
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 1,695,830 2,206,278

受取手形及び売掛金 2,550,271 2,833,146

商品及び製品 566,661 590,955

仕掛品 283,966 286,982

原材料及び貯蔵品 514,165 514,439

繰延税金資産 47,107 105,540

未収入金 111,171 151,289

その他 104,358 68,851

貸倒引当金 △600 △800

流動資産合計 5,872,929 6,756,680

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,112,730 1,048,527

機械装置及び運搬具（純額） 412,755 342,199

工具、器具及び備品（純額） 103,843 74,682

土地 200,056 96,379

リース資産（純額） 183,859 235,056

有形固定資産合計 2,013,243 1,796,843

無形固定資産 24,050 22,502

投資その他の資産   

投資有価証券 539,194 508,874

長期貸付金 7,746 5,126

破産更生債権等 100,775 100,726

繰延税金資産 357,907 302,071

保険積立金 155,773 188,471

その他 167,413 131,235

貸倒引当金 △109,164 △107,619

投資その他の資産合計 1,219,644 1,128,884

固定資産合計 3,256,937 2,948,229

資産合計 9,129,866 9,704,909
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,185,911 1,339,474

短期借入金 2,459,969 2,575,782

リース債務 30,723 43,726

未払法人税等 6,769 120,565

賞与引当金 101,010 165,400

役員賞与引当金 1,560 10,500

設備関係支払手形 25,563 90,114

その他 374,748 368,419

流動負債合計 4,186,253 4,713,980

固定負債   

長期借入金 1,459,672 1,289,890

リース債務 163,837 202,192

退職給付引当金 416,441 435,593

役員退職慰労引当金 105,790 116,400

資産除去債務 － 8,500

その他 256,886 185,770

固定負債合計 2,402,626 2,238,345

負債合計 6,588,879 6,952,325

純資産の部   

株主資本   

資本金 704,520 704,520

資本剰余金 56,076 56,076

利益剰余金 1,815,380 2,042,980

自己株式 △68,770 △68,937

株主資本合計 2,507,206 2,734,639

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 40,600 26,257

繰延ヘッジ損益 △6,127 △2,846

為替換算調整勘定 △10,080 △19,978

その他の包括利益累計額合計 24,393 3,433

少数株主持分 9,388 14,512

純資産合計 2,540,987 2,752,584

負債純資産合計 9,129,866 9,704,909
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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 6,785,636 7,886,668

売上原価 5,147,611 5,658,445

売上総利益 1,638,025 2,228,223

販売費及び一般管理費 1,713,335 1,877,955

営業利益又は営業損失（△） △75,310 350,268

営業外収益   

受取利息 1,193 862

受取配当金 10,694 11,705

受取家賃 11,646 13,700

持分法による投資利益 15,833 18,263

雇用調整助成金 25,045 2,195

その他 13,334 10,858

営業外収益合計 77,745 57,583

営業外費用   

支払利息 91,850 80,764

為替差損 1,888 74

手形売却損 683 319

その他 988 3,106

営業外費用合計 95,409 84,263

経常利益又は経常損失（△） △92,974 323,588

特別利益   

固定資産売却益 193,959 83,493

投資有価証券償還益 1,467 －

貸倒引当金戻入額 5,498 －

補助金収入 13,311 －

特別利益合計 214,235 83,493

特別損失   

前期損益修正損 10,284 －

固定資産売却損 2,600 －

固定資産除却損 3,071 4,919

投資有価証券評価損 17,623 10,087

ゴルフ会員権評価損 － 2,349

施設利用権評価損 － 2,250

貸倒引当金繰入額 2,171 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 8,500

特別損失合計 35,749 28,105

税金等調整前当期純利益 85,512 378,976

法人税、住民税及び事業税 11,680 131,185

法人税等調整額 39,795 1,545

法人税等合計 51,475 132,730

少数株主損益調整前当期純利益 － 246,246

少数株主利益又は少数株主損失（△） △2,046 5,124

当期純利益 36,083 241,122
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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 － 246,246

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － △14,343

繰延ヘッジ損益 － 3,281

為替換算調整勘定 － △9,898

その他の包括利益合計 － △20,960

包括利益 － 225,286

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － 220,162

少数株主に係る包括利益 － 5,124
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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 704,520 704,520

