社で構成されており、業務用

テストテープ・テストディスクの開発・製造・販売、ＣＤ・ＤＶＤ・ＢＤのＯＥＭ製造・販売、ＤＶＤベリ

フィケーションラボラトリ及びＢＤテスティングセンターとしての認証テスト及び各種ディスクの特性テス

ト受託、光メディア用計測器の開発・製造・販売、電子部品用副資材、耐火材料及び関連製品の開発・製

造・販売を行っております。 

  

事業系統図は次のとおりであります。 

  

 

  

当社グループの各事業における位置付け等は、次のとおりであります。 

  

テストメディア事業 

オーディオ・ビデオ機器やコンピュータ周辺機器等の規準及び調整用テストテープ、テストディスクの開

発・製造・販売を行う「テストメディア」と、ＤＶＤベリフィケーションラボラトリ及びＢＤテスティング

センターとしての認証テスト及び各種ディスクの特性テスト受託等を行う「テスティング」が含まれます。

  

クリエイティブメディア事業 

ＣＤ・ＤＶＤ・ＢＤのＯＥＭ製造・販売を行っております。 

  

断熱材事業 

連結子会社・阿爾賽（蘇州）無機材料有限公司において、電子部品用副資材、耐火材料及び関連製品の開

発・製造・販売を行っております。 

  

その他事業 

光メディア用計測器等の開発・製造・販売を行っております。 

  

２．企業集団の状況
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当社は、ＡＶ機器やコンピュータ関連機器の品質規格の規準となるテストメディア（テストＢＤ・ＤＶ

Ｄ・ＣＤ・テープ等）や、Ｗｅｂを利用したディスク情報の提供、各種テストサービスを提供すること

で、各メディアの互換性を確保し、ひいては消費者の利便性に貢献することに努めています。 

また、テストメディアの製造技術を活かし、ＣＤやＤＶＤ、ＢＤのＯＥＭ製造の事業展開を行っていま

す。 

現在は、これらの既存事業の基盤強化をはかるとともに、更なる発展を目指し、消耗副資材分野など新

たな事業育成に係る取組みを強化しています。 

当社は、『技術集積企業として産業社会を支える高付加価値ビジネスに特化する』を基本コンセプト

に、社会に役立つ事業の推進に努めてまいります。 

  

経営指標としては、1株当たり当期純利益（ＥＰＳ）、株主資本利益率（ＲＯＥ）を重視しており、継

続的にこれら指標の向上を目指してまいります。 

  

当社グループは、平成20年5月15日付けで当社の経営に係る中期経営計画ローリングを策定し、今後の

当社の事業展開の展望を明らかにすることで、自らを律して参りました。 

この点に関しまして、平成21年5月15日付けで、昨今の厳しい経済情勢に鑑み、中期経営計画ローリン

グを一時凍結し、当社の業績を回復させるべく緊急対応策を執り行う旨公表し、昨年も同様の緊急対応策

を継続してまいりました。 

これにより、当社の業績は持ち直し、中期経営計画ローリングを実現するために必要となる 低限の条

件・土台が整ってまいりましたが、本年３月11日に発生した未曾有の大震災により、日本経済全体の先行

きが見通せなくなり、当社においても、既に同月15日に公表いたしておりますとおり、人的・物的な被害

こそなかったものの、電力不足やサプライチェーンの混乱が長期化する可能性があることなどから、今後

の事業活動に対する見通しが不透明な状況となっております。 

そのため、当社グループは、当初予定していた本年度の中期経営計画ローリングの公表を差し控えるこ

とにいたしました。しかし、当社グループとして中期経営計画ローリングを放棄したわけではなく、今後

も、中期経営計画ローリングを踏まえつつ、既存事業での収益の確保及び新規事業の拡大による業容の多

角化に取り組むことで、グループ全体の成長を目指します。 

  

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及び対処すべき課題
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４．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 1,616,941 1,876,186

