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１．平成25年３月期の業績（平成24年４月１日～平成25年３月31日）
（１）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 ％

25年３月期 6,084 △7.9 214 47.1 223 47.1 146 66.2
24年３月期 6,606 △8.1 145 △58.2 151 △57.6 88 △30.2

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 ％ ％ ％

25年３月期 10.64 ― 5.1 3.9 3.5
24年３月期 6.40 ― 3.2 2.6 2.2

(参考) 持分法投資損益 25年３月期 ―百万円 24年３月期 ―百万円

（２）財政状態

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

25年３月期 5,795 3,004 51.8 218.36
24年３月期 5,601 2,781 49.7 202.15

(参考) 自己資本 25年３月期 3,004百万円 24年３月期 2,781百万円

（３）キャッシュ・フローの状況

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

25年３月期 △16 △33 34 404
24年３月期 75 129 △184 419

２．配当の状況

年間配当金 配当金総額 
(合計)

配当性向
純資産
配当率第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 ％ ％

24年３月期 ― ― ― 3.00 3.00 41 46.9 1.5
25年３月期 ― ― ― 3.00 3.00 41 28.2 1.4

26年３月期(予想) ― ― ― 3.00 3.00 41.3

３．平成26年３月期の業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

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) 3,300 3.0 150 29.6 150 24.9 80 △12.7 5.81
通 期 6,300 3.5 200 △6.5 200 △10.5 100 △31.7 7.27



  

   

 

   

     

 

   

 

 
  

※ 注記事項
（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

 ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

 ② ①以外の会計方針の変更 ： 無

 ③ 会計上の見積りの変更 ： 有

 ④ 修正再表示 ： 無

（２）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年３月期 14,250,000 株 24年３月期 14,250,000 株

② 期末自己株式数 25年３月期 491,723 株 24年３月期 490,550 株

③ 期中平均株式数 25年３月期 13,758,963 株 24年３月期 13,759,883 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、財務諸表

の監査手続が実施中です。

※ 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２ページ「経営成績に関する
分析」をご覧ください。
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当事業年度におけるわが国経済は、欧州債務危機問題の長期化や新興国経済の減速等を背景として、

