
（百万円未満切捨て） 
１．平成23年６月期の連結業績（平成22年３月21日～平成23年６月20日） 

(注）包括利益 23年６月期 779百万円 (－%)   22年３月期 △782百万円 (－%) 

(参考）持分法投資損益 23年６月期 △４百万円 22年３月期 1百万円  
(注）平成23年６月期は、３月決算から６月決算へ決算期の変更をしたことに伴い15ケ月の変則決算となっておりますの

で、対前期増減率は記載しておりません。 
  

(2）連結財政状態  

（参考） 自己資本 23年６月期 15,472百万円 22年３月期  14,746百万円 
  
(3）連結キャッシュ・フローの状況  

  

２．配当の状況 

(注1）当期における配当予想の修正有無 : 有 
   平成23年７月28日に公表いたしました「配当予想の修正に関するお知らせ」においてお知らせしましたとおり、  

平成23年６月期の期末配当は１株当たり２円とさせていただきます。  
(注2）平成23年６月期は、３月決算から６月決算へ決算期の変更をしたことに伴い、平成23年４月18日に「平成23年６月

期第４四半期短信」を提出しております。なお、第４四半期末時点における配当はありません。 
  

３．平成24年６月期の連結業績予想（平成23年６月21日～平成24年６月20日） 

(注1）平成23年６月期は、３月決算から６月決算へ決算期の変更をしたことに伴い15ケ月の変則決算となっておりますの
で、対前期増減率は記載しておりません。  
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(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６月期 21,438  － 1,391 － 1,456 － 809 －
22年３月期  13,203  △38.2 △774 － △447 －  △784 －

  
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６月期 15  19 － 5.4 7.1   6.5
22年３月期 △14 72 －   △5.2   △2.2    △5.9

  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６月期 21,465  15,472 72.1             290    32
22年３月期 19,336 14,746  76.3       276    70

  
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６月期 2,170  △1,351 △58             4,585  
22年３月期 2,790  △760  △153       3,889  

  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

第４
四半期末

期末 合計

  円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

22年３月期 － 0  00 － － 0  00 0  00 － － －
23年６月期 －   1  00 － －   2  00   3  00      159 19.8      1.1

24年６月期（予想） － 2  00 － － 2  00 4  00  25.0  

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間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２四半期連結累計期間 
通   期 

9,000 
17,900 

－ 
－  

660
1,370 

－
－ 

680
1,430

－
－ 

410 
850 

－  
－ 

  7    69 
 15    95 



４．その他 
  (1）期中における重要な子会社の異動 ： 無 

   新規  －社（社名  ） 除外   －社（社名   ）  

 （注）当期における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。  

  (2）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

    ①会計基準等の改正に伴う変更 ： 有 

    ②①以外の変更        ： 無 

 （注）詳細は、【添付資料】Ｐ.12「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

  

  (3）発行済株式数（普通株式） 

  

（参考）個別業績の概要 

１．平成23年６月期の個別業績（平成22年３月21日～平成23年６月20日） 

     

(注）平成23年６月期は、３月決算から６月決算へ決算期の変更をしたことに伴い15ケ月の変則決算となっておりますの

で、対前期増減率は記載しておりません。 

  

(2）個別財政状態  

（参考） 自己資本 23年６月期 14,169百万円 22年３月期  13,560百万円 

  

※ 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レビュー手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、財務
諸表に対するレビュー手続が実施中です。 

  

  

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）  23年６月期 53,296,100株 22年３月期 53,296,100株

② 期末自己株式数 23年６月期 2,460株 22年３月期 1,551株

③ 期中平均株式数 23年６月期 53,293,981株 22年３月期 53,294,550株

(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 当期利益

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年６月期  19,711  － 1,200 － 1,404 － 662 －
22年３月期  11,915  △38.6 △732 － △413 －  △549 －

  
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６月期 12  44 －
22年３月期 △10 30 －

  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６月期 19,914  14,169 71.2            265    88
22年３月期 17,670 13,560  76.7       254    45

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述等についてのご注意） 
 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。 
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(1）経営成績に関する分析 

