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1.  平成24年3月期の連結業績（平成23年4月1日～平成24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 ％

24年3月期 5,561 21.3 343 502.8 390 477.7 341 ―
23年3月期 4,586 37.0 56 ― 67 ― 5 ―

（注）包括利益 24年3月期 341百万円 （―％） 23年3月期 △17百万円 （―％）

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 ％ ％ ％

24年3月期 80.77 ― 6.7 5.7 6.2
23年3月期 1.33 ― 0.1 1.0 1.2

（参考） 持分法投資損益 24年3月期  13百万円 23年3月期  6百万円

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

24年3月期 7,353 5,241 71.3 1,246.72
23年3月期 6,478 4,951 76.4 1,163.18

（参考） 自己資本   24年3月期  5,241百万円 23年3月期  4,947百万円

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

24年3月期 761 △354 342 1,110
23年3月期 △253 218 △130 361

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 ％ ％

23年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00 21 377.1 0.4
24年3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00 42 12.4 0.8
25年3月期(予想) ― 0.00 ― 10.00 10.00 9.6

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期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) 2,803 △1.8 182 △15.1 200 △5.3 153 41.3 36.63
通期 5,952 7.0 530 54.4 564 44.4 437 28.1 103.97



※  注記事項 
(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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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会計方針の変更  ： 無
② ①以外の会計方針の変更  ： 無
③ 会計上の見積りの変更  ： 無
④ 修正再表示  ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期 4,342,554 株 23年3月期 4,342,554 株
② 期末自己株式数 24年3月期 138,178 株 23年3月期 88,778 株
③ 期中平均株式数 24年3月期 4,226,310 株 23年3月期 4,253,776 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成24年3月期の個別業績（平成23年4月1日～平成24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 ％

24年3月期 3,584 15.7 236 439.7 284 229.7 232 526.7
23年3月期 3,097 25.8 43 ― 86 ― 37 ―

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

24年3月期 55.06 ―
23年3月期 8.73 ―

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

24年3月期 6,653 5,362 80.6 1,275.50
23年3月期 5,940 5,179 87.2 1,217.65

（参考） 自己資本 24年3月期  5,362百万円 23年3月期  5,179百万円

2. 平成25年 3月期の個別業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、四半期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きの対象外であり、この決算短信の開示時点において、財務諸表に対する監査手続きが実施中です。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載し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
実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。 

売上高 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 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 1,634 △14.5 96 △48.2 57 △38.9 13.79
通期 3,602 0.5 354 24.6 244 4.9 58.06
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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我が国経済は、東日本大震災の発生による製造業の減産等の影響を受けたものの、復興需

要による回復の兆しが見られ、全体として回復基調が続きましたが、中国を中心とする新興国経済の成長鈍化や長引

く円高の影響、原油価格の上昇懸念等、依然として先行きは不透明な状況で推移いたしました。 

 このような経済状況のもとで、当社グループは、顧客ニーズに的確に対応した新製品の開発と短納期化に努め、

「軸流ファン」の中国への生産移管を推進し、熊谷工場との効率的生産システム構築による業績向上に総力をあげて

取り組んでまいりました。その結果、特に当社グループの主要顧客である電機・輸送・工作機械業界が順調に回復し

てきたこともあり、全体として業績は回復基調で推移いたしました。 

 当連結会計年度の売上高は55億６千１百万円(前年同期比21.3%増)、営業利益３億４千３百万円(前年同期比502.8%

増)、経常利益３億９千万円(前年同期比477.7%増)、当期純利益は、クレーム対策費用８千３百万円の計上があった

ものの、３億４千１百万円(前年同期は当期純利益５百万円)となりました。 

 当連結会計年度のセグメントの業績は次のとおりであります。 

   ①送風機事業   

 国内工作機械・産業機械業界及び電機業界向け部品供給を中心とする当社にあっては、中国をはじめとするア

ジア経済の景気拡大や、タイ向け復旧需要の影響を受け需要の回復基調が続いたことから、送風機事業の売上高

は25億８百万円(前年同期比7.3%増)となり、セグメント利益は２億９千６百万円(前年同期比33.5%増)となりま

した。 

  ②住設事業   

 浴室照明器具に関しては、住宅着工件数が回復基調のなか、復興需要にも支えられた結果、売上高は10億９百

万円(前年同期比29.5%増)、セグメント利益は７千４百万円(前年同期比87.4%増)となりました。 

    ③自動巻線機事業   

  自動巻線機事業に関しては、成長著しい中国をはじめとするアジア諸国向けの需要及び成長分野であるＨＥＶ

／ＥＶ（ハイブリッド車／電気自動車）向けの需要等を中心に受注が増加したこともあり、売上高は18億２千１

百万円(前年同期比31.0%増)となり、セグメント利益は１億３千７百万円(前年同期はセグメント損失2千3百万

円)となりました。 

④企業再生支援事業  

  ゴルフ場再生支援関連売上により、売上高は６千９百万円(前年同期比3.9%増)、セグメント利益は３千２百万

円(前年同期比40.2%減)となりました。 

   ⑤その他 

 販売用不動産の売却により、売上高は１億５千２百万円(前年同期は売上なし)となりましたが、セグメント損

失は４百万円(前年同期はセグメント損失１千万円)となりました。 

  

  (次期の見通し) 

 今後の見通しにつきましては、東日本大震災の影響による経済活動の停滞から、復興需要により国内経済は回

復の兆しがみられたものの、中国を中心とする新興国経済の成長鈍化や長引く円高の影響、原油価格の上昇懸念

等の国内経済への影響や、ヨーロッパの信用不安等により世界経済の先行きは不透明であり、依然として厳しい

状況が続くものと思われます。  

 このような経営環境の中、当社グループは顧客ニーズに的確に対応した新製品の開発と短納期化に一段の拍車

をかけ、更なる営業力の強化ならびにコスト削減に努めてまいります。また、株式会社多賀製作所とのより一層

のシナジー効果を追及し、グループとしての総合力の強化に努めてまいります。 

 送風機事業につきましては、主力取引先である工作機械メーカー各社の中国現地でのファン供給ニーズに対応

すると同時に、引き続き価格競争力をつけるために連結子会社楽揚電機（香港）有限公司の子会社として楽揚電

機（深圳）有限公司を製造会社として設立、楽耀電機貿易（深圳）有限公司を販売会社として設立し、当社生産

部材の主力製品である「軸流ファン」の中国での生産移管及び販路拡大を実施し、熊谷工場との効率的生産シス

テム構築による業績向上を目指してまいります。住設事業に関しては、従来の照明器具に加え、住宅換気・ビル

換気関連の事業拡大にも注力してまいります。自動巻線機事業につきましては、中国・東南アジア・インドなど

の経済発展の著しいアジア地域及びスマートフォンなどの成長分野における旺盛な需要を背景に、活発な引き合

い状況が継続しておりますが、同時に価格競争も激化しており、厳しい受注環境が継続しております。今後、製

品の更なる性能アップ、コストダウン、短納期化など顧客ニーズに基づいた製品づくりに邁進し、国際的な競争

力の向上に努力してまいります。  

 以上の諸施策により、次期の連結業績の見通しは、売上高59億５千２百万円、営業利益５億３千万円、経常利

益５億６千４百万円、当期純利益４億３千７百万円、と予想しております。  

  