受取手形及び売掛金 577,849 513,598

商品及び製品 81,172 82,355

仕掛品 55,274 87,825

原材料及び貯蔵品 105,794 138,226

繰延税金資産 40,374 46,536

その他 11,981 40,659

貸倒引当金 △1,000 △1,000

流動資産合計 2,488,388 2,784,388

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 ※1 984,428 ※1 976,982

減価償却累計額 △567,792 △597,584

建物及び構築物（純額） 416,635 379,397

機械装置及び運搬具 287,255 305,720

減価償却累計額 △217,645 △239,126

機械装置及び運搬具（純額） 69,610 66,593

土地 ※1 1,346,144 ※1 1,344,653

リース資産 － 2,320

減価償却累計額 － △386

リース資産（純額） － 1,933

その他 506,200 512,921

減価償却累計額 △463,236 △452,572

減損損失累計額 － △693

その他（純額） 42,963 59,655

有形固定資産合計 1,875,354 1,852,234

無形固定資産

のれん 423,920 317,940

その他 14,782 17,468

無形固定資産合計 438,703 335,409

投資その他の資産

投資有価証券 155,237 100,993

繰延税金資産 132,135 96,879

その他 130,147 93,750

貸倒引当金 △27,823 △18,006

投資その他の資産合計 389,697 273,616

固定資産合計 2,703,755 2,461,259

資産合計 5,192,143 5,245,648

㈱アルメディオ(7859)平成23年３月期　決算短信

－ 8 －



(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

買掛金 73,668 142,110

短期借入金 ※1 20,000 ※1 17,000

リース債務 － 483

未払法人税等 6,422 6,416

賞与引当金 76,449 64,375

その他 102,307 102,673

流動負債合計 278,848 333,059

固定負債

リース債務 － 1,555

退職給付引当金 274,565 281,643

長期未払金 45,890 45,890

固定負債合計 320,455 329,088

負債合計 599,304 662,147

純資産の部

株主資本

資本金 918,200 918,200

資本剰余金 871,580 871,580

利益剰余金 3,166,334 3,169,647

自己株式 △359,143 △362,818

株主資本合計 4,596,970 4,596,608

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 876 3,036

為替換算調整勘定 △5,007 △16,145

その他の包括利益累計額合計 △4,131 △13,108

純資産合計 4,592,839 4,583,500

負債純資産合計 5,192,143 5,245,648
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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 2,738,625 2,587,041

売上原価 ※4 1,829,313 ※4 1,569,937

売上総利益 909,312 1,017,103

販売費及び一般管理費 ※1, ※2 953,783 ※1, ※2 934,404

営業利益又は営業損失（△） △44,471 82,698

営業外収益

受取利息 5,277 3,997

受取配当金 1,162 1,279

為替差益 2,329 －

作業くず売却益 1,801 2,302

保険返戻金 1,326 3,930

雑収入 4,409 2,620

営業外収益合計 16,306 14,130

営業外費用

支払利息 733 588

自己株式取得費用 － 16

為替差損 － 14,220

保険解約損 144 －

雑損失 5 342

営業外費用合計 882 15,167

経常利益又は経常損失（△） △29,047 81,661

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 9,817

特別利益合計 － 9,817

特別損失

固定資産除却損 ※3 1,292 ※3 1,426

リース解約損 － 35

投資有価証券評価損 － 4,826

減損損失 － ※5 1,601

特別損失合計 1,292 7,889

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失
（△）

△30,339 83,589

法人税、住民税及び事業税 4,040 4,199

過年度法人税等 4,485 －

法人税等調整額 △4,933 28,219

法人税等合計 3,591 32,418

少数株主損益調整前当期純利益 － 51,171

少数株主利益 － －

当期純利益又は当期純損失（△） △33,931 51,171
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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 － 51,171

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 － 2,160

為替換算調整勘定 － △11,137

その他の包括利益合計 － ※2 △8,977

包括利益 － ※1 42,193

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 － 42,193

少数株主に係る包括利益 － －
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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 918,200 918,200

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 918,200 918,200

資本剰余金

前期末残高 871,580 871,580

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 871,580 871,580

利益剰余金

前期末残高 3,272,054 3,166,334

当期変動額

剰余金の配当 △71,788 △47,858

当期純利益又は当期純損失（△） △33,931 51,171

当期変動額合計 △105,719 3,313

当期末残高 3,166,334 3,169,647

自己株式

前期末残高 △359,117 △359,143

当期変動額

自己株式の取得 △26 △3,674

当期変動額合計 △26 △3,674

当期末残高 △359,143 △362,818

株主資本合計

前期末残高 4,702,716 4,596,970

当期変動額

剰余金の配当 △71,788 △47,858

当期純利益又は当期純損失（△） △33,931 51,171

自己株式の取得 △26 △3,674

当期変動額合計 △105,746 △361

当期末残高 4,596,970 4,596,608
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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 △3,425 876

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

4,301 2,160

当期変動額合計 4,301 2,160

当期末残高 876 3,036

為替換算調整勘定

前期末残高 △8,460 △5,007

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

3,452 △11,137

当期変動額合計 3,452 △11,137

当期末残高 △5,007 △16,145

その他の包括利益累計額合計

前期末残高 △11,885 △4,131

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

7,754 △8,977

当期変動額合計 7,754 △8,977

当期末残高 △4,131 △13,108

純資産合計

前期末残高 4,690,831 4,592,839

当期変動額

剰余金の配当 △71,788 △47,858

当期純利益又は当期純損失（△） △33,931 51,171

自己株式の取得 △26 △3,674

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 7,754 △8,977

当期変動額合計 △97,991 △9,338

当期末残高 4,592,839 4,583,500
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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又は税金等調整前当期
純損失（△）

△30,339 83,589

減価償却費 105,571 83,247

減損損失 － 1,601

のれん償却額 105,980 105,980

貸倒引当金の増減額（△は減少） 23,354 △9,817

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,417 △12,074

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10,954 7,077

受取利息及び受取配当金 △6,440 △5,277

支払利息 733 588

為替差損益（△は益） 611 2,132

固定資産除却損 1,292 1,426

投資有価証券評価損益（△は益） － 4,826

売上債権の増減額（△は増加） △91,295 69,142

たな卸資産の増減額（△は増加） 82,271 △69,254

仕入債務の増減額（△は減少） △22,224 70,149

その他 24,069 16,686

小計 202,120 350,023

利息及び配当金の受取額 5,272 6,447

利息の支払額 △730 △584

法人税等の支払額 △6,604 △4,674

営業活動によるキャッシュ・フロー 200,059 351,212

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 △212,144 △289,506

定期預金の払戻による収入 200,000 243,209

投資有価証券の取得による支出 △50,000 －

投資有価証券の償還による収入 － 50,000

有形固定資産の取得による支出 △24,568 △63,640

ビデオグラム権の取得による支出 △27,893 △26,114

保険積立金の解約による収入 13,102 5,264

その他 △248 △8,225

投資活動によるキャッシュ・フロー △101,751 △89,013

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △6,000 △3,000

自己株式の取得による支出 △26 △3,674

リース債務の返済による支出 － △399

配当金の支払額 △71,788 △47,858

財務活動によるキャッシュ・フロー △77,814 △54,932

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,858 6,715

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 17,635 213,982

現金及び現金同等物の期首残高 1,387,161 1,404,797

現金及び現金同等物の期末残高 ※ 1,404,797 ※ 1,618,779
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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