 当連結会計年度におけるわが国の経済は、長期傾向を呈している円高、株安、デフレ経済の進行などで、下ぶれ懸

念材料が多く、先行き不透明な状況が続いておりますが、中国をはじめとする新興国向けの輸出に支えられ、景気は

緩やかに持ち直してまいりました。しかしながら、３月に発生しました東日本大震災の影響により、再び停滞感が深

まる状況となりました。 

  このような状況下、当社グループの主要ユーザーである製造業や鉄道車両関係、半導体製造装置関係を中心に、

企業の設備投資稼働率が好転したことで、需要が回復してまいりました。 

 なお、東日本大震災により、茨城県下妻市に所在する当社事業所(空気圧機器製造)は、設備等の損傷を受けました

が、早期に回復することができ、その影響を軽微に抑えることができました。 

 この結果、当連結会計年度の業績は、売上高は214億３千８百万円、営業利益は13億９千１百万円、経常利益は14

億５千６百万円、また、特別利益に遊休工場用地(山口県)の売却益１億２百万円、特別損失に東日本大震災による修

繕費用等の損失１億１百万円、遊休工場用地(兵庫県)の減損損失１億２百万円、早期退職優遇制度利用に伴う退職特

別加算金５千４百万円などを計上したことにより、当期純利益は８億９百万円となりました。 

 なお、当社は、平成22年６月11日開催の第79回定時株主総会において、事業年度の末日を６月20日とする決算期の

変更を行いました。これにより、当連結会計年度は、平成22年３月21日から平成23年６月20日までの15ケ月の変則決

算となっております。従って、対前期増減比率につきましては、記載しておりません。  

  

 事業の種類別セグメントの状況は次の通りであります。 

  

（油空圧機器事業） 

 政府の景気対策や消費刺激策による景気押し上げ効果から、国内の工作機械や一般産業機械をはじめ新興国向けの

輸出機械に搭載される油空圧機器や、新幹線等の鉄道車両に搭載される空気圧機器、ロボットメーカーへの電動グリ

ッパ等を中心に受注が回復いたしました。 

 一方、特注油圧機器の需要の中心であった製鉄機械や環境機械メーカーは価格競争力維持のため、新興国などのベ

ストコストカントリーへ生産をシフトする動きを依然として変えておらず、受注は低迷しております。 

 当社の企業メッセージである「Intelligent Motion & Control（知的動作制御）」をキーワードに開発いたしまし

た「圧入管理システム（あつかんサーボ）」は、産・官・学からの引き合い及びリピート採用により受注が増加いた

しました。 

 この結果、当連結会計年度における売上高は161億８千３百万円、営業利益は18億２千８百万円となりました。 

  

（機械・装置事業） 

 国内における自動車設備の新規引き合いは依然として低迷した状況でありますが、海外、特に中国、韓国、北米向

けの自動車設備の受注は回復基調にあります。この中で、中国での現地生産並びに保守への対応力強化、及び為替変

動による収益変動を緩和するため、自動車製造設備機械装置の製造・販売を担う子会社「太派机械(天津)有限公司」

を平成23年６月に中国天津市に設立いたしました。 

 また、高機能携帯端末等の普及により半導体市況が活発になりフラッシュメモリ等の需要が回復した影響により、

半導体製造装置メーカー向け機械装置の受注も回復してまいりました。 

この結果、当連結会計年度における売上高は52億５千４百万円、営業利益は６億５千４百万円となりました。 

  

（次期の見通し）  

 景気は、中国などアジア向けを中心とした輸出に支えられ回復基調にあるものの、円高、株安、デフレ経済の進行

など景気を下押しする材料に加え、東日本大震災による影響など不透明な状況が続くと思われます。 

 このような状況下にあっても利益を確保できる体質に転換するための事業構造改革及び収益構造改革に取り組んで

まいります。次期の見通しは、次のとおりであります。 

（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

(注)平成23年６月期は、３月決算から６月決算へ決算期の変更をしたことに伴い15ケ月の変則決算となっておりますの

で、 対前期増減率は記載しておりません。 

１．経営成績

    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 ％

連結 

第2四半期
累計期間  9,000 －  660 －  680  －  410 －

通期  17,900 －  1,370 －  1,430 －  850 －
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(2）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

（流動資産） 

 流動資産は161億１千６百万円と前連結会計年度比30億２千１百万円増加しておりますが、これは主として現金及

び預金の増加21億３千３百万円、受取手形及び売掛金の増加11億５千４百万円によるものであります。 

（固定資産） 

 固定資産は53億４千８百万円と前連結会計年度比８億９千２百万円減少しておりますが、これは主として有形固定

資産の減少６億１百万円、繰延税金資産の減少２億２百万円によるものであります。 

（負債） 

 負債は59億９千３百万円と前連結会計年度比14億２百万円増加しておりますが、これは主として支払手形及び買掛

金の増加11億３千４百万円によるものであります。 

（純資産） 

 純資産は154億７千２百万円と前連結会計年度比７億２千５百万円増加しておりますが、これは主として利益剰余

金の増加７億５千６百万円によるものであります。 

  

② キャッシュ・フローの状況  

 当連結会計年度末における現金および現金同等物（以下「資金」という。）の残高は前連結会計年度末に比べて、

６億９千６百万円増加し、45億８千５百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、主として税金等調整前当期純利益12億８千７百万円、仕入債務の増加11億

５千４百万円等により、21億７千万円の資金の増加(前連結会計年度は27億９千万円の資金の増加)となりました。 

 （投資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・フローは、主として定期預金の払戻による収入10億７千６百万円により増加したもの

の、定期預金の預入による支出25億１千３百万円等により、13億５千１百万円の資金の減少(前連結会計年度は７億

６千万円の資金の減少)となりました。 

 （財務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・フローは、主として配当金の支払５千３百万円等により、５千８百万円の資金の減少