依然として先行き不透明な状況で推移いたしましたが、年度後半よりの経済対策や金融政策に対する期

待感から、円高修正や株高基調が進み、景気回復に明るい兆しが見られる状況となってまいりました。

このような経営環境のなか、当社は積極的な営業活動を展開しました結果、当事業年度の売上高は60

億84百万円（前事業年度比５億21百万円、7.9％減）となりました。 

収益面につきましては、売上高の減少に対して製造コスト及び固定費の削減等に努めた結果、当事業

年度の営業利益は２億14百万円（前事業年度比68百万円、47.1％増）、経常利益は２億23百万円（前事

業年度比71百万円、47.1％増）、当期純利益は１億46百万円（前事業年度比58百万円、66.2％増）とな

りました。 

主力の鉄道関連事業につきましては、主に新幹線等の車両需要が一巡したことに伴い、売上高は47億

56百万円（前事業年度比６億18百万円、11.5％減）となりましたが、受注高は47億84百万円（前事業年

度比４億１百万円、9.2％増）となりました。 

自動車関連事業につきましては、各高速道路会社等に対し自走式標識車及び車載標識装置を中心とす

る受注活動を積極的に展開した結果、売上高は10億33百万円（前事業年度比１億80百万円、21.2％増）

となり、受注高も９億11百万円（前事業年度比13百万円、1.5％増）となりました。 

船舶等関連事業につきましては、防衛省関連等への出荷が減少し、売上高は２億７百万円（前事業年

度比79百万円、27.8％減）となりましたが、受注高は３億86百万円（前事業年度比98百万円、34.0％

増）となりました。 

不動産関連事業につきましては、本社再開発に伴う本社建物の解体等により一部賃貸収入が減少した

ため、売上高は86百万円（前事業年度比３百万円、4.3％減）となりました。 

今後の見通しにつきましては、わが国経済は緩やかな回復基調への明るさが見え始めましたが、欧州

の債務問題や新興国の景気減速懸念等の不安要素もあり、景気は依然として予断を許さない状況が続く

ものと思われます。 

当社が属する各業界においては、主力の鉄道関連事業は前事業年度が鉄道車両需要の端境期にあった

こともあり、当事業年度は売上高はやや回復することが予想されるものの、自動車関連事業や船舶等関

連事業においては前期並みの受注が予想されます。 

当社といたしましては、このような経営環境のもとで積極的な受注活動を展開するとともに、企業収

益競争力のより一層の向上を目指し、引き続き全社を挙げてのコストダウンに取組み、需要家の多用な

ニーズに応えるべく新製品の開発、品質の向上、技術開発の推進に鋭意努力して行く所存であります。

以上により、次期（平成26年３月期）の業績見通しにつきましては、売上高63億円（前事業年度比２

億15百万円、3.5％増）、営業利益２億円（前事業年度比14百万円、6.5％減）、経常利益２億円（前事

業年度比23百万円、10.5％減）、当期純利益１億円（前事業年度比46百万円、31.7％減）を見込んでお

ります。 

１．経営成績・財政状態に関する分析

（１）経営成績に関する分析

・ 当期の経営成績

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

[鉄道関連事業]

 [自動車関連事業]

 [船舶等関連事業]

 [不動産関連事業]

・ 次期の見通し
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流動資産は、前事業年度末に比べて0.3％増加し、38億70百万円となりました。これは、主として棚

卸資産が１億66百万円減少したものの、売掛金が１億22百万円増加したこと等によります。 

固定資産は、前事業年度末に比べて10.5％増加し、19億24百万円となりました。これは、主として建

物が減価償却等により55百万円減少したものの、無形固定資産のうちリース資産が80百万円増加したこ

と等によります。 

この結果、総資産は前事業年度末に比べて3.4％増加し、57億95百万円となりました。 

流動負債は、前事業年度末に比べて2.8％減少し、22億81百万円となりました。これは、主として短

期借入金が２億円、未払法人税等が67百万円増加したものの、支払手形が１億93百万円、買掛金が97百

万円減少したこと等によります。 

固定負債は、前事業年度末に比べて7.6％増加し、５億９百万円となりました。これは、主として長

期借入金が81百万円減少したものの、リース債務が61百万円、繰延税金負債が55百万円増加したことに

よります。 

この結果、負債合計は前事業年度末に比べて1.1％減少し、27億90百万円となりました。 

純資産は、前事業年度末に比べて8.0％増加し、30億４百万円となりました。これは、主として繰越

利益剰余金が１億５百万円、その他有価証券評価差額金が１億17百万円増加したこと等によります。 

当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ15百万円

減少し、当事業年度末は４億４百万円となりました。 

当事業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。 

営業活動の結果使用した資金は16百万円（前事業年度は75百万円の獲得）となりました。 

この主な要因は、収入については税引前当期純利益２億19百万円、減価償却費１億29百万円、棚卸資

産の減少額１億66百万円等であり、支出については売上債権の増加額２億12百万円、仕入債務の減少額

２億91百万円等により、キャッシュ・フローが減少したことによります。 

投資活動の結果使用した資金は33百万円（前事業年度は１億29百万円の獲得）となりました。 

この主な要因は、支出について有形固定資産の取得による支出31百万円等により、キャッシュ・フロ

ーが減少したことによります。 

財務活動の結果得られた資金は34百万円となりました。 

この主な要因は、収入については短期借入金の増加額が２億円、長期借入れによる収入が１億円であ

り、支出については長期借入金の返済による支出が１億91百万円等により、キャッシュ・フローが増加

したことによります。 

（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）

（固定資産）

（流動負債）

（固定負債）

（純資産）

②キャッシュ・フローの状況

（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）
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(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  

※当社は平成23年３月期は連結業績を開示しておりましたが、平成24年３月期より非連結での業績を開示し

ております。そのため、平成21年３月期～平成23年３月期の時価ベースの自己資本比率、キャッシュ・フ

ロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオは記載しておりません。 

※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、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

※有利子負債は、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、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。

※平成25年３月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオは、営業

キャッシュ・フローがマイナスのため記載していません。 

  

当社は、株主の皆様への長期的利益還元を重要な経営課題として位置づけ、今後の事業展開に必要な

内部留保を確保し、将来にわたる安定配当の維持を重視しながら、業績に応じた適切な配当政策を実現

していくことを基本方針としております。 

内部留保資金につきましては、財務体質の維持・強化、将来の 適生産体制のための設備投資、新製

品・新技術の研究開発等、当社の企業競争力強化のために活用してまいります。 

上記の方針に基づき、当期の期末配当金につきましては、１株当たり３円を予定しております。 

また、次期の期末配当金につきましては、１株当たり３円を予定しております。 

  