項目
前連結会計年度

(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項 子会社は、全て連結しております。

連結子会社の数  １社

連結子会社の名称

阿爾賽(蘇州)無機材料有限公司

同左

２ 持分法の適用に関する事

項

(1) 持分法を適用した非連結子会社及

び関連会社

該当事項はありません。

同左

(2) 持分法を適用していない関連会社

該当事項はありません。

３ 連結子会社の決算日等に

関する事項

連結子会社である阿爾賽(蘇州)無機材

料有限公司の決算日は12月31日であり

ます。 

連結財務諸表の作成にあたっては、同

日現在の財務諸表を使用し、連結決算

日との間に生じた重要な取引について

は、連結上必要な調整を行っておりま

す。

同左

４ 会計処理基準に関する事

項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方

法

① 有価証券

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（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）

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方

法

① 有価証券

満期保有目的の債券

……同左

その他有価証券

時価のあるもの

……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
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項目
前連結会計年度

(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

② たな卸資産

通常の販売目的で保有するた
な卸資産
評価基準は原価法（収益性の

低下による簿価切下げの方法）

商 品……先入先出法

製 品……先入先出法

原材料……先入先出法

仕掛品……先入先出法

(ただし、個別受注品は個別法)

貯蔵品…… 終仕入原価法

② たな卸資産

通常の販売目的で保有するた
な卸資産
評価基準は原価法（収益性の

低下による簿価切下げの方法）

商 品……同左

製 品……同左

原材料……同左

仕掛品……同左

貯蔵品……同左

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の

方法

① 有形固定資産

当社は定率法により、在外連結

子会社は定額法によっておりま

す。

ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（附属設備を除

く）については定額法によって

おります。

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の

方法

① 有形固定資産（リース資産を除

く）

当社は定率法により、在外連結

子会社は定額法によっておりま

す。

ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（附属設備を除

く）については定額法によって

おります。

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物及び構築物 ６～47年

その他（工具器具 
及び備品）

２～６年

建物及び構築物 ６～47年

その他（工具器具  
及び備品）

２～６年

② 無形固定資産

ソフトウェア（自社利用分）

……社内における利用可能期

間に基づく定額法

② 無形固定資産

ソフトウェア（自社利用分）

……社内における利用可能期

間に基づく定額法

その他

……定額法

その他

……定額法

③ 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。

(3) 重要な外貨建の資産及び負債の本

邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の

直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理し

ております。

(3) 重要な外貨建の資産及び負債の本

邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の

直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理し

ております。

なお、在外連結子会社の資産及び

負債並びに収益及び費用は、在外

連結子会社の決算日の直物為替相

場により円換算し、換算差額は、

純資産の部における為替換算調整

勘定に含めて計上しております。
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項目
前連結会計年度

(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

(4) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に

回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しております。

(4) 重要な引当金の計上基準

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

支出に充てるため、将来の支給

見込額のうち当連結会計年度の

負担分を計上しております。

② 賞与引当金

同左

③ 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当連結会計年度

末において発生していると認め

られる額を計上しております。

過去勤務債務は、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(3年)による定額

法により按分した額を発生連結

会計年度から費用処理しており

ます。

数理計算上の差異は、各連結会

計年度の発生時における従業員

の平均残存勤務期間以内の一定

の年数（5年）による定額法に

より按分した額をそれぞれ発生

の翌連結会計年度から費用処理

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、本会計基準の適用に伴う

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、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当連結会計年度

末において発生していると認め

られる額を計上しております。

過去勤務債務は、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(3年)による定額

法により按分した額を発生連結

会計年度から費用処理しており

ます。

数理計算上の差異は、各連結会

計年度の発生時における従業員

の平均残存勤務期間以内の一定

の年数（5年）による定額法に

より按分した額をそれぞれ発生

の翌連結会計年度から費用処理

しております。

（追加情報）

平成23年２月14日開催の取締役

会において、確定拠出年金法の

施行に伴い、これまで退職給付

制度として採用していた適格退

職年金制度から、平成23年10月

１日に確定拠出年金制度及び退

職一時金制度に移行することを

決議いたしました。

 この移行に伴う会計処理につ

いては、「退職給付制度間の移

行等に関する会計処理」（企業

会計基準適用指針第１号）を適

用する予定であります。

(5) その他連結財務諸表作成のための

基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

(5) その他連結財務諸表作成のための

基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価につ

いては、全面時価評価法を採用してお

ります。

同左

６ のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

のれんの償却については、７年間の定

額法により償却を行なっております。

同左

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

（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。

これによる損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）

「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)の適用に伴い、当連結会計年度より、「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。