(前連結会計年度は１億５千３百万円の資金の減少)となりました。 

 当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 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 

 （注１) 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。 

 （注２) 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式総数をベースに計算しております。なお、平成20年3月期までは非

上場であり、株式時価総額の把握が困難なため記載しておりません。 

 （注３) キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローを利用しております。  

 （注４) 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。 

 （注５) 利払いにつきましては、平成20年３月期決算短信までは連結損益計算書の支払利息の金額を用いておりま 

          したが、より厳密に計算するため、平成21年３月期中間短信からは連結キャッシュ・フロー計算書の利息 

          の支払額を用いております。 

  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６月期

自己資本比率（％）  59.1  62.0  72.1  76.3  72.1

時価ベースの自己資本比率

（％） 
 －  －  23.2  31.7  38.7

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（％） 
 479.1  82.4  7.7  －  －

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍） 
 9.7  49.6  184.6  7,084.8  3,339.8
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  (3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つと認識しており、安定的な経営基盤の確保と内部留保の

充実を勘案しつつ、安定的な配当を継続して行うことを基本方針としております。 

 当期の利益配分につきましては、平成23年7月28日開催の取締役会決議により期末配当金を１株当たり２円とさせ

ていただきました。これにより、当期の１株当たり配当金は、中間期１円、期末２円、通期で３円としております。

 内部留保金の使途につきましては、事業開発・海外展開など経営基盤を一層強化するための投資に活用してまいり

ます。 

 次期の利益配当につきましては、１株当たり４円の年間配当を予定しております。 

     

 事業の系統図は次の通りであります。 

 
  (注)太派机械（天津）有限公司は、平成23年６月16日付で当社の連結子会社として設立されました。 

  

 （１）会社の対処すべき課題 

 中国などアジア向けを中心とした輸出の回復に支えられ、需要は回復してまいりましたが、東日本大震災の影響等

により先行きが不透明な状況が続いております。 

 このような状況下にあっても強固な経営基盤を構築していくため、適正な販売価格の見直し活動（Strategic 

Pricing活動）や、材料調達面でのコストダウン活動（Strategic Procurement活動）ムダを排除し効率的な事業体質

を目指す活動（Lean活動）に今後も継続して取り組んでまいります。 

 また、戦略事業開発本部を中心に鉄道や昨今の省エネ時代にマッチしたハイブリッド商品など、成長が見込まれる

分野への需要拡大を計るとともに、「太派机械(天津)有限公司」の設立により、日本や韓国の現地出資自動車メーカ

ーから強く要望されていた現地生産保守が可能となり、低迷する国内の自動車製造設備投資に替わり、将来的には中

国の自動車メーカーへの参入も視野に入れ、事業の拡大を目指してまいります。 

  

２．企業集団の状況

３．経営方針
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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20日) 

当連結会計年度 
(平成23年６月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,870,773 7,003,851

受取手形及び売掛金 5,106,951 6,261,113

商品及び製品 262,022 252,914

仕掛品 1,503,365 1,133,078

原材料及び貯蔵品 893,420 962,297

繰延税金資産 354,424 351,577

その他 117,721 157,842

貸倒引当金 △13,534 △6,180

流動資産合計 13,095,144 16,116,496

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,267,098 1,139,117

機械装置及び運搬具（純額） 890,623 670,665

土地 2,810,555 2,576,602

リース資産（純額） 9,868 －

その他（純額） 119,722 110,248

有形固定資産合計 5,097,869 4,496,634

無形固定資産 178,063 136,034

投資その他の資産   

投資有価証券 169,005 163,023

長期貸付金 56,374 49,698

繰延税金資産 631,602 429,563

破産更生債権等 6,314 3,348

その他 108,932 73,952

貸倒引当金 △6,370 △3,398

投資その他の資産合計 965,857 716,187

固定資産合計 6,241,791 5,348,855

資産合計 19,336,935 21,465,352
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成22年３月20日) 

当連結会計年度 
(平成23年６月20日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,144,155 3,278,865

リース債務 4,616 －

未払金 566,206 727,459

未払法人税等 19,512 112,012

賞与引当金 240,896 155,503

受注損失引当金 900 7,011

その他 344,296 478,382

流動負債合計 3,320,583 4,759,235

固定負債   

リース債務 5,385 －

退職給付引当金 986,386 978,971

役員退職慰労引当金 87,936 71,700

負ののれん 120,787 111,543

その他 69,500 71,859

固定負債合計 1,269,995 1,234,074

負債合計 4,590,579 5,993,309

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,153,450 3,153,450

資本剰余金 3,916,669 3,916,669

利益剰余金 7,739,264 8,495,448

自己株式 △272 △375

株主資本合計 14,809,111 15,565,192

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 20,074 19,874

為替換算調整勘定 △82,830 △113,024

その他の包括利益累計額合計 △62,755 △93,149

純資産合計 14,746,355 15,472,042

負債純資産合計 19,336,935 21,465,352
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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３月21日 
 至 平成22年３月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年３月21日 
 至 平成23年６月20日) 