１．経営成績
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(2）財政状態に関する分析 

①キャッシュ・フローの状況  

 当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、７億４千９百万円の増

加となりました。その結果、当連結会計年度末の資金残高は11億１千万円となっております。当連結会計年度にお

ける各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 当連結会計年度の営業活動による資金の増減は、７億６千１百万円の増加となりました。これは主に、たな卸資

産の減少３億９千１百万円、仕入債務の増加額１億８千５百万円、減価償却費１億２千２百万円の資金の増加に対

し、売上債権の増加額３億５百万円等による資金の減少が主な要因であります。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度の投資活動による資金は、３億５千４百万円の減少となりました。これは、定期預金の払戻によ

る収入１億４千９百万円の資金の増加に対し、短期貸付金の純増額４億円、有形固定資産の取得による支出７千５

百万円等による資金の減少が主な要因であります。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

 当連結会計年度の財務活動による資金は、３億４千２百万円の増加となりました。これは、短期借入金の純増額

５億円の資金の増加に対し、長期借入金の返済による支出９千９百万円、自己株式の取得による支出２千５百万

円、配当金の支払額２千２百万円等による資金の減少が主な要因であります。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

  当社は、長期にわたり安定的な経営基盤の確保を目的として、財務内容の健全化に努め、安定的な配当継続を年1

回期末配当にて行うことを基本方針としております。  

 平成24年３月期の配当につきましては、平成24年５月11日開催の取締役会において、当期の業績見込み、財務状況

等を勘案した結果、１株あたり7円50銭と当初予定しておりました期末配当を、２円50銭増配し10円として株主総会

に付議させていただくことを決議いたしました。次期につきましては、基本方針である安定的な配当が可能となるよ

う全社を挙げて努めてまいる所存です。 

   

(4）事業等のリスク 

 決算短信に記載した事項のうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものが

あります。 

①付加価値製品への事業展開について 

 当社は、これまで各ユーザーへ部品の供給をメインに事業を展開してまいりましたが、付加価値の向上を目指し、

これまでの基礎技術をベースにした 終製品の供給も視野に入れた事業展開を行ってまいります。 終製品の供給ノ

ウハウの蓄積も進めてはおりますが、予想を超える不具合等が発生した場合は、当社の業績に影響を及ぼす可能性が

あります。 

②連結国内子会社多賀製作所について   

  当社は、株式会社多賀製作所が製造する自動巻線機製造装置の主要顧客である自動車産業・電機産業等で急激な需

要の落ち込みなどが発生した場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。  

③連結国外子会社楽揚電機（香港）有限公司中国工場について 

 当社は、価格競争力の維持・向上を図ることを主眼に、連結子会社の楽揚電機（香港）有限公司の子会社として製

造会社・販売会社を中国で設立し、中国工場への生産移管及び販路拡大を推進するべく進めておりますが、急激かつ

大幅な人民元の切り上げが行なわれた場合、製品の価格競争力が低下し、当社の業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

④企業再生支援事業について 

 当社は、金融・財政的手法を駆使した企業再生等の支援事業を行うため、企業再生支援事業部で活動を本格的に推

進しておりますが、それらの性格上、投資リスクも内包しており、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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 当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社、子会社３社及び関連会社１社により構成され、主として送風

機、照明等住宅関連設備、自動巻線機及び企業再生支援の各事業を行っております。 

  当社の親会社は、小野グループに属するワシ興産株式会社、ワシマイヤー株式会社、寿工業株式会社、エクセル株

式会社の持株会社である小野ホールディングス株式会社であります。親会社との事業上の取引はありません。なお、

小野グループの一社として、グループ企業の事業に関するアドバイザリー業務を行うことがありますが、グループ企

業との事業上の関連性は低く、当該業務を除く営業取引は少額であります。 

 当社及び関係会社の当該事業に係る位置付けは、次のとおりであります。 

 以下の事業区分は、「４.連結財務諸表 (9) 連結財務諸表に関する注記事項」に掲げるセグメント情報の区分と 

 同一であります。 

 送風機事業       エアコン等冷暖房機器の送風用ファン、工作機械等の冷却用ファンなど幅広い分野で使

用されている小型送風機（クロスフローファン、軸流ファン等）を製造、販売しておりま

す。 

 なお、当事業に係る製品については、当社及び楽揚電機（香港）有限公司（連結子会

社）においても製造、販売しております。 

 住設事業        当社において、浴室等に使用される防水照明器具等及び住宅換気・ビル換気関連用製品

を製造、販売しております。ダウンライト等一部製品の製造を楽揚電機（香港）有限公司

においても行っております。 

  自動巻線機事業          家電業界・産業機器業界向けを中心として、自動巻線機の製造・販売を行っておりま

す。 

 企業再生支援事業    従来の金融・財政的な手法を主とした企業価値向上に加え、当社の事業主体である製造

業のノウハウを活用した企業再生並びに支援事業を行っており、日本ＧＥ株式会社と業

務・資本提携し、新規事業部の共同支援、協力体制確立のため、同社との合弁会社ＲＳイ

ンベストメント株式会社（持分法適用関連会社）を設立しております。 

  

[事業系統図] 

 以上述べた事項を事業系統図によって示すと、次のとおりであります。 

  

       

２．企業集団の状況
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関係会社の状況 

（注） 特定子会社であります。  

   

   