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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（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 担保に供されている資産及びこれに対応する債
務

(1) 担保に供されている資産

土地 1,332,137千円

建物及び構築物 313,057

計 1,645,195  

※１ 担保に供されている資産及びこれに対応する債務
(1) 担保に供されている資産

土地 1,332,137千円

建物及び構築物 290,131

計 1,662,268

(2) 上記に対応する債務

短期借入金 16,000千円

(2) 上記に対応する債務

短期借入金 14,000千円

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

給与手当 317,640千円

役員報酬 106,787

賞与引当金繰入額 31,173

減価償却費 12,419

研究開発費 34,108

のれん償却額 105,980

貸倒引当金繰入額 23,354

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

給与手当 360,835千円

役員報酬 106,787

賞与引当金繰入額 30,196

退職給付費用 11,289

減価償却費 14,111

研究開発費 15,328

のれん償却額 105,980

貸倒引当金繰入額 249

※２ 一般管理費に含まれる研究開発費は34,108千円で

あります。

※２ 一般管理費に含まれる研究開発費は15,328千円で

あります。

※３ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

機械装置及び運搬具 18千円

その他（工具器具及び備品） 1,273

合計 1,292
 

※３ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

その他（工具器具及び備品） 1,426千円

合計 1,426

※４ 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低

下による簿価切下額

売上原価 9,323千円

※４ 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低

下による簿価切下額

売上原価 3,044千円

―――――――

 

※５ 減損損失

当連結会計年度において、当社グループは以下の

資産グループについて減損損失を計上しました。

場所 用途 種類

東京都羽村市
その他事業用
資産

工具、器 具及
び備品等

当社グループは、事業の種類別セグメントを基礎

として資産をグルーピングしております。

その他事業用資産については、当事業の営業赤字

が継続しており、短期間に業績の回復が見込めない

ことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当

該減少額を減損損失として計上いたしました。その

内訳は、工具、器具及び備品798千円、無形固定資

産802千円であります。

なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却

価額により測定しております。
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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 

 
  

(連結包括利益計算書関係)

親会社株主に係る包括利益 △26,176千円

少数株主に係る包括利益 ― 

計 △26,176

その他有価証券評価差額金 4,301千円

為替換算調整勘定 3,452   

計 7,754
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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 発行済株式に関する事項 

   
２ 自己株式に関する事項 

 
(変動事由の概要) 

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

単元未満株式の買取による増加    75株 
  

 (1) 配当金支払額 

   

 
  

当連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
２ 自己株式に関する事項 

 
(変動事由の概要) 

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

取締役会決議による自己株式の取得による増加 16,000株 

単元未満株式の買取による増加 84株 
  

 (1) 配当金支払額 

   

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 5,225,000 ― ― 5,225,000

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 439,076 75 ─ 439,151

３ 配当に関する事項

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25日 
定時株主総会

普通株式 47,859 10 平成21年３月31日 平成21年６月26日

平成21年11月２日 
取締役会

普通株式 23,929 5 平成21年９月30日 平成21年11月27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
（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25日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 23,929 5 平成22年３月31日 平成22年６月28日

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 5,225,000 ― ― 5,225,000

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 439,151 16,084 ― 455,235

３ 配当に関する事項

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25日 
定時株主総会

普通株式 23,929 5 平成22年３月31日 平成22年６月28日

平成22年11月２日 
取締役会

普通株式 23,928 5 平成22年９月30日 平成22年11月26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
（千円）

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 23,848 5 平成23年３月31日 平成23年６月27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 1,616,941千円

預入期間が３か月を超える 
定期預金

△212,144

現金及び現金同等物 1,404,797
  

※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 1,876,186千円

預入期間が３か月を超える 
定期預金

△257,407

現金及び現金同等物 1,618,779

(リース取引関係)

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)

ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引
当連結会計年度中に取得したリース資産はあり

ません。
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
内容は次のとおりであります。

ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引
当連結会計年度中に取得したリース資産はありま

せん。
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、その内容は次
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

額及び期末残高相当額

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

 

(単位：千円)

取得価額
相当額

減価償却 
累計額 
相当額

期末残高
相当額

機械装置 
及び運搬具

220,518 212,158 8,360

その他（工
具器具及び
備品）

74,029 69,389 4,640

合計 294,548 281,548 13,000

 

(単位：千円)

取得価額
相当額

減価償却 
累計額 
相当額

期末残高
相当額

機械装置
及び運搬具

60,868 60,516 352

その他（工
具器具及び
備品）

74,029 74,029 ―

合計 134,898 134,546 352

② 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 13,180千円

１年超 392

合計 13,573

② 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 392千円

１年超 ―

合計 392

③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

支払リース料 27,938千円

減価償却費相当額 26,418

支払利息相当額 588

③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

支払リース料 13,290千円

減価償却費相当額 12,648

支払利息相当額 109

④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

  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。

  利息相当額の算定方法

  ――リース料総額とリース物件の取得価額相当額の

差額を利息相当額とし、各期への配分方法につ

いては利息法によっております。

④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

  減価償却費相当額の算定方法

同左

  利息相当額の算定方法

同左

 

㈱アルメディオ(7859)平成23年３月期　決算短信

－ 22 －



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） 

(追加情報) 

当連結会計年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年３月10

日）及び「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成20年

３月10日）を適用しております。 

  