当社の事業等に関するリスクについて、経営成績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があると考え

られる主な事項には、以下のようなものがあります。 

当社が主力とする鉄道車両業界は成熟産業であり、国内外の鉄道車両の代替需要及び新線建設等の

需要変動により、当社の業績に大きく影響を及ぼす可能性があります。 

鉄道車両は、代替需要の規模及び海外向け車両需要の発生等により、受注・納期等が時期的に集中

し、その生産・出荷に機敏に対応することにより、当社の経営成績及び財政状態に大きく影響を及ぼ

す可能性があります。 

平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期 平成25年３月期

自己資本比率 43.0 44.9 46.2 49.7 51.8

時価ベースの自己資本比率 ― ― ― 31.4 29.4

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

― ― ― 12.6 ―

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

― ― ― 4.5 ―

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

（４）事業等のリスク

１）特定業界への高い依存度によるもの

２）経営成績及び財政状態の大きな変動によるもの

森尾電機㈱（6647）平成25年３月期決算短信（非連結）

4



当社は、照明器具、電気配線器具、電気通信器具、電気信号機器、制御機器、保安機器、情報表示装

置等の製造販売の事業を主体に、不動産賃貸事業及びその他の関連事業を営んでおります。 

当社の当該事業に関わる位置づけ、並びに事業の種類別セグメントとの関連は次のとおりでありま

す。 

鉄道関連事業は、鉄道事業者、鉄道車両メーカー等に販売する主幹制御器、配電盤、配電箱、補助回

路機器、蛍光灯、LED照明器具、行先表示器、旅客情報表示装置等を生産しております。 

自動車関連事業は、高速道路会社各社、国土交通省等に販売する自走式標識車、各種車載標識装置、

道路用各種情報装置等を生産しております。 

船舶等関連事業は、各種防爆灯及び防爆器具、艦艇用各種照明器具等及びセキュリティー関連機器等

を生産しております。 

不動産関連事業は、東京都葛飾区に所有する賃貸マンション３棟、千葉県松戸市に所有する賃貸マン

ション１棟、計４棟の不動産賃貸事業を運営しております。 

当社についての事業系統図は次のとおりであります。 

  

 

  

２．企業集団の状況

（１） 鉄道関連事業

（２） 自動車関連事業

（３） 船舶等関連事業

（４） 不動産関連事業
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当社は、創業以来「電気機器を通じて交通インフラの発展に寄与し、豊かな生活と快適な環境創りに