名称 住所 資本金 
主要な事業

    の内容 

議決権の所有

(被所有)割合 
        （％） 

関係内容 

役員の兼任等

     (名) 
資金援助等 営業上の取引 設備の賃貸借

（親会社）                 

小野ホールディン

グス株式会社 
東京都港区 10(百万円) 持株会社 

 被所有 

       （67.2） 
3 なし なし なし 

（連結子会社）               

楽揚電機(香港) 

有限公司（注） 
中国香港 4(百万香港ドル)

送風機事業 

住設事業  
     100.0   3 

当社より資金

援助を行って

おります。 

当社製品（送

風機等）の製

造販売 
なし 

株式会社 

多賀製作所（注） 
東京都港区 99(百万円)自動巻線機事業   100.0 6  

当社より資金

援助を行って

おります。 

         なし          なし 

ロ－ヤルテクノ 

株式会社 
群馬県太田市 10(百万円) 送風機事業        100.0 1  なし 

当社製品の 

製造 
         あり 

(持分法適用関連会

社） 
              

ＲＳインベストメント

株式会社 
東京都港区 100(百万円)

企業再生支援事

業 
    50.0 3 なし なし なし 
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(1）会社の経営の基本方針 

 当社グループは、事業環境が依然として予断を許さない状況のなか、品質方針である「顧客の信頼と期待を得る卓

越した製品を供給する」ために、弛まず技術開発力の向上を図り、効果的な新製品の開発・投入を行うと共に、不況

にも充分耐え得る強固な体質の構築を図り、更には、企業再生および支援を目的とした新規事業を行う事により、業

容の拡大と一層の収益力の向上を目指しております。  

  

(2）目標とする経営指標 

 本業の製造事業においては売上高営業利益率１０％の達成を中期目標として、より一層の技術力・営業力の強化、

並びに製造工程の更なるスリム化と効率化を目指します。 

   

(3）中長期的な会社の経営戦略 

  当社は、これまで各ユーザーへの部品供給をメイン事業として展開してまいりましたが、今後は付加価値の向上を

目指し、これまでの基礎技術をベースにした 終製品の製造・販売も視野に入れた事業展開を行ってまいります。 

 また、中国への生産移管と同時にアジア圏のマーケット開拓を行う事による販路拡大を目標とした事業展開を行っ

てまいります。 

  

(4）会社の対処すべき課題 

 当社グループを取り巻く経営環境は、東日本大震災の影響による経済活動の停滞から、復興需要により国内経済は

回復の兆しがみられたものの、中国を中心とする新興国経済の成長鈍化や長引く円高の影響、原油価格の上昇懸念等

の国内経済への影響や、ヨーロッパの信用不安等により世界経済の先行きは不透明であり、依然として厳しい状況が

続くものと思われます。このような環境のなか、コストの低減、高付加価値製品の開発及び生産を加速し、企業収益

増加を目指すことが今後の重要課題であると考えます。 

 当社グループは、売上高の伸張に期待するだけでは質的向上を伴う継続的な成長が困難になるとの認識のもと、企

業の体質改善への努力を怠らず、技術開発力と生産効率の向上や営業力の強化を図る事による顧客満足を実現し、筋

肉質なグループへ改革することに尽力して参ります。刻々と変化する事業環境を踏まえ、当社グループは、 優先課

題である人財育成に注力することは勿論、戦略課題をより迅速に実行するスピード感の醸成と同時に、施策の絞込み

や優先順位の見直しによる投資の圧縮、費用の抑制などに、グループをあげて引き続き取り組んでまいります。 

 さらに、当社グループのあらゆるステークホルダーの皆様に対し、企業としての責任を果たすための体制作りにも

一層積極的に取り組んでまいります。業務の適正を確保するための内部統制システムの整備は、着実に推進しており

ます。コーポレート・ガバナンス体制につきましては、会社の意思決定が公正・透明なルールに従って確実に行われ

るよう更に整備してまいります。  

  

(5）内部管理体制の整備・運用状況 

業務の適正を確保するための体制 

 当社は、激しく変化する経営環境に的確に、かつ、迅速に対応できる経営の確立が重要な経営課題と考えておりま

す。また、経営の透明性をより一層高める観点から、タイムリーなディスクロージャーを重視し、情報提供の迅速

性、公平性を図るとともに、機動的なＩＲ活動の実践に努めることも重要な経営活動と認識しております。かかる観

点から、当社はコンプライアンスを経営の基本とし、倫理の遵守浸透を図ることを旨とする、下記内部統制システム

構築の推進・実現を目指して実践しております。 

① 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

  (Ａ) 取締役は取締役会を通じて他の取締役の業務遂行を監督しております。 

 (Ｂ) 取締役会規程において取締役会付議事項を定め、取締役会で決定しております。 

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

 (Ａ) 株主総会、取締役会、執行役員会、製販会議等の議事録は、法令並びに社内規程に基づき作成し、適切に保 

       存・管理しております。 

  (Ｂ) 経営及び業務執行に係る重要な情報、決定事項、社内通達等は所轄部署で作成し、適切に保存・管理してお 

       ります。 

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制  

 (Ａ) 当社を取巻くリスク管理を体系的に実施するためリスク管理規程を定め、リスクの識別と対応について明確 

       にしております。 

 (Ｂ) 取締役会等の重要な会議において、業務執行に係る危機管理についての重要な情報が報告されております。 

  (Ｃ) 内部監査機関である内部監査コンプライアンス室（２名）は、内部監査を実施し、リスク管理状況をモニタ 

       リングした結果及び改善を要する事項について、定期的に代表取締役に報告しております。 

３．経営方針
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 ④ 取締役の職務の遂行が効率的に行われることを確保するための体制 

 (Ａ) 取締役会は経営方針に基づき経営計画を策定し、計画達成のための具体的な決定を行っております。 

 (Ｂ) 取締役会を毎月開催し、別途必要に応じて随時機動的に開催することで、業務報告及び業績報告のレビュ 

       ーを通じて、経営の意思決定及び取締役の執務の監督と管理を行っております。 

  (Ｃ) 取締役会の意思決定の効率的且つ迅速な実現を図るため、本部制を敷き、各本部に執行役員本部長を任命 

       し、職務権限規程に基づき業務執行を担当させております。 

 (Ｄ) 職務権限、職務分掌及び稟議規程等の社内規程を整備し、組織的な業務の遂行を図るとともに、適切な権限 

       の委譲を図っております。 

⑤ 使用人等の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

  (Ａ) 当社は、使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するため、倫理コンプライアンス規程等の 