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については

銀行借入による方針です。 

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに

関しては、当社グループの与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行う体

制としています。 

投資有価証券である株式は市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に満期保有目的の

債券及び業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告

されております。 

営業債務である買掛金は、１年以内の支払期日です。 

短期借入金の使途は運転資金であります。 

  

平成22年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとお

りであります。 

 
(*) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。 

(注)１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 

(1)現金及び預金、並びに(2)受取手形及び売掛金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価格にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ

ております。 

(3)投資有価証券 

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引金融機関から提示された

価格によっております。また、投資信託については、公表されている基準価格によっております。 

また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照下さ

い。 

(4)買掛金、並びに(5)短期借入金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価格にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ

ております。 

(金融商品関係)

１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

２．金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額 時価 差額

(1) 現金及び預金 1,616,941 1,616,941 ―

(2) 受取手形及び売掛金 577,849 577,849 ―

(3) 投資有価証券

   満期保有目的の債券 100,000 100,193 193

   その他有価証券 55,237 55,237 ―

(4) 買掛金 (73,668) (73,668) ―

(5) 短期借入金 (20,000) (20,000) ―
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２．時価を把握する事が極めて困難と認められる金融商品 

該当事項はありません。 

３．金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額 

 
  

４．社債、新株予約権付社債、長期借入金及びリース債務の連結決算日後の返済予定額 

該当事項はありません。 

  

１年以内
(千円)

１年超５年以内
(千円)

５年超10年以内 
(千円)

10年超
(千円)

現金及び預金 ― ─ ─ ─

受取手形及び売掛金 577,849 ─ ─ ─

投資有価証券

満期保有目的の債券

(1) 国債・地方債等 ─ ─ ─ ─

(2) 社債 ─ ─ 50,000 ─

(3) その他 ─ 50,000 ─ ─

その他有価証券のうち 
満期があるもの

(1) 債券 ─ ─ ─ ─

(2) その他 ─ 8,258 ─ ─

合計 577,849 58,258 50,000 ─
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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） 

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については

銀行借入による方針です。 

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに

関しては、当社グループの与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行う体

制としています。 

投資有価証券である株式は市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に満期保有目的の

債券及び業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告

されております。 

営業債務である買掛金は、１年以内の支払期日です。 

短期借入金の使途は運転資金であります。 

  

平成23年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとお

りであります。 

 
(*) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。 

(注)１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 

(1)現金及び預金、並びに(2)受取手形及び売掛金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価格にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ

ております。 

(3)投資有価証券 

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引金融機関から提示された

価格によっております。また、投資信託については、公表されている基準価格によっております。 

また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照下さ

い。 

(4)買掛金、並びに(5)短期借入金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価格にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ

ております。 

１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

２．金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額 時価 差額

(1) 現金及び預金 1,876,186 1,876,186 ―

(2) 受取手形及び売掛金 513,598 513,598 ―

(3) 投資有価証券

   満期保有目的の債券 50,000 50,737 737

   その他有価証券 50,993 50,993 ―

(4) 買掛金 (142,110) (142,110) ―

(5) 短期借入金 (17,000) (17,000) ―
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２．時価を把握する事が極めて困難と認められる金融商品 

該当事項はありません。 

３．金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額 

 
  

  

１年以内
(千円)

１年超５年以内
(千円)

５年超10年以内 
(千円)

10年超
(千円)

現金及び預金 ― ― ― ―

受取手形及び売掛金 513,598 ― ― ―

投資有価証券

満期保有目的の債券

(1) 国債・地方債等 ― ― ― ―

(2) 社債 ― ― 50,000 ―

(3) その他 ― ― ― ―

その他有価証券のうち 
満期があるもの

(1) 債券 ― ― ― ―

(2) その他 8,296 ― ― ―

合計 521,894 ― 50,000 ―
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売買目的有価証券で保有しているものはありません。 
  

   

   

当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券はありません。 
  

当連結会計年度中に売却したその他有価証券はありません。 

  

(有価証券関係)

前連結会計年度(平成22年３月31日現在)

１ 売買目的有価証券

２ 満期保有目的の債券

種類
連結貸借対照表 
計上額(千円)

時価
(千円)

差額 
(千円)

時価が連結貸借対照表 
計上額を超えるもの

(1) 国債・地方債等 ─ ─ ─

(2) 社債 50,000 50,738 738

(3) その他 ─ ─ ─

小計 50,000 50,738 738

時価が連結貸借対照表  
計上額を超えないもの

(1) 国債・地方債等 ─ ─ ─

(2) 社債 ─ ─ ─

(3) その他 50,000 49,455 △545

小計 50,000 49,455 △545

計 100,000 100,193 193

３ その他有価証券

種類
連結貸借対照表 
計上額(千円)

取得原価
(千円)

差額 
(千円)

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの

(1) 株式 231 191 39

(2) 債券 ─ ─ ─

(3) その他 22,511 14,058 8,453

小計 22,742 14,249 8,493

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの

(1) 株式 12,926 17,139 △4,213

(2) 債券 ─ ─ ─

(3) その他 19,568 22,369 △2,801

小計 32,494 39,509 △7,015

計 55,237 53,758 1,478

４ 当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券

５ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券
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売買目的有価証券で保有しているものはありません。 
  

   

   

当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券はありません。 
  

当連結会計年度中に売却したその他有価証券はありません。 

  