売上高 13,203,510 21,438,448

売上原価 10,714,477 15,893,753

売上総利益 2,489,032 5,544,694

販売費及び一般管理費 3,263,196 4,152,850

営業利益又は営業損失（△） △774,164 1,391,843

営業外収益   

受取利息 4,812 7,262

受取配当金 1,885 2,303

受取賃貸料 32,819 40,700

負ののれん償却額 7,395 9,243

持分法による投資利益 1,615 －

仕入割引 1,683 3,419

助成金収入 292,417 54,112

為替差益 860 －

デリバティブ評価益 3,666 12,889

その他 15,629 58,108

営業外収益合計 362,785 188,039

営業外費用   

支払利息 48 650

売上割引 13,418 15,343

不動産賃貸原価 12,592 16,483

訴訟関連費用 5,000 －

為替差損 － 68,972

持分法による投資損失 － 4,799

その他 4,780 17,111

営業外費用合計 35,840 123,360

経常利益又は経常損失（△） △447,219 1,456,523

特別利益   

固定資産売却益 1,710 102,795

貸倒引当金戻入額 8,744 9,230

特別利益合計 10,455 112,025

特別損失   

固定資産除売却損 12,363 14,024

減損損失 320,338 102,760

災害による損失 － 101,243

退職特別加算金 156,404 54,587

事業構造改善費用 85,026 －

その他 － 8,525

特別損失合計 574,132 281,141

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△1,010,895 1,287,407

法人税、住民税及び事業税 55,398 276,886

法人税等調整額 △281,564 201,043

法人税等合計 △226,165 477,930

当期純利益又は当期純損失（△） △784,730 809,477
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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３月21日 
 至 平成22年３月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年３月21日 
 至 平成23年６月20日) 

当期純利益 － 809,477

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － △200

為替換算調整勘定 － △30,193

その他の包括利益合計 － △30,394

包括利益 － 779,083
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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３月21日 
 至 平成22年３月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年３月21日 
 至 平成23年６月20日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 3,153,450 3,153,450

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,153,450 3,153,450

資本剰余金   

前期末残高 3,916,669 3,916,669

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,916,669 3,916,669

利益剰余金   

前期末残高 8,577,289 7,739,264

当期変動額   

剰余金の配当 △53,294 △53,293

当期純利益又は当期純損失（△） △784,730 809,477

当期変動額合計 △838,024 756,183

当期末残高 7,739,264 8,495,448

自己株式   

前期末残高 △271 △272

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △102

当期変動額合計 △0 △102

当期末残高 △272 △375

株主資本合計   

前期末残高 15,647,136 14,809,111

当期変動額   

剰余金の配当 △53,294 △53,293

当期純利益又は当期純損失（△） △784,730 809,477

自己株式の取得 △0 △102

当期変動額合計 △838,025 756,081

当期末残高 14,809,111 15,565,192
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成22年３月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年３月21日 
 至 平成23年６月20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 21,901 20,074

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,826 △200

当期変動額合計 △1,826 △200

当期末残高 20,074 19,874

為替換算調整勘定   

前期末残高 △87,111 △82,830

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4,280 △30,193

当期変動額合計 4,280 △30,193

当期末残高 △82,830 △113,024

純資産合計   

前期末残高 15,581,927 14,746,355

当期変動額   

剰余金の配当 △53,294 △53,293

当期純利益又は当期純損失（△） △784,730 809,477

自己株式の取得 △0 △102

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,453 △30,394

当期変動額合計 △835,571 725,687

当期末残高 14,746,355 15,472,042
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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３月21日 
 至 平成22年３月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年３月21日 
 至 平成23年６月20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（△）