       運用を行う体制を構築しております。 

  (Ｂ) 内部監査コンプライアンス室は使用人等に対するコンプライアンスの意義徹底と啓蒙を行っております。 

  (Ｃ) コンプライアンス体制の強化を図るため、外部窓口の弁護士事務所並びに内部監査コンプライアンス室宛の 

       内部通報制度を設け、当社及び子会社で働く全ての人が利用できる仕組みを構築しております。 

⑥ 当社ならびに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制  

 (Ａ) 小野グループに属する企業間の取引は第三者独立価格によるものとし、アームスレングスルールを徹底して 

       おります。 

  (Ｂ) 子会社の業績及び経営状況に影響を及ぼす重要事項、並びに子会社間の重要な取引については、子会社の機 

       関決定または取引契約の前に、当社へ報告し承認を求めております。 

 (Ｃ) 当社の内部監査コンプライアンス室は、子会社が適切な内部統制システムを構築するとともに、子会社の内 

       部統制の有効性について内部監査を行っております。 

⑦ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項  

 (Ａ) 監査役監査規程の定めに基づき、監査役の職務を補助すべき使用人として監査役付きを置き、内部監査コン 

       プライアンス室長がこの任にあたっております。 

⑧ 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項  

 (Ａ) 前号の監査役付きの独立性確保のため、内部監査コンプライアンス室長への指揮権は監査役に移譲され、取 

       締役会及び代表取締役社長の指揮命令を受けないものとなっております。 

⑨ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制  

 (Ａ) 監査役は取締役会のほか、重要会議である執行役員会、製販会議等に出席し、随時、取締役及び執行役員他 

       使用人から報告を求めることができます。 

⑩ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

 (Ａ) 監査役は、監査の実効性を確保し適切な意思疎通を図るため、内部監査コンプライアンス室長と緊密な連携 

    をとっております。 

  (Ｂ) 監査役は、業務監査の有効性を確保するため、当社並びに子会社の代表取締役、取締役、執行役員、使用 

       人等との面談を要請することができ、また必要と判断する書類の提出を求めることができます。 

  

(6）その他、会社の経営上重要な事項 

該当なし 
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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23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 521,884 1,120,945

受取手形及び売掛金 1,424,158 ※3  1,722,441

有価証券 18,502 18,339

営業投資有価証券 1,419,606 1,348,967

商品及び製品 147,419 171,098

仕掛品 324,898 155,764

原材料及び貯蔵品 530,425 431,902

販売用不動産 148,000 －

繰延税金資産 31,693 83,583

短期貸付金 － 400,000

その他 39,172 61,344

貸倒引当金 △3,814 △3,428

流動資産合計 4,601,948 5,510,960

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 924,177 924,298

減価償却累計額 △642,241 △667,100

建物及び構築物（純額） 281,935 257,198

機械装置及び運搬具 471,403 497,545

減価償却累計額 △405,025 △424,333

機械装置及び運搬具（純額） 66,378 73,211

工具、器具及び備品 534,724 587,764

減価償却累計額 △494,588 △536,538

工具、器具及び備品（純額） 40,135 51,225

土地 662,485 662,485

リース資産 44,228 44,228

減価償却累計額 △15,155 △23,437

リース資産（純額） 29,072 20,791

有形固定資産合計 1,080,007 1,064,911

無形固定資産   

のれん 339,464 298,317

借地権 32,841 32,841

その他 39,208 45,579

無形固定資産合計 411,515 376,739

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  325,106 ※1  333,706

その他 65,655 70,430

貸倒引当金 △5,349 △3,342

投資その他の資産合計 385,412 400,794

固定資産合計 1,876,935 1,842,445

資産合計 6,478,883 7,353,405
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 704,342 ※3  907,952

短期借入金 － ※2  500,000

1年内返済予定の長期借入金 99,324 56,551

未払法人税等 20,700 11,912

賞与引当金 48,437 51,467

役員賞与引当金 － 6,000

その他 183,725 156,742

流動負債合計 1,056,530 1,690,625

固定負債   

長期借入金 93,413 36,862

リース債務 18,233 8,672

繰延税金負債 72,530 73,235

退職給付引当金 263,574 272,661

役員退職慰労引当金 4,504 11,881

資産除去債務 14,700 14,700

その他 3,584 3,106

固定負債合計 470,539 421,119

負債合計 1,527,069 2,111,744

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,538,448 1,538,448

資本剰余金 1,676,743 1,676,743

利益剰余金 1,947,769 2,267,844

自己株式 △201,128 △227,043

株主資本合計 4,961,833 5,255,992

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 40,239 37,801

為替換算調整勘定 △54,145 △52,133

その他の包括利益累計額合計 △13,905 △14,331

少数株主持分 3,886 －

純資産合計 4,951,814 5,241,661

負債純資産合計 6,478,883 7,353,405
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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23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 4,586,561 5,561,781

売上原価 ※1, ※2  3,783,622 ※1, ※2  4,463,678

売上総利益 802,938 1,098,103

販売費及び一般管理費   

発送配達費 45,900 49,856

給与手当等 171,180 168,200

賞与引当金繰入額 11,546 16,790

役員賞与引当金繰入額 － 6,000

退職給付費用 13,757 13,382

役員退職慰労引当金繰入額 4,760 11,955

業務委託費 106,631 83,687

その他 ※2  392,179 ※2  404,747

販売費及び一般管理費合計 745,955 754,620

営業利益 56,983 343,482

営業外収益   

受取利息 175 2,569

受取配当金 5,574 5,896

持分法による投資利益 6,950 13,490

為替差益 － 3,936

受取家賃 10,512 9,948

その他 24,565 20,268

営業外収益合計 47,777 56,108

営業外費用   

支払利息 4,699 4,083

売上割引 1,994 2,078

有価証券評価損 408 162

為替差損 27,350 －

売上債権売却損 － 2,172

その他 2,668 355

営業外費用合計 37,121 8,852

経常利益 67,639 390,739

特別利益   

役員退職慰労引当金戻入額 1,968 －

事業譲渡益 9,523 －

受取保険金 7,500 －

特別利益合計 18,992 －

特別損失   

固定資産除却損 － ※3  46

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 15,643 －

特別退職金 64,933 －

クレーム関連対策費用 － 83,697

特別損失合計 80,577 83,744

税金等調整前当期純利益 6,054 306,994

法人税、住民税及び事業税 17,479 10,720

法人税等調整額 △16,507 △44,458

法人税等合計 971 △33,737

少数株主損益調整前当期純利益 5,082 340,732

少数株主損失（△） △557 △611

当期純利益 5,640 341,343
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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23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 5,082 340,732