当連結会計年度(平成23年３月31日現在)

１ 売買目的有価証券

２ 満期保有目的の債券

種類
連結貸借対照表 
計上額(千円)

時価
(千円)

差額 
(千円)

時価が連結貸借対照表 
計上額を超えるもの

(1) 国債・地方債等 ― ― ―

(2) 社債 50,000 50,737 737

(3) その他 ― ― ―

小計 50,000 50,737 737

時価が連結貸借対照表  
計上額を超えないもの

(1) 国債・地方債等 ― ― ―

(2) 社債 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

小計 ― ― ―

計 50,000 50,737 737

３ その他有価証券

種類
連結貸借対照表 
計上額(千円)

取得原価
(千円)

差額 
(千円)

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの

(1) 株式 259 191 67

(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 21,722 12,342 9,380

小計 21,981 12,533 9,448

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの

(1) 株式 11,763 12,313 △550

(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 17,248 21,025 △3,777

小計 29,011 33,339 △4,327

計 50,993 45,872 5,120

４ 当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券

５ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券
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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)及び当連結会計年度(平成22年４月

１日 至平成23年３月31日) 

当社グループは、デリバティブ取引を利用していないため、該当事項はありません。 

  

  

当社は確定給付型の制度として、厚生年金基金制度、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設け
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、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は次のとおりであ

ります。 
  

(1) 制度全体の積立状況に関する事項 

   

(2) 制度全体に占める当社グループの掛金拠出割合 

前連結会計年度  0.27％（平成22年３月31日現在） 
当連結会計年度  0.26％（平成23年３月31日現在） 

  

(3) 補足説明 

上記(1)の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高18,298,510千円でありま
す。本制度における過去勤務債務の償却方法は期間20年の元利均等償却であります。 

  

  

 
  

  

 
  

(デリバティブ取引関係)

(退職給付関係)

１ 採用している退職給付制度の概要

前連結会計年度 当連結会計年度

(平成21年３月31日現在) (平成22年３月31日現在)

年金資産の額 165,146,223千円 185,995,423千円

年金財政計算上の給付債務の額 203,202,462 218,220,667

差引額 △38,056,238 △32,225,243

２ 退職給付債務に関する事項

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) 退職給付債務 △442,578千円 △468,422千円

(2) 年金資産 192,243 201,374

(3) 未積立退職給付債務(1)＋(2) △250,334 △267,048

(4) 未認識数理計算上の差異 △24,230 △14,594

(5) 未認識過去勤務債務(債務の減額) ─ ―

(6) 連結貸借対照表計上額純額(3)＋(4)＋(5) △274,565 △281,643

(7) 前払年金費用 ─ ―

(8) 退職給付引当金(6)－(7) △274,565 △281,643

３ 退職給付費用に関する事項

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)

退職給付費用 32,220千円 24,824千円

(1) 勤務費用 31,870 30,429

(2) 利息費用 8,552 8,851

(3) 期待運用収益(減算) △2,763 △2,883

(4) 過去勤務債務の費用処理額 ─ ―

(5) 数理計算上の差異の費用処理額 △5,438 △11,572
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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)及び当連結会計年度(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。 

  

  

  

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

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) 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同左

(2) 割引率 2.0％ 同左

(3) 期待運用収益率 1.5％ 同左

(4) 過去勤務債務の額の処理年数 ３年 同左

(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
よる定額法により按分した額
を発生連結会計年度から費用
処理しております。)

同左

(5) 数理計算上の差異の処理年数 ５年 同左

(各連結会計年度の発生時に
おける従業員の平均残存勤務
期間以内の一定の年数による
定額法により按分した額をそ
れぞれ発生の翌連結会計年度
から費用処理することとして
おります。)

同左

(ストック・オプション等関係)
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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)及び当連結会計年度(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。 

  

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)及び当連結会計年度(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。 

  

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)及び当連結会計年度(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。 

(税効果会計関係)

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 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

   賞与引当金 31,107千円

   退職給付引当金 111,720

   繰越欠損金 48,893

   その他 42,226

    繰延税金資産小計 233,948

   評価性引当額 △9,087

    繰延税金資産合計 224,860

  繰延税金負債

   のれん △51,748

   その他 △601

    繰延税金負債合計 △52,349

  繰延税金資産の純額 172,510

 
 

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

   賞与引当金 25,732千円

   退職給付引当金 114,600

   繰越欠損金 46,103

   その他 47,749

    繰延税金資産小計 234,185

   評価性引当額 △19,688

    繰延税金資産合計 214,496

  繰延税金負債

   のれん △68,997

   その他 △2,083

    繰延税金負債合計 △71,081

  繰延税金資産の純額 143,415

 

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 40.7％

  （調整）

交際費等永久に損金に算入されない 

項目
△22.7

受取配当等永久に益金に算入されな

い項目
0.5

住民税均等割 △13.3

過年度法人税等 △14.8

評価性引当額 △7.2

その他 5.0

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △11.8
 

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 40.7％

  （調整）

交際費等永久に損金に算入されない 

項目
7.8

受取配当等永久に益金に算入されな

い項目
△0.2

住民税均等割 4.8

評価性引当額 12.7

海外子会社との税率差異 △12.6

その他 △14.4

税効果会計適用後の法人税等の負担率 38.8

(企業結合等関係)