△1,010,895 1,287,407

減価償却費 484,991 531,254

負ののれん償却額 △7,395 △9,243

賞与引当金の増減額（△は減少） △29,086 △85,089

受注損失引当金の増減額（△は減少） － 6,110

退職給付引当金の増減額（△は減少） 60,466 △7,414

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △38,200 △16,236

減損損失 320,338 102,760

受取利息及び受取配当金 △6,698 △9,565

支払利息 48 650

為替差損益（△は益） － 39,159

固定資産除売却損益（△は益） 10,653 △88,770

売上債権の増減額（△は増加） 3,233,413 △1,164,174

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,131,765 300,481

仕入債務の増減額（△は減少） △1,304,542 1,154,249

未払金の増減額（△は減少） 76,037 175,460

その他 △26,013 86,896

小計 2,894,881 2,303,934

利息及び配当金の受取額 6,703 10,470

利息の支払額 △394 △650

法人税等の支払額 △110,264 △167,377

法人税等の還付額 － 24,541

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,790,926 2,170,917

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 △865,354 △2,513,250

定期預金の払戻による収入 261,660 1,076,660

有形固定資産の取得による支出 △127,338 △120,564

有形固定資産の売却による収入 7,276 231,868

その他 △36,301 △26,345

投資活動によるキャッシュ・フロー △760,058 △1,351,631

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △95,000 －

自己株式の取得による支出 △0 △102

配当金の支払額 △53,294 △53,293

その他 △5,041 △5,362

財務活動によるキャッシュ・フロー △153,336 △58,758

現金及び現金同等物に係る換算差額 △10,824 △64,039

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,866,707 696,488

現金及び現金同等物の期首残高 2,022,681 3,889,389

現金及び現金同等物の期末残高 3,889,389 4,585,877

11

㈱ＴＡＩＹＯ(6252)　平成23年6月期　決算短信



 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

項目 
前連結会計年度

（自 平成21年３月21日 
至 平成22年３月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年３月21日 
至 平成23年６月20日） 

１．連結の範囲に関する事項  連結子会社の数・・・４社 

  タイヨーテクノ㈱ 

  TAIYO AMERICA,INC. 

  タイヨーテック㈱ 

  太派液圧気動(上海)有限公司 

  

 連結子会社の数・・・５社 

  タイヨーテクノ㈱ 

  TAIYO AMERICA,INC. 

  タイヨーテック㈱ 

  太派液圧気動(上海)有限公司 

   太派机械（天津）有限公司 

  

 当連結会計年度から太派机械（天津）

有限公司を連結の範囲に含めておりま

す。これは、新たに会社を設立したこと

に伴い、連結の範囲に含めることとした

ものであります。  

２．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

連結子会社の決算日が連結決算日と異な

る会社は次の通りであります。 

   会社名      決算日 

 タイヨーテクノ㈱  ３月31日 

 TAIYO AMERICA,INC. 12月31日 

 タイヨーテック㈱  ２月20日 

 太派液圧気動（上海）有限公司12月31日 

  

連結財務諸表の作成にあたっては、各子

会社の決算日現在又は入手可能な財務諸

表を基礎として連結決算日との間に生じ

た重要な取引を調整しております。 

連結子会社の決算日が連結決算日と異な

る会社は次の通りであります。 

  会社名      決算日 

 タイヨーテクノ㈱  ５月20日 

 TAIYO AMERICA,INC. 12月31日 

 タイヨーテック㈱  ５月20日 

 太派液圧気動（上海）有限公司 12月31日

 太派机械（天津）有限公司 12月31日 

 連結財務諸表作成に当たっては、５月

20日を決算日とする連結子会社について

は、事業年度にかかる財務諸表を、12月

31日を決算日とする連結子会社について

は、５月末現在で仮決算を行った財務諸

表を基礎として連結決算日との間に生じ

た重要な取引を調整しております。な

お、タイヨーテクノ㈱、タイヨーテック

㈱については、当連結会計年度より決算

日を５月20日に変更しております。   

 ３．会計方針の変更  

  

─────────── 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 機械装置の製造に係る収益の計上基準

の変更 

 機械装置の製造のうち、基本的な仕様

や作業内容を顧客の指図に基づいて行う

ものに係る収益の計上基準については、

従来、検収基準を適用しておりました

が、「工事契約に関する会計基準」（企

業会計基準第15号 平成19年12月27日）

及び「工事契約に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第18号 

平成19年12月27日）を当連結会計年度よ

り適用し、当連結会計年度に受注した契

約から、当連結会計年度末までの進捗部

分について成果の確実性が認められる受

注については工事進行基準（進捗率の見

積りは原価比例法）を、その他の受注に

ついては工事完成基準を適用しておりま

す。これにより、当連結会計年度の売上

高は381,257千円増加し、営業利益、経

常利益及び税金等調整前当期純利益はそ

れぞれ 49,511千円増加しております。 
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(７)表示方法の変更

当連結会計年度 
（自 平成22年３月21日 
至 平成23年６月20日） 

 (連結貸借対照表) 

 前連結会計年度末まで区分掲記しておりました「リー

ス資産」(当連結会計年度末の残高は4,559千円)は、資

産の合計額の100分の１以下であるため、固定資産の

「その他」に含めて表示することにしました。 

 前連結会計年度末まで区分掲記しておりました「リー

ス債務(流動負債)」(当連結会計年度末の残高は2,280千

円)は、負債・純資産の合計額の100分の１以下であるた

め、流動負債の「その他」に含めて表示することにしま

した。 

 前連結会計年度末まで区分掲記しておりました「リー

ス債務(固定負債)」(当連結会計年度末の残高は2,359千

円)は、負債・純資産の合計額の100分の１以下であるた

め、固定負債の「その他」に含めて表示することにしま

した。   

(８)追加情報

当連結会計年度 
（自 平成22年３月21日 
至 平成23年６月20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。  

(９)連結財務諸表に関する注記事項

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成21年３月21日 
至 平成22年３月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年３月21日 
至 平成23年６月20日） 