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △22,868 △2,437

繰延ヘッジ損益 △562 －

為替換算調整勘定 1,059 3,411

その他の包括利益合計 △22,371 ※  974

包括利益 △17,288 341,706

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 △15,889 341,814

少数株主に係る包括利益 △1,399 △107
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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23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 1,538,448 1,538,448

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,538,448 1,538,448

資本剰余金   

当期首残高 1,676,743 1,676,743

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,676,743 1,676,743

利益剰余金   

当期首残高 1,963,398 1,947,769

当期変動額   

剰余金の配当 △21,268 △21,268

当期純利益 5,640 341,343

当期変動額合計 △15,628 320,074

当期末残高 1,947,769 2,267,844

自己株式   

当期首残高 △201,118 △201,128

当期変動額   

自己株式の取得 △9 △25,915

当期変動額合計 △9 △25,915

当期末残高 △201,128 △227,043

株主資本合計   

当期首残高 4,977,472 4,961,833

当期変動額   

剰余金の配当 △21,268 △21,268

当期純利益 5,640 341,343

自己株式の取得 △9 △25,915

当期変動額合計 △15,638 294,158

当期末残高 4,961,833 5,255,992

ローヤル電機（株）（6593）平成24年３月期 決算短信 

12



（単位：千円）

前連結会計年度 
(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23年４月１日 
 至 平成24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   

当期首残高 63,107 40,239

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △22,868 △2,437

当期変動額合計 △22,868 △2,437

当期末残高 40,239 37,801

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 562 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △562 －

当期変動額合計 △562 －

当期末残高 － －

為替換算調整勘定   

当期首残高 △56,603 △54,145

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,458 2,012

当期変動額合計 2,458 2,012

当期末残高 △54,145 △52,133

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 7,066 △13,905

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △20,971 △425

当期変動額合計 △20,971 △425

当期末残高 △13,905 △14,331

少数株主持分   

当期首残高 5,843 3,886

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,956 △3,886

当期変動額合計 △1,956 △3,886

当期末残高 3,886 －

純資産合計   

当期首残高 4,990,381 4,951,814

当期変動額   

剰余金の配当 △21,268 △21,268

当期純利益 5,640 341,343

自己株式の取得 △9 △25,915

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △22,928 △4,311

当期変動額合計 △38,567 289,846

当期末残高 4,951,814 5,241,661
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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23年４月１日 
 至 平成24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 6,054 306,994

減価償却費 115,438 122,471

のれん償却額 41,147 41,147

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 15,643 －

事業譲渡損益（△は益） △9,523 －

有形固定資産除売却損益（△は益） － 46

貸倒引当金の増減額（△は減少） 855 △2,393

賞与引当金の増減額（△は減少） 12,546 3,029

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － 6,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △44,013 9,087

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △7,333 7,377

受取利息及び受取配当金 △5,749 △8,465

支払利息 4,699 4,083

有価証券評価損益（△は益） 408 162

持分法による投資損益（△は益） △6,950 △13,490

売上債権の増減額（△は増加） △277,898 △305,672

営業投資有価証券の増減額（△は増加） 53,748 70,639

たな卸資産の増減額（△は増加） △305,926 391,978

仕入債務の増減額（△は減少） 94,949 185,844

未払消費税等の増減額（△は減少） 15,568 6,206

為替差損益（△は益） 113 11

その他 56,100 △46,128

小計 △240,120 778,930

利息及び配当金の受取額 5,793 8,457

利息の支払額 △4,525 △4,595

法人税等の還付額 16,592 12,286

法人税等の支払額 △30,929 △33,482

営業活動によるキャッシュ・フロー △253,189 761,595

投資活動によるキャッシュ・フロー   

短期貸付金の純増減額（△は増加） － △400,000

定期預金の払戻による収入 152,651 149,996

有形固定資産の取得による支出 △42,731 △75,818

投資有価証券の取得による支出 △4,188 △4,274

無形固定資産の取得による支出 △7,998 △21,808

事業譲渡による収入 120,712 －

その他 － △2,500

投資活動によるキャッシュ・フロー 218,445 △354,404

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） － 500,000

長期借入金の返済による支出 △99,324 △99,324

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △9,560 △9,560

自己株式の取得による支出 △9 △25,915

配当金の支払額 △21,152 △22,991

財務活動によるキャッシュ・フロー △130,047 342,207

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,652 △341

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △169,444 749,057

現金及び現金同等物の期首残高 531,219 361,775

現金及び現金同等物の期末残高 ※  361,775 ※  1,110,832
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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 
当連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

１．連結の範囲に関する事項  連結子会社は、楽揚電機（香港）有限公司、株式会社多賀製作所、ローヤル

テクノ株式会社の３社であります。 

２．持分法の適用に関する事項  持分法適用会社は、ＲＳインベストメント株式会社の１社であります。 

３．連結子会社の事業年度等に関す

る事項 

 連結子会社の事業年度末日は３月末日で連結決算日と一致しております。 

４．会計処理基準に関する事項 (1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券 

売買目的有価証券 

 時価法（売却原価は移動平均法により算定）によっております。 

  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）によっております。 

  時価のないもの 

 移動平均法による原価法によっております。ただし、匿名組合出資金

については「(8) その他連結財務諸表作成のための重要な事項②匿名組

合出資金の会計処理」に記載しております。 

  ②たな卸資産 

  商品、製品、原材料、仕掛品及び貯蔵品の評価基準及び評価方法は、総平均

法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法）によっております。ただし、販売用機械（製品、仕掛品）及び販売用

不動産については個別法による原価法によっております。 

  (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) 

 定率法によっております。 

 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

  建物及び構築物 ３～60年

機械装置及び運搬具 ５～７年

  ②無形固定資産(リース資産を除く) 

 定額法によっております。 

 なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法を採用しております。 

  ③少額減価償却資産 

 取得価額が 千円以上 千円未満の資産については、法人税法の規定

に基づく３年均等償却によっております。 

100 200

  ④リース資産 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、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。 

         

ローヤル電機（株）（6593）平成24年３月期 決算短信 

15



  