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 704,520 704,520

資本剰余金   

前期末残高 56,076 56,076

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 56,076 56,076

利益剰余金   

前期末残高 1,779,297 1,815,380

当期変動額   

剰余金の配当 － △13,522

当期純利益 36,083 241,122

当期変動額合計 36,083 227,600

当期末残高 1,815,380 2,042,980

自己株式   

前期末残高 △68,770 △68,770

当期変動額   

自己株式の取得 － △167

当期変動額合計 － △167

当期末残高 △68,770 △68,937

株主資本合計   

前期末残高 2,471,123 2,507,206

当期変動額   

剰余金の配当 － △13,522

当期純利益 36,083 241,122

自己株式の取得 － △167

当期変動額合計 36,083 227,433

当期末残高 2,507,206 2,734,639

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 △10,834 40,600

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 51,434 △14,343

当期変動額合計 51,434 △14,343

当期末残高 40,600 26,257
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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) 

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △8,730 △6,127

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,603 3,281

当期変動額合計 2,603 3,281

当期末残高 △6,127 △2,846

為替換算調整勘定   

前期末残高 △327 △10,080

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △9,753 △9,898

当期変動額合計 △9,753 △9,898

当期末残高 △10,080 △19,978

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 △19,891 24,393

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 44,284 △20,960

当期変動額合計 44,284 △20,960

当期末残高 24,393 3,433

少数株主持分   

前期末残高 11,434 9,388

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,046 5,124

当期変動額合計 △2,046 5,124

当期末残高 9,388 14,512

純資産合計   

前期末残高 2,462,666 2,540,987

当期変動額   

剰余金の配当 － △13,522

当期純利益 36,083 241,122

自己株式の取得 － △167

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 42,238 △15,836

当期変動額合計 78,321 211,597

当期末残高 2,540,987 2,752,584
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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 85,512 378,976

減価償却費 300,238 254,657

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,818 △1,345

受取利息及び受取配当金 △11,887 △12,567

支払利息 91,850 80,764

持分法による投資損益（△は益） △15,833 △18,263

売上債権の増減額（△は増加） △541,078 △282,875

たな卸資産の増減額（△は増加） 666,075 △27,584

仕入債務の増減額（△は減少） 576 153,563

賞与引当金の増減額（△は減少） △8,190 64,390

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △11,910 10,610

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 360 8,940

退職給付引当金の増減額（△は減少） △85,637 19,152

投資有価証券評価損益（△は益） 17,623 10,087

投資有価証券償還損益（△は益） △1,467 －

固定資産売却損益（△は益） △191,359 △83,493

固定資産除却損 3,071 4,919

前期損益修正損益（△は益） 10,284 －

未収入金の増減額（△は増加） 75,963 30,829

未払費用の増減額（△は減少） 16,432 46,431

預り保証金の増減額（△は減少） 3,300 △65,575

補助金収入 △13,311 －

その他 16,980 △40,105

小計 403,774 531,511

利息及び配当金の受取額 11,887 12,495

利息の支払額 △89,389 △80,330

法人税等の支払額 △21,343 △8,750

法人税等の還付額 43,986 2,529

営業活動によるキャッシュ・フロー 348,915 457,455

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △89,779 △39,882

有形固定資産の売却による収入 258,565 199,069

投資有価証券の取得による支出 △3,709 △4,339

投資有価証券の償還による収入 10,356 －

定期預金の預入による支出 △64,000 △2,051

長期貸付けによる支出 △2,000 －

長期貸付金の回収による収入 4,425 740

投資活動によるキャッシュ・フロー 113,858 153,537

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 － 400,000

長期借入金の返済による支出 △281,720 △421,970

自己株式の取得による支出 － △167

配当金の支払額 － △13,522

短期借入金の純増減額（△は減少） △4,000 △31,999

リース債務の返済による支出 △24,190 △32,782

財務活動によるキャッシュ・フロー △309,910 △100,440

現金及び現金同等物に係る換算差額 △399 △2,155

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 152,464 508,397

現金及び現金同等物の期首残高 1,406,766 1,559,230

現金及び現金同等物の期末残高 1,559,230 2,067,627
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 該当事項はありません。  

  

   

  下記の変更を除き、 近の有価証券報告書（平成22年６月30日）提出における記載から重要な変更がないため開示を

省略しております。 

  

  

１．「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

 当連結会計年度より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10日公表分）及び「持分

法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年３月10日）を適用しておりま

す。これによる当連結会計年度の損益に与える影響はありません。 

  