※ 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。 

※ 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 減損損失 

山口県 

美祢市 
遊休資産 土地 320,338 

場所 用途 種類 減損損失 

兵庫県神崎郡

福崎町 
遊休資産 土地 102,760 

 当社グループは、事業資産、賃貸資産、遊休資産

に区分し、事業資産については主として事業部毎

に、また、賃貸資産及び遊休資産については、個別

物件毎にグルーピングしております。 

 上記の資産グループについては、市場価格が大幅

に下落しているため、帳簿価格を回収可能価額まで

減額し、当該減少額を減損損失(320,338千円)として

特別損失に計上しました。 

 なお、回収可能価額は正味売却価額により測定し

ており、主に不動産鑑定士からの不動産鑑定評価額

に基づいて評価しております。 

 当社グループは、事業資産、賃貸資産、遊休資産

に区分し、事業資産については主として事業部毎

に、また、賃貸資産及び遊休資産については、個別

物件毎にグルーピングしております。 

 上記の資産グループについては、市場価格が大幅

に下落しているため、帳簿価格を回収可能価額まで

減額し、当該減少額を減損損失(102,760千円)として

特別損失に計上しました。 

 なお、回収可能価額は正味売却価額により測定し

ており、主に固定資産税評価額等に基づいて評価し

ております。 
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当連結会計年度（自 平成22年３月21日 至 平成23年６月20日） 

※１ 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

  

※２ 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

   

  

前連結会計年度（平成21年３月21日から平成22年３月20日まで） 

配当に関する事項 

配当金支払額 

当連結会計年度（平成22年３月21日から平成23年６月20日まで） 

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  

(注)平成23年９月16日開催予定の定時株主総会において、議案として付議する予定です。 

（連結包括利益計算書関係）

包括利益 △782,276千円

その他有価証券評価差額金 △1,826千円

為替換算調整勘定 4,280千円

計 2,453千円

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
（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18日 

定時株主総会 
普通株式  53,294  1.0 平成21年３月20日 平成21年６月19日 

  
（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10月７日 

取締役会 
普通株式  53,293  1.0 平成22年９月20日 平成22年12月１日 

  
（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23年９月16日 

定時株主総会 
普通株式  106,587  2.0 平成23年６月20日 平成23年９月20日 
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（税効果会計関係）

前連結会計年度 
（平成22年３月20日） 

当連結会計年度 
（平成23年６月20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 

(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 

  （単位：千円）

繰延税金資産     

賞与引当金 97,418

未払事業税 2,262

退職給付引当金 401,559

役員退職慰労引当金 35,433

棚卸資産評価損 123,803

減損損失 303,922

繰越欠損金 306,387

その他 179,250

繰延税金資産小計 1,450,038

評価性引当額 △393,861

繰延税金資産合計 1,056,176

      

繰延税金負債     

買換資産圧縮積立金 △66,329

その他有価証券評価差額金 △3,321

その他 △499

繰延税金負債合計 △70,150

繰延税金資産の純額 986,026

  （単位：千円）

繰延税金資産     

賞与引当金 63,137

未払事業税 9,590

退職給付引当金 398,450

役員退職慰労引当金 29,213

棚卸資産評価損 87,561

減損損失 274,074

繰越欠損金 58,452

未払賞与等 141,340

その他 93,736

繰延税金資産小計 1,155,560

評価性引当額 △306,455

繰延税金資産合計 849,104

      

繰延税金負債     

買換資産圧縮積立金 △62,025

その他有価証券評価差額金 △5,788

その他 △150

繰延税金負債合計 △67,963

繰延税金資産の純額 781,140

 平成22年３月20日現在の繰延税金資産の純額は、連結

貸借対照表の以下の項目に含まれております。 

 平成23年６月20日現在の繰延税金資産の純額は、連結

貸借対照表の以下の項目に含まれております。 

流動資産 － 繰延税金資産 354,424

固定資産 － 繰延税金資産 631,602

  986,026

流動資産 － 繰延税金資産 351,577

固定資産 － 繰延税金資産 429,563

  781,140

(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 

(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 

  （単位：％）

法定実効税率 40.6

（調整）     

交際費等の永久差異項目 △0.1

住民税均等割 △3.2

持分法投資損益 0.0

評価性引当額の増減額 △14.6

その他 △0.4

税効果会計適用後の法人税等の負

担率 
22.3

  （単位：％）

法定実効税率 40.6

（調整）     

交際費等の永久差異項目 0.6

住民税均等割 2.4

持分法投資損益 0.2

評価性引当額の増減額 △6.2

その他 △0.5

税効果会計適用後の法人税等の負

担率 
37.1
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     前連結会計年度（平成21年３月21日から平成22年３月20日まで） 