(資産除去債務関係)

(賃貸等不動産関係)
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(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分をベースに製品の種類、販売市場の類似性等に基づき区分して

おります。 

２ 各事業区分の主な製品及び事業内容 

(1) ディスク事業……オーディオ・ビデオ等のＡＶ機器やコンピュータ周辺機器等の規準及び調整用テストテ

ープ、テストディスクの開発・製造・販売、ＣＤ・ＤＶＤ・ＢＤのＯＥＭ製造・販売、

ＤＶＤベリフィケーションラボラトリ及びＢＤテスティングセンターとしての認証テス

ト及び各種ディスクの特性テスト受託等 

(2) その他事業………光メディア用計測器の開発・製造・販売及び電子部品用副資材、耐火材料及び関連製品

の開発・製造・販売 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(502,653千円)の主なものは、親会社の管

理部門にかかる費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産(2,390,068千円)の主なものは、親会社での余資運用資

金、長期投資資金及び管理部門に係る資産等であります。 

  

(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)

ディスク事業 

（千円）

その他事業 

(千円）

計 

（千円）

消去又は全社 

(千円）

連結 

（千円）

Ⅰ  売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 2,494,189 244,436 2,738,625 ─ 2,738,625

(2) セグメント間の内部売上
高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─

計 2,494,189 244,436 2,738,625 ─ 2,738,625

営業費用 1,969,124 311,409 2,280,533 502,563 2,783,097

営業利益又は 
営業損失（△）

525,065 △66,973 458,091 △502,563 △44,471

Ⅱ  資産、減価償却費及び資
本的支出

資産 2,472,918 329,156 2,802,075 2,390,068 5,192,143

減価償却費 159,960 13,938 173,899 35,414 209,313

資本的支出 12,065 6,471 18,537 6,030 24,568
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(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

東アジア…………中国 

３ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産はありません。 

  

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

   ２ 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

   (1) 東アジア…………香港、韓国、台湾、中国 

   (2) 東南アジア………シンガポール、フィリピン 

   (3) その他の地域……米国等 

   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。 

  

(所在地別セグメント情報)

前連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)

日本 

（千円）

東アジア 

(千円）

計 

（千円）

消去又は全社 

(千円）

連結 

（千円）

Ⅰ  売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 2,495,805 242,820 2,738,625 ─ 2,738,625

(2) セグメント間の内部売上
高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─

計 2,495,805 242,820 2,738,625 ─ 2,738,625

営業費用 2,543,164 239,932 2,783,097 ─ 2,783,097

営業利益又は 
営業損失（△）

△47,358 2,887 △44,471 ─ △44,471

Ⅱ  資産 5,268,454 299,414 5,567,868 △375,724 5,192,143

(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）

東アジア 東南アジア その他の地域 計

Ｉ 海外売上高（千円） 617,793 104,392 18,045 740,230

Ⅱ 連結売上高（千円） ─ ─ ─ 2,738,625

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％) 22.5 3.8 0.7 27.0
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（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。 

  

Ⅰ  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  報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会
が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているもので
あります。 
当社の事業は「テストメディア事業」及び「クリエイティブメディア事業」並びに「その他事業」

で構成されており、連結子会社は「断熱材事業」の単一事業となっております。各事業は取り扱う製
品・サービスについて、国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 
したがって、当社は、販売体制を基礎とした製品・サービス別セグメントから構成されており、

「テストメディア事業」「クリエイティブメディア事業」「断熱材事業」「その他事業」の４つを報
告セグメントとしております。 
「テストメディア事業」はオーディオ・ビデオ機器やコンピュータ周辺機器等の規準及び調整用テ

ストテープ、テストディスクの開発・製造・販売、ＤＶＤベリフィケーションラボラトリ及びＢＤテ
スティングセンターとしての認証テスト及び各種ディスクの特性テスト受託等を行っております。
「クリエイティブメディア事業」はＣＤ・ＤＶＤ・ＢＤのＯＥＭ製造・販売を行っております。「断
熱材事業」は電子部品用副資材、耐火材料及び関連製品の開発・製造・販売を行っております。「そ
の他事業」は光メディア用計測器等の開発・製造・販売を行っております。 

  

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

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

な事項」における記載と概ね同一であります。 

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。 

  

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 

 
  

(セグメント情報)

(単位：千円)

報告セグメント

合計
テストメデ
ィア事業

クリエイテ
ィブメディ
ア事業

断熱材事業 その他事業 計

売上高

  外部顧客への売上高 1,065,371 1,428,818 242,820 1,616 2,738,625 2,738,625

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 1,065,371 1,428,818 242,820 1,616 2,738,625 2,738,625

セグメント利益又は損失(△) 353,420 171,644 2,887 △69,860 458,091 458,091

セグメント資産 1,311,932 1,153,907 298,626 44,565 2,809,032 2,809,032

その他の項目

  減価償却費 22,327 31,652 13,415 523 67,918 67,918

  のれんの償却額 105,980 ― ― ― 105,980 105,980
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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：千円)

利益 金額

報告セグメント計 458,091

全社費用 △502,563

連結財務諸表の営業利益 △44,471

(単位：千円)

資産 金額

報告セグメント計 2,809,032

全社資産 2,383,111

連結財務諸表の資産合計 5,192,143

(単位：千円)