２．資産除去債務に関する会計基準の適用 

 当連結会計年度より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及び「資産

除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用しております。 

 これにより、当連結会計年度の特別損失が 千円増加し、税金等調整前当期純利益が 千円減少しておりま

す。 

  

１．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  

  

２．平成23年上期以降に支給予定の従業員賞与について、給与規程を一部改定し、支給対象期間を変更しております。 

  これにより、前連結会計年度と同一の方法によった場合に比べ、営業利益、経常利益、税金等調整前当期純利益

は、それぞれ 千円減少しております。 

  

(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

(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

8,500 8,500

(８）追加情報

55,500
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  １．有形固定資産の金額は減価償却累計額 千円を控除してあります。 

  ２．担保に供している資産 

      建物及び構築物               千円 

      機械装置及び運搬具             千円 

      工具器具備品                 千円 

      土地                     千円  

    上記物件は、長期借入金（一年内返済予定分を含む） 千円、短期借入金 千円の担保に供して

おります。 

  ３．土地信託にかかる主な資産負債で各々の科目に含まれているものは、以下のとおりであります。 

      未収入金                   千円 

      流動資産（その他）              千円 

      土地                       千円 

      建物及び構築物               千円 

      投資その他の資産（その他）          千円  

  ４．経済産業省の「研究協力事業費補助金交付要綱」の規定及びＮＥＤＯ技術開発機構の「研究協力事業助成金交付

規定」の規定に基づく助成金の受入により有形固定資産の取得額から控除している圧縮記帳額は、以下のとおりで

あります。 

      工具器具備品                 千円 

   

  １．販売費及び一般管理費の主なもの 

      荷造運搬費                 千円 

      役員報酬                   千円 

      給料及び手当                千円 

      賞与引当金繰入額               千円 

      退職給付費用                 千円 

      役員退職慰労引当金繰入額           千円 

      研究開発費                   千円 

  ２．固定資産売却益 

    当社東京工場の土地の売却 千円であります。 

  

  

 当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

  １ 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

  

  ２ 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

  

(９）連結財務諸表に関する注記事項

（連結貸借対照表関係）

5,462,881

847,581

103,794

5,598

14,934

1,846,758 1,946,000

65,725

20,951

82

710,671

76,990

69,663

（連結損益計算書関係）

254,996

111,165

411,850

69,022

61,465

13,610

129,972

83,493

（連結包括利益計算書関係）

親会社株主に係る包括利益 千円80,367

少数株主に係る包括利益  △2,046

         計  78,321

その他有価証券評価差額金 千円51,434

繰延ヘッジ損益  2,603

為替勘定調整勘定  △9,753

         計  44,284
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前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項  

  

２ 配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

 該当事項はありません。 

  

(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）

  

前連結会計年度末 

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    14,090,400  －  －  14,090,400

     合計  14,090,400  －  －  14,090,400

 自己株式     

普通株式  568,484  －  －  568,484

     合計  568,484  －  －  568,484

  

  

（決議） 

株式の種類 
配当金の総額

（千円） 
配当の原資 

１株当たり 

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 

平成22年６月29日 

定時株主総会 
普通株式  13,522 利益剰余金  1.00 平成22年３月31日 平成22年６月30日
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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．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  

  

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  

  

  

  

前連結会計年度末 

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    14,090,400  －  －  14,090,400

     合計  14,090,400  －  －  14,090,400

 自己株式     

普通株式  568,484  1,371  －  569,855

     合計  568,484  1,371  －  569,855

  

  

（決議） 

株式の種類 
配当金の総額

（千円） 
配当の原資 

１株当たり 

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 

平成22年６月29日 

定時株主総会 
普通株式  13,522 利益剰余金  1.00 平成22年３月31日 平成22年６月30日

  

  

（決議） 

株式の種類 
配当金の総額

（千円） 
配当の原資 

１株当たり 

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 

平成23年６月29日 

定時株主総会 
普通株式  40,562 利益剰余金  3.00 平成23年３月31日 平成23年６月30日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

（平成22年３月31日現在）

（千円） 

現金及び預金勘定  1,695,830

預入期間が３ヶ月を超える定期預金  △136,600

現金及び現金同等物  1,559,230

（平成23年３月31日現在）

（千円） 

現金及び預金勘定  2,206,278

預入期間が３ヶ月を超える定期預金  △138,651

現金及び現金同等物  2,067,627
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