 （注１）事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品の名称 

   １．事業区分の方法 

   当社グループにおける製品の範囲は極めて多岐にわたっていますが、製造方法、販売方法等の類似性及び当 

   社グループ売上集計区分に照らして区分しました。 

   ２．各区分に属する主要な製品の名称 

   油空圧機器事業…標準及び特注油圧シリンダ及びその他油圧機器、空気圧シリンダ・バルブ・補器・駆動機 

           器、真空機器、ショックアブソーバ、電動アクチュエータ等。 

   機械・装置事業…産業用ロボット及び自動組立機械、運搬機械、半導体製造装置、その他産業機械・装置等。 

 （注２）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は、895,328千円であり、その主なものは 

   当社の管理部門に係る費用であります。 

  

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
油空圧機器事
業（千円） 

機械・装置事
業（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  11,165,734  2,037,775  13,203,510  －  13,203,510

(2）セグメント間の内部売上高及

び振替高 
 34,528  22,208  56,736  △56,736  －

計  11,200,263  2,059,983  13,260,246  △56,736  13,203,510

営業費用  10,972,318  2,167,459  13,139,778  837,896  13,977,674

営業利益は営業損失(△)  227,944  △107,475  120,468  △894,633  △774,164

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的支

出 
          

資産  11,998,782  1,959,253  13,958,036  5,378,899  19,336,935

減価償却費  414,201  31,676  445,877  39,113  484,991

資本的支出  116,497  33,187  149,685  11,475  161,160
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     当連結会計年度（平成22年３月21日から平成23年６月20日まで） 

 （注１）事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品の名称 

   １．事業区分の方法 

   当社グループにおける製品の範囲は極めて多岐にわたっていますが、製造方法、販売方法等の類似性及び当 

   社グループ売上集計区分に照らして区分しました。 

   ２．各区分に属する主要な製品の名称 

   油空圧機器事業…標準及び特注油圧シリンダ及びその他油圧機器、空気圧シリンダ・バルブ・補器・駆動機 

           器、真空機器、ショックアブソーバ、電動アクチュエータ等。 

   機械・装置事業…産業用ロボット及び自動組立機械、運搬機械、半導体製造装置、その他産業機械・装置等。 

 （注２）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は、1,130,299千円であり、その主なものは 

   当社の管理部門に係る費用であります。 

  

前連結会計年度（平成21年３月21日から平成22年３月20日まで）及び当連結会計年度（平成22年３月21日から

平成23年６月20日まで） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、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３月21日 至平成22年３月20日） 

   海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。  

   

当連結会計年度（自平成22年３月21日 至平成23年６月20日） 

(注)売上高（内部売上高及び振替高を除く）が連結売上高の10％以上であるセグメントはありません。 

  

  

  
油空圧機器事
業（千円） 

機械・装置事
業（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  16,183,651  5,254,796  21,438,448  －  21,438,448

(2）セグメント間の内部売上高及

び振替高 
 80,262  338  80,600  △80,600  －

計  16,263,914  5,255,134  21,519,048  △80,600  21,438,448

営業費用  14,435,308  4,601,050  19,036,359  1,010,245  20,046,604

営業利益  1,828,605  654,083  2,482,689  △1,090,846  1,391,843

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的支

出 
          

資産  15,551,895  3,693,794  19,245,689  2,219,662  21,465,352

減価償却費  400,433  33,491  433,925  97,328  531,254

資本的支出  83,945  6,873  90,819  47,195  138,015

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高

Ⅰ 海外売上高（千円） 3,021,802 

Ⅱ 連結売上高（千円） 21,438,448 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 14.1 
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 （注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

２．１株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額(△)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。 

  

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成21年３月21日 
至 平成22年３月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年３月21日 
至 平成23年６月20日） 

１株当たり純資産額  円276.70

１株当たり当期純損失金額(△)  円△14.72

１株当たり純資産額  円290.32

１株当たり当期純利益金額  円15.19

  
前連結会計年度

(自 平成21年３月21日 
至 平成22年３月20日) 

当連結会計年度
(自 平成22年３月21日 
至 平成23年６月20日) 

当期純利益又は当期純損失(△)（千円）  △784,730  809,477

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） 
 △784,730  809,477

期中平均株式数（株）  53,294,550  53,293,981

(重要な後発事象)
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５．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20日) 

当事業年度 
(平成23年６月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,100,632 5,686,726

受取手形 1,997,535 2,552,378

売掛金 2,783,779 3,468,703

商品及び製品 166,205 151,675

仕掛品 1,362,849 998,069

原材料及び貯蔵品 783,070 816,571

前渡金 3,027 3,558

前払費用 25,547 89,322

繰延税金資産 287,731 297,934

その他 62,427 77,132

貸倒引当金 △4,808 △6,095

流動資産合計 11,567,996 14,135,976

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,209,450 1,084,725

構築物（純額） 49,875 43,051

機械及び装置（純額） 835,636 639,729

車両運搬具（純額） 2,198 1,143

工具、器具及び備品（純額） 109,748 85,327

土地 2,466,357 2,354,324

リース資産（純額） 6,163 2,674

建設仮勘定 491 3,740

有形固定資産合計 4,679,922 4,214,717

無形固定資産   

ソフトウエア 157,097 117,706

その他 14,044 14,004

無形固定資産合計 171,141 131,711

投資その他の資産   

投資有価証券 83,705 83,931

関係会社株式 223,444 223,444

出資金 250 －

関係会社出資金 62,107 298,150

関係会社長期貸付金 170,000 370,000

従業員に対する長期貸付金 56,374 49,698
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年３月20日) 