項目 
当連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

  (3）重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を

勘案し、回収不能見込額を計上することとしております。 

  ②賞与引当金 

 従業員に対する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上して

おります。 

  ③役員賞与引当金 

  役員賞与の支出に備えて、当連結会計年度における支給見込額に基づき

計上しております。  

  ④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

務及び中小企業退職金共済制度（独立行政法人勤労者退職金共済機構）に

よる支給見込額に基づき、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。 

     なお、一部の連結子会社は、確定給付型の制度として、退職金共済制度

及び退職一時金制度を設けており、その他連結子会社については、該当が

ないため計上しておりません。 

  ⑤役員退職慰労引当金 

     役員の退職慰労金の支出に備えて、役員退職慰労金規程に基づく期末要

支給額を計上しております。  

  (4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、連結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、在外子会社の資産及び負債

並びに収益及び費用については、連結決算日の直物為替相場により円貨に換

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おりま

す。 

  (5)重要なヘッジ会計の方法  

①ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理によっており、為替予約について振当処理を適用しておりま

す。 

  ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段…為替予約 

 ヘッジ対象…外貨建輸入予定取引 

  ③ヘッジ方針 

 為替リスクの低減のため、ヘッジ対象の範囲内でヘッジを行っております。

  ④ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ手段である為替予約とヘッジ対象となる外貨建輸入予定取引に関する

重要な条件が同一であるため、ヘッジに高い有効性があるものと判断しており

ます。 

  (6)のれんの償却方法及び償却期間 

 のれんは10年間の定額法で償却しております。  

  (7)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲  

  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ケ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。 

ローヤル電機（株）（6593）平成24年３月期 決算短信 

16



  

  

項目 
当連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

  (8) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

①消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

  ②匿名組合出資金の会計処理 

 匿名組合への出資金で金融商品取引法第２条第２項により有価証券とみな

されるものについては、匿名組合の財産の持分相当額を「営業投資有価証

券」として流動資産に計上しております。なお、当該出資から生ずる損益に

ついては、営業損益として処理しております。 

(7)表示方法の変更

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

（連結損益計算書関係) 

 前連結会計年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「売上割引」は、営業外費用の総額の100分

の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連

結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。  

 この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた4,662千円

は、「売上割引」1,994千円、「その他」2,668千円として組み替えております。 

   

(8)追加情報

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

 （会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

 当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正

に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 
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※１ 関連会社に対するものは、次のとおりであります。 

  

※２ 当社は、取引銀行１行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高

は次のとおりであります。 

  

 ※３ 連結会計年度末日満期手形 

 連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当連結

会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末残高に含まれて

おります。 

  

  

  

※１ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれており

ます。 

  

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費は次のとおりであります。 

  

※３ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

  

(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23年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成24年３月31日） 

投資有価証券（株式） 千円 72,988 千円 86,479

  
前連結会計年度 

（平成23年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成24年３月31日） 

当座貸越極度額 千円 500,000 千円 500,000

借入実行残高  －    500,000

差引額  500,000  －

  
前連結会計年度 

（平成23年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成24年３月31日） 

受取手形  － 千円 11,892

支払手形  －  74,672

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（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23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

千円 23,704 千円 10,694

前連結会計年度 
（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23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

  千円 41,589   千円 48,891

前連結会計年度 
（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23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

─────   機械装置及び運搬具 千円 46
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 当連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

※  その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額 

  

  

（連結包括利益計算書関係）

その他有価証券評価差額金：   
当期発生額 千円△9,164
組替調整額  －
税効果調整前合計   △9,164
税効果額  6,726
その他有価証券評価差額金  △2,437

為替換算調整勘定：   
当期発生額  3,411

その他の包括利益合計額  974
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前連結会計年度（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 

 （注） 普通株式の自己株式の株式数の増加20株は、単元未満株式の買取り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 

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
当連結会計年度期
首株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  4,342,554  －  －  4,342,554

合計  4,342,554  －  －  4,342,554

自己株式         

普通株式  88,758  20  －  88,778

合計  88,758  20    －  88,778

  
（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24日 

定時株主総会 
普通株式  21,268  5.00 平成22年３月31日 平成22年６月25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24日 

定時株主総会 
普通株式  21,268 利益剰余金  5.00 平成23年３月31日 平成23年６月27日
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当連結会計年度（自平成23年４月１日 至平成24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の株式数の増加49,400株は、取締役会決議による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 

  

  
当連結会計年度期
首株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  4,342,554  －  －  4,342,554

合計  4,342,554  －  －  4,342,554

自己株式         

普通株式  88,778  49,400  －  138,178

合計  88,778  49,400    －  138,178

  
（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６月24日 

定時株主総会 
普通株式  21,268  5.00 平成23年３月31日 平成23年６月27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24年６月26日 

定時株主総会 
普通株式  42,043 利益剰余金  10.00 平成24年３月31日 平成24年６月27日
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※ 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 

  

（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23年４月１日 
至  平成24年３月31日） 

現金及び預金勘定 521,884千円 1,120,945千円 

預入期間が３か月を超える定期預金 △160,109  △10,112  

現金及び現金同等物 361,775  1,110,832  
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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

    資源の分配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。 

    当社は主に製品別・事業の種類別に「送風機事業」「住設事業」「自動巻線機事業」「企業再生支援事業」

   の４事業に分類し、当該４事業を報告セグメントとしております。 

  各セグメントの製品及び事業概要は以下のとおりであります。 

   ① 送風機事業     小型送風機及び小形モーター 

   ② 住設事業      防水照明器具等の住宅関連機器及び住宅換気・ビル換気関連用製品  

   ③ 自動巻線機事業   各種巻線機並びに電気器具 

   ④ 企業再生支援事業  企業再生支援 

    なお、前連結会計年度で報告セグメントとしていたアクア関連事業は平成22年10月31日付で、株式会社バ

   イコムに事業譲渡したため、当連結会計年度は上記の４事業を報告セグメントとしております。 

     

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、資産その他の項目の金額に関する情報 

前連結会計年度（自平成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、不動産事業を含んでおります。 

   ２．セグメント利益の調整額△191,549千円の主なものは、当社の総務部門等、一般管理部門に係る費用であります。 

     セグメント資産の調整額1,072,840千円の主なものは、当社の総務部門等、一般管理部門に係る資産であります。 

     減価償却費の調整額8,807千円の主なものは、当社の総務部門等、一般管理部門に係る費用であります。 

     有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額9,928千円の主なものは、当社の総務部門等、一般管理部門に係る資産であ 