その他の項目 報告セグメント計 調整額
連結財務諸表

計上額

減価償却費 67,918 37,652 105,571
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Ⅱ  当連結会計年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日) 

１  報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会
が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているもので
あります。 
当社の事業は「テストメディア事業」及び「クリエイティブメディア事業」並びに「その他事業」

で構成されており、連結子会社は「断熱材事業」の単一事業となっております。各事業は取り扱う製
品・サービスについて、国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 
したがって、当社は、販売体制を基礎とした製品・サービス別セグメントから構成されており、

「テストメディア事業」「クリエイティブメディア事業」「断熱材事業」「その他事業」の４つを報
告セグメントとしております。 
「テストメディア事業」はオーディオ・ビデオ機器やコンピュータ周辺機器等の規準及び調整用テ

ストテープ、テストディスクの開発・製造・販売、ＤＶＤベリフィケーションラボラトリ及びＢＤテ
スティングセンターとしての認証テスト及び各種ディスクの特性テスト受託等を行っております。
「クリエイティブメディア事業」はＣＤ・ＤＶＤ・ＢＤのＯＥＭ製造・販売を行っております。「断
熱材事業」は電子部品用副資材、耐火材料及び関連製品の開発・製造・販売を行っております。「そ
の他事業」は光メディア用計測器等の開発・製造・販売を行っております。 

  

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

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

な事項」における記載と概ね同一であります。 

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。 

  

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 

 
  

(単位：千円)

報告セグメント

合計
テストメデ
ィア事業

クリエイテ
ィブメディ
ア事業

断熱材事業 その他事業 計

売上高

  外部顧客への売上高 1,108,922 1,149,590 321,619 6,909 2,587,041 2,587,041

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 1,108,922 1,149,590 321,619 6,909 2,587,041 2,587,041

セグメント利益又は損失(△) 479,575 105,042 31,860 △69,521 546,956 546,956

セグメント資産 1,118,387 1,130,116 377,621 88,645 2,714,770 2,714,770

その他の項目

  減価償却費 9,730 26,527 13,673 130 50,061 50,061

  のれんの償却額 105,980 ― ― ― 105,980 105,980
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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：千円)

利益 金額

報告セグメント計 546,956

全社費用 △464,258

連結財務諸表の営業利益 82,698

(単位：千円)

資産 金額

報告セグメント計 2,714,770

全社資産 2,530,877

連結財務諸表の資産合計 5,245,648

(単位：千円)

その他の項目 報告セグメント計 調整額
連結財務諸表

計上額

減価償却費 50,061 33,185 83,247
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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  製品及びサービスごとの情報 

 
  

２  地域ごとの情報 

(1) 売上高 

 
  

(2) 有形固定資産 

 
  

３  主要な顧客ごとの情報 

 
  

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) 

 
  

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) 

 
  

(関連情報)

(単位：千円)

テストメディア
事業

クリエイティブ
メディア事業

断熱材事業 その他事業 合計

外部顧客への売上高 1,108,922 1,149,590 321,619 6,909 2,587,041

(単位：千円)

日本 東アジア 東南アジア その他の地域 合計

1,687,695 781,975 103,319 14,050 2,587,041

(単位：千円)

日本 中国 合計

1,696,716 155,517 1,852,234

(単位：千円)

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

エイベックス・マーケティング㈱ 419,427 クリエイティブメディア事業

PANESIAN HONG KONG LTD. 339,571 テストメディア事業

(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)

(単位：千円)

報告セグメント

全社・消去 合計
テストメデ
ィア事業

クリエイテ
ィブメディ
ア事業

断熱材事業 その他事業 計

減損損失 ― ― ― 1,601 1,601 ― 1,601

(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)

(単位：千円)

報告セグメント

全社・消去 合計
テストメデ
ィア事業

クリエイテ
ィブメディ
ア事業

断熱材事業 その他事業 計

当期償却額 105,980 ― ― ― 105,980 ― 105,980

当期末残高 317,940 ― ― ― 317,940 ― 317,940
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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。 

  

  

  

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)及び当連結会計年度(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。 

  

  

  

  

 
(注) １ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

２ 算定上の基礎 

 (1) １株当たり純資産額 

  

 
  

 (2) １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失 

  

(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)

(関連当事者情報)

(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 959円67銭 １株当たり純資産額 960円95銭

１株当たり当期純損失(△) △７円９銭 １株当たり当期純利益 10円71銭

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)

連結貸借対照表上の純資産の部の合計額
(千円)

4,592,839 4,583,500

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) ─ ―

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 4,592,839 4,583,500

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(株)

4,785,849 4,769,765

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

連結損益計算書上の当期純利益 
又は当期純損失(△)(千円)

△33,931 51,171

普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ―

普通株式に係る当期純利益 
又は当期純損失(△)(千円)

△33,931 51,171

普通株式の期中平均株式数(株) 4,785,876 4,779,289
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該当事項はありません。 

  

  

  

  

該当事項はありません。 

  

取締役     高橋 靖（現 阿爾賽(蘇州)無機材料有限公司 董事 兼 総経理） 

  

取締役会長   沼尻和彦 

取締役     細美英美（現 窯業・セラミックス部門担当） 

(重要な後発事象)

５．その他

（１）役員の異動

① 代表者の異動

② その他の役員の異動

・新任取締役候補

・退任予定取締役
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