当事業年度 
(平成23年６月20日) 

繰延税金資産 592,193 356,074

破産更生債権等 6,314 1,425

長期前払費用 8,259 5,470

その他 55,611 45,676

貸倒引当金 △6,540 △1,845

投資その他の資産合計 1,251,721 1,432,027

固定資産合計 6,102,785 5,778,455

資産合計 17,670,781 19,914,432

負債の部   

流動負債   

支払手形 293,640 515,330

買掛金 1,764,857 2,853,708

リース債務 3,074 1,123

未払金 454,456 740,406

未払費用 247,968 269,815

未払法人税等 19,417 111,810

前受金 931 6,530

預り金 28,471 82,013

賞与引当金 202,681 84,457

受注損失引当金 900 505

流動負債合計 3,016,399 4,665,701

固定負債   

リース債務 3,089 1,551

退職給付引当金 941,724 941,543

役員退職慰労引当金 79,400 66,200

その他 69,500 69,500

固定負債合計 1,093,713 1,078,794

負債合計 4,110,113 5,744,496

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,153,450 3,153,450

資本剰余金   

資本準備金 2,728,366 2,728,366

その他資本剰余金 1,175,065 1,175,065

資本剰余金合計 3,903,432 3,903,432

20

㈱ＴＡＩＹＯ(6252)　平成23年6月期　決算短信



（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年３月20日) 

当事業年度 
(平成23年６月20日) 

利益剰余金   

利益準備金 375,600 375,600

その他利益剰余金   

特別償却準備金 393 －

買換資産圧縮積立金 96,883 90,595

別途積立金 2,462,808 2,462,808

繰越利益剰余金 3,548,099 4,164,205

利益剰余金合計 6,483,783 7,093,209

自己株式 △272 △375

株主資本合計 13,540,393 14,149,716

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 20,275 20,219

評価・換算差額等合計 20,275 20,219

純資産合計 13,560,668 14,169,936

負債純資産合計 17,670,781 19,914,432
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成22年３月20日) 

当事業年度 
(自 平成22年３月21日 
 至 平成23年６月20日) 

売上高 11,915,303 19,711,902

売上原価   

商品期首たな卸高 55,696 46,316

製品期首たな卸高 179,223 119,889

当期製品製造原価 9,505,864 14,511,175

当期商品仕入高 424,856 621,410

合計 10,165,641 15,298,790

他勘定振替高 15,723 115,462

商品期末たな卸高 46,316 39,898

製品期末たな卸高 119,889 111,776

売上原価合計 9,983,712 15,031,653

売上総利益 1,931,590 4,680,249

販売費及び一般管理費   

荷造及び発送費 261,066 383,975

広告宣伝費 17,777 30,122

貸倒引当金繰入額 2,768 1,512

役員報酬 70,863 108,150

役員退職慰労引当金繰入額 17,806 18,380

給料 1,008,757 1,333,869

賞与 154,370 314,351

賞与引当金繰入額 75,899 35,123

福利厚生費 203,577 274,569

旅費及び交通費 87,006 137,292

賃借料 150,270 161,497

減価償却費 82,194 94,424

その他 531,761 586,521

販売費及び一般管理費合計 2,664,118 3,479,791

営業利益又は営業損失（△） △732,528 1,200,457

営業外収益   

受取利息 6,922 12,552

受取配当金 33,458 161,299

受取賃貸料 70,027 121,646

仕入割引 4,588 6,631

助成金収入 274,142 46,052

その他 19,192 50,029

営業外収益合計 408,332 398,212
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成22年３月20日) 

当事業年度 
(自 平成22年３月21日 
 至 平成23年６月20日) 

営業外費用   

支払利息 48 493

売上割引 13,060 15,088

不動産賃貸原価 71,577 106,037

為替差損 718 57,903

その他 4,351 14,939

営業外費用合計 89,757 194,462

経常利益又は経常損失（△） △413,953 1,404,208

特別利益   

貸倒引当金戻入額 7,561 1,250

固定資産売却益 2,134 153

特別利益合計 9,696 1,403

特別損失   

固定資産除売却損 11,943 9,160

減損損失 206,460 102,760

退職特別加算金 69,447 48,701

事業構造改善費用 58,562 －

災害による損失 － 101,243

その他 － 8,525

特別損失合計 346,414 270,390

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △750,671 1,135,220

法人税、住民税及び事業税 30,387 249,156

法人税等調整額 △232,029 223,345

法人税等合計 △201,642 472,501

当期純利益又は当期純損失（△） △549,029 662,719
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