     ります。 

   ３．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

   ４．アクア関連事業は平成22年10月31日付で、株式会社バイコムに事業譲渡いたしました。  

（セグメント情報等）

セグメント情報

  報告セグメント 
その他 

（注）１ 

  

合計 

  

調整額 

（注）２

  

連結財務諸

表計上額

（注）３

  
  送風機事業 住設事業 

自動巻線機

事業 

企業再生 

支援事業 

アクア関連

事業(注)４
計 

売上高                     

 外部顧客への 

 売上高 
2,337,535  779,615 1,389,686  67,295  12,428 4,586,561  － 4,586,561 － 4,586,561

 セグメント間 

 の内部売上高 

 又は振替高 

－ － － － － － － － － －

計 2,337,535  779,615 1,389,686  67,295  12,428 4,586,561 － 4,586,561 － 4,586,561

セグメント利益 

又は損失（△） 
 222,330  39,664  △23,434  53,941  △33,098  259,402  △10,869  248,533 △191,549 56,983

セグメント資産 2,140,360 652,650 1,045,425 1,419,606 － 5,258,043 148,000 5,406,043 1,072,840 6,478,883

その他の項目 

減価償却費 75,765 7,843 21,444 － 1,577 106,630 － 106,630 8,807 115,438

のれんの償却額 － － 41,147 － － 41,147 － 41,147 － 41,147

有形固定資産及 

び無形固定資産 

の増加額 

31,734 926 8,260 － － 40,921 － 40,921 9,928 50,850
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当連結会計年度（自平成23年４月１日  至平成24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、不動産事業を含んでおります。 

   ２．セグメント利益の調整額△192,944千円の主なものは、当社の総務部門等、一般管理部門に係る費用であります。 

     セグメント資産の調整額2,128,082千円の主なものは、当社の総務部門等、一般管理部門に係る資産であります。 

     減価償却費の調整額9,069千円の主なものは、当社の総務部門等、一般管理部門に係る費用であります。 

     有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額9,427千円の主なものは、当社の総務部門等、一般管理部門に係る資産であ 

     ります。 

   ３．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

     

    

  報告セグメント 
その他 

（注）１

  

合計 

  

調整額 

（注）２ 

  

連結財務諸

表計上額

（注）３

  
  送風機事業 住設事業 

自動巻線機

事業 

企業再生 

支援事業 
計 

売上高                   

 外部顧客への 

 売上高 
2,508,356 1,009,456 1,821,148 69,926 5,408,887 152,894 5,561,781 － 5,561,781

 セグメント間 

 の内部売上高 

 又は振替高 

－ － － － － － － － －

計 2,508,356 1,009,456 1,821,148 69,926 5,408,887 152,894 5,561,781 － 5,561,781

セグメント利益 

又は損失（△） 
296,814 74,348 137,236 32,262 540,662 △4,234 536,427 △192,944 343,482

セグメント資産 2,151,786 758,736 965,832 1,348,967 5,225,322    － 5,225,322 2,128,082 7,353,405

その他の項目 

減価償却費 82,303 7,994 23,104 － 113,402 － 113,402 9,069 122,471

のれんの償却額 －  － 41,147 － 41,147 － 41,147 － 41,147

有形固定資産及 

び無形固定資産 

の増加額 

72,646 19,034 17,529 － 109,210 － 109,210 9,427 118,637
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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の算定上の基礎は、以下のとおりであります。  

       ２． １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

    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23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

１株当たり純資産額（円）  1,163.18

１株当たり当期純利益金額（円）  1.33

１株当たり純資産額（円）  1,246.72

１株当たり当期純利益金額（円）  80.77

  
前連結会計年度 

(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23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

当期純利益（千円）  5,640  341,343

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（千円）  5,640  341,343

普通株式の期中平均株式数（株）  4,253,776  4,226,310

  
前連結会計年度末 
(平成23年３月31日) 

当連結会計年度末 
(平成24年３月31日) 

純資産の部の合計額（千円）  4,951,814  5,241,661

純資産の部の合計額から控除する金額 

（千円） 
 3,886  －

（うち少数株主持分）（千円）  (3,886) (－) 

普通株式に係る期末の純資産額（千円）  4,947,927  5,241,661

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） 
 4,253,776  4,204,376

（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23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 403,076 719,668

受取手形 234,291 243,163

売掛金 904,057 1,007,693

有価証券 18,502 18,339

営業投資有価証券 1,419,606 1,348,967

商品及び製品 130,994 152,090

仕掛品 86,058 78,169

原材料及び貯蔵品 354,750 278,393

販売用不動産 148,000 －

前渡金 － 8,920

前払費用 5,208 6,899

繰延税金資産 26,663 67,510

短期貸付金 － 400,000

関係会社短期貸付金 636,246 215,089

その他 31,836 30,916

貸倒引当金 △3,814 △3,428

流動資産合計 4,395,479 4,572,394

固定資産   

有形固定資産   

建物 817,553 817,553

減価償却累計額 △587,419 △604,768

建物（純額） 230,134 212,784

構築物 27,968 28,298

減価償却累計額 △25,422 △25,827

構築物（純額） 2,546 2,470

機械及び装置 339,534 345,314

減価償却累計額 △297,398 △306,939

機械及び装置（純額） 42,136 38,374

車両運搬具 11,173 12,710

減価償却累計額 △10,874 △10,615

車両運搬具（純額） 298 2,095

工具、器具及び備品 449,451 491,120

減価償却累計額 △417,670 △451,874

工具、器具及び備品（純額） 31,781 39,245

土地 662,485 662,485

有形固定資産合計 969,381 957,456

無形固定資産   

借地権 32,841 32,841

ソフトウエア 30,350 29,032

その他 2,880 2,880

無形固定資産合計 66,072 64,754
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 252,117 247,227

関係会社株式 220,406 222,906

出資金 160 160

関係会社長期貸付金 21,520 574,307

敷金 5,146 4,657

保証金 10,010 10,010

破産更生債権等 5,305 2,423

その他 75 88

貸倒引当金 △5,349 △3,342

投資その他の資産合計 509,391 1,058,439

固定資産合計 1,544,846 2,080,649

資産合計 5,940,325 6,653,044

負債の部   

流動負債   

支払手形 227,741 329,459

買掛金 152,525 160,668

短期借入金 － 500,000

1年内返済予定の長期借入金 73,332 30,559

未払金 97,922 67,019

未払費用 4,631 5,036

未払法人税等 11,801 11,400

前受金 220 －

預り金 3,121 9,209

前受収益 6,011 6,013

賞与引当金 40,542 39,975

役員賞与引当金 － 6,000

その他 15,511 13,340

流動負債合計 633,360 1,178,682

固定負債   

長期借入金 30,559 －

繰延税金負債 27,378 20,651

退職給付引当金 48,129 62,060

役員退職慰労引当金 3,916 11,587

長期預り保証金 2,672 2,672

資産除去債務 14,700 14,700

固定負債合計 127,355 111,672

負債合計 760,716 1,290,354
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,538,448 1,538,448

資本剰余金   

資本準備金 1,447,761 1,447,761

その他資本剰余金 228,982 228,982

資本剰余金合計 1,676,743 1,676,743

利益剰余金   

利益準備金 115,000 115,000

その他利益剰余金   

配当平均積立金 150,000 150,000

設備更新積立金 200,000 200,000

別途積立金 1,117,191 1,117,191

繰越利益剰余金 543,114 754,547

利益剰余金合計 2,125,305 2,336,739

自己株式 △201,128 △227,043

株主資本合計 5,139,369 5,324,887

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 40,239 37,801

評価・換算差額等合計 40,239 37,801

純資産合計 5,179,608 5,362,689

負債純資産合計 5,940,325 6,653,044
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高   

製品売上 2,446,110 2,729,376

商品売上 583,807 631,866

不動産売上 － 152,894

営業投資有価証券売上 61,295 63,926

その他の売上高 6,000 6,000

売上高合計 3,097,213 3,584,063

売上原価   

製品期首たな卸高 83,322 70,697

商品期首たな卸高 57,546 60,296

当期製品製造原価 2,170,897 2,344,372

当期商品仕入高 393,977 400,974

合計 2,705,744 2,876,341

製品期末たな卸高 70,697 60,630

商品期末たな卸高 60,296 91,459

製品及び商品売上原価 2,574,749 2,724,251

不動産売上原価 10,869 151,809

営業投資有価証券売上原価 8,395 31,971

売上原価合計 2,594,014 2,908,032

売上総利益 503,199 676,030

販売費及び一般管理費   

発送配達費 40,763 43,960

役員報酬 36,576 42,940

給与手当 97,784 95,192

賞与引当金繰入額 7,143 12,580

役員賞与引当金繰入額 － 6,000

退職給付費用 11,252 11,663

役員退職慰労引当金繰入額 4,760 11,955

旅費交通費 23,389 16,090

減価償却費 6,685 4,739

賃借料 31,896 28,130

開発研究費 11,500 4,568

支払手数料 27,635 35,362

業務委託費 59,153 36,356

事務委託費 28,952 30,298

貸倒引当金繰入額 855 488

その他 71,102 59,613

販売費及び一般管理費合計 459,453 439,940

営業利益 43,746 236,090
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

営業外収益   

受取利息 7,122 12,717

受取配当金 5,574 5,896

仕入割引 2,374 3,532

為替差益 501 －

業務受託手数料 4,950 6,600

受取家賃 11,729 10,908

その他 17,614 14,804

営業外収益合計 49,866 54,458

営業外費用   

支払利息 2,671 2,534

有価証券評価損 408 162

売上割引 1,994 2,078

為替差損 － 1,313

支払補償費 2,200 －

その他 51 －

営業外費用合計 7,325 6,089

経常利益 86,287 284,459

特別利益   

事業譲渡益 9,523 －

特別利益合計 9,523 －

特別損失   

固定資産除却損 － 46

特別退職金 64,933 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 15,479 －

クレーム関連対策費用 － 83,697

特別損失合計 80,413 83,744

税引前当期純利益 15,397 200,714

法人税、住民税及び事業税 4,927 8,859

法人税等調整額 △26,663 △40,847

法人税等合計 △21,735 △31,987

当期純利益 37,132 232,702
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 1,538,448 1,538,448

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,538,448 1,538,448

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 1,447,761 1,447,761

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,447,761 1,447,761

その他資本剰余金   

当期首残高 228,982 228,982

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 228,982 228,982

資本剰余金合計   

当期首残高 1,676,743 1,676,743

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,676,743 1,676,743

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 115,000 115,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 115,000 115,000

その他利益剰余金   

配当平均積立金   

当期首残高 150,000 150,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 150,000 150,000

設備更新積立金   

当期首残高 200,000 200,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 200,000 200,000
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

別途積立金   

当期首残高 1,117,191 1,117,191

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,117,191 1,117,191

繰越利益剰余金   

当期首残高 527,250 543,114

当期変動額   

剰余金の配当 △21,268 △21,268

当期純利益 37,132 232,702

当期変動額合計 15,863 211,433

当期末残高 543,114 754,547

利益剰余金合計   

当期首残高 2,109,441 2,125,305

当期変動額   

剰余金の配当 △21,268 △21,268

当期純利益 37,132 232,702

当期変動額合計 15,863 211,433

当期末残高 2,125,305 2,336,739

自己株式   

当期首残高 △201,118 △201,128

当期変動額   

自己株式の取得 △9 △25,915

当期変動額合計 △9 △25,915

当期末残高 △201,128 △227,043

株主資本合計   

当期首残高 5,123,515 5,139,369

当期変動額   

剰余金の配当 △21,268 △21,268

当期純利益 37,132 232,702

自己株式の取得 △9 △25,915

当期変動額合計 15,853 185,518

当期末残高 5,139,369 5,324,887
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 63,107 40,239

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △22,868 △2,437

当期変動額合計 △22,868 △2,437

当期末残高 40,239 37,801

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 562 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △562 －

当期変動額合計 △562 －

当期末残高 － －

評価・換算差額等合計   

当期首残高 63,670 40,239

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △23,430 △2,437

当期変動額合計 △23,430 △2,437

当期末残高 40,239 37,801

純資産合計   

当期首残高 5,187,185 5,179,608

当期変動額   

剰余金の配当 △21,268 △21,268

当期純利益 37,132 232,702

自己株式の取得 △9 △25,915

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △23,430 △2,437

当期変動額合計 △7,576 183,080

当期末残高 5,179,608 5,362,689
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 該当事項はありません。 

  

(1）役員の異動 

 平成24年５月11日付で公表いたしました「役員人事に関するお知らせ」をご覧ください。 

  

(2）その他 

 該当事項はありません。 

  

  

(4)継続企業の前提に関する注記

６．その他
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