貢献する。」を経営理念とし、事業の発展と経営の向上を実現することにより、企業の永続的発展を目

指しております。 

これにより、適正な利益の確保をとおして、継続的な企業価値の向上を図り、株主の皆様のご期待に

報いることを経営の基本方針としております。 

当社は、株主の視点から見た収益性を重視する観点から、株主資本当期純利益率（ROE）を主要な経

営指標として位置づけ、常に収益の改善に努めるとともに、コスト削減意識をもって企業経営に取組ん

でまいります。 

当社は、営業体制及び営業活動の強化、生産性の向上と品質・技術の向上、コスト削減等の諸施策を

さらに強力に推進し、安定的・継続的な利益確保と品質向上を確立する企業体質への改革を将来にわた

り継続してまいります。 

また、ますますグローバル化する品質要求に対応するためにも、引き続きISO9001の国際規格基準に

準拠した安定的・継続的品質保証システムを構築して行くとともに、環境を重視したISO14001の国際規

格基準に対応するシステムづくりを推進してまいります。 

当社は、中長期的な経営目標を達成するため、対処すべき課題として次の項目を進めてまいります。

主力の鉄道関連事業では、国内車両需要が徐々に回復傾向に向かうものと見込まれるため、今後は

多品種少量生産と価格競争の激化に対応した生産性の向上及びコストの削減をより強く進めてまいり

ます。 

国内の鉄道車両産業が成熟化するなかで、今後は海外鉄道事業への関わりがますます大きくなるた

め、引き続き海外向け鉄道車両案件への対応力の一層の向上に取組んでまいります。 

企業のさらなる発展のために、次代の当社の主力となるべき製品・部品の開発・改良と、新規事業

の立ち上げを引き続き推進してまいります。 

今後の生産量増大に備えた竜ヶ崎事業所工場棟の増改築工事が竣工し、平成19年４月より本格稼動

したことに伴い、生産設備を順次更新するとともに作業環境の大幅な改善を図ることにより、引き続

き生産性の向上を実現してまいります。 

当社は、平成18年３月に環境の国際標準でありますISO14001を認証取得し、社内の環境改善を進め

てまいりましたが、竜ヶ崎事業所工場棟の増改築工事を機に、引き続き全社的な環境改善活動を推進

してまいります。 

人材教育を充実していくとともに、各階層とのコミュニケーションの強化を図り、生産性向上に向

けた組織力を一層向上してまいります。 

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

（４）会社の対処すべき課題

１）既存事業の一層の強化を進めてまいります。

２）海外向け鉄道車両案件への積極的な対応を図ってまいります。

３）新製品・新事業の開発促進を引き続き推進してまいります。

４）生産性向上のための生産設備及び作業環境改善に取組んでまいります。

５）全社的環境改善活動を推進してまいります。

６）組織力の一層の強化を進めてまいります。
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４．財務諸表
（１）貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成24年３月31日)

当事業年度
(平成25年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 659,573 644,260

受取手形 ※2 111,689 ※2 159,536

電子記録債権 52,175 94,272

売掛金 1,464,102 1,586,700

商品及び製品 320,212 220,639

仕掛品 710,256 605,211

原材料及び貯蔵品 463,653 501,746

前払費用 5,795 6,072

繰延税金資産 55,309 51,850

その他 18,280 615

流動資産合計 3,861,048 3,870,906

固定資産

有形固定資産

建物 ※1 1,717,101 ※1 1,724,701

減価償却累計額 △759,886 △822,493

建物（純額） 957,215 902,207

構築物 125,519 127,777

減価償却累計額 △96,959 △98,872

構築物（純額） 28,559 28,904

機械及び装置 160,418 160,018

減価償却累計額 △158,018 △158,121

機械及び装置（純額） 2,400 1,897

車両運搬具 4,885 4,885

減価償却累計額 △4,885 △4,885

車両運搬具（純額） 0 0

工具、器具及び備品 141,825 116,024

減価償却累計額 △121,461 △96,800

工具、器具及び備品（純額） 20,364 19,223

土地 ※1 38,340 ※1 38,340

リース資産 90,712 100,442

減価償却累計額 △22,417 △35,078

リース資産（純額） 68,295 65,364

建設仮勘定 12,919 17,850

有形固定資産合計 1,128,095 1,073,789

無形固定資産

ソフトウエア 28,544 18,354

電話加入権 1,014 1,014

工業所有権 96 53

リース資産 8,151 88,705

無形固定資産合計 37,808 108,128
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(単位：千円)

前事業年度
(平成24年３月31日)

当事業年度
(平成25年３月31日)

投資その他の資産

投資有価証券 501,182 674,816

役員に対する保険積立金 40,287 40,287

長期前払費用 178 58

その他 36,855 27,032

貸倒引当金 △3,600 －

投資その他の資産合計 574,903 742,195

固定資産合計 1,740,807 1,924,113

資産合計 5,601,856 5,795,019

負債の部

流動負債

支払手形 ※2 1,040,304 ※2 846,551

買掛金 416,024 318,721

短期借入金 ※1 350,000 ※1 550,000

1年内返済予定の長期借入金 ※1 180,264 ※1 169,608

リース債務 13,853 36,032

未払金 137,782 128,944

未払法人税等 6,888 74,418

未払消費税等 8,132 7,157

預り金 17,341 16,959

賞与引当金 136,000 120,000

役員賞与引当金 10,000 12,000

資産撤去引当金 28,140 －

その他 2,411 1,126

流動負債合計 2,347,142 2,281,519

固定負債

長期借入金 ※1 337,086 ※1 255,809

リース債務 69,201 130,653

長期預り敷金保証金 10,181 10,181

繰延税金負債 44,682 100,487

長期未払金 12,068 12,068

固定負債合計 473,219 509,199

負債合計 2,820,362 2,790,719
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(単位：千円)

前事業年度
(平成24年３月31日)

当事業年度
(平成25年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,048,500 1,048,500

資本剰余金

資本準備金 897,272 897,272

資本剰余金合計 897,272 897,272

利益剰余金

利益準備金 192,500 192,500

その他利益剰余金

別途積立金 370,000 370,000

繰越利益剰余金 236,199 341,311

利益剰余金合計 798,699 903,811

自己株式 △69,646 △69,780

株主資本合計 2,674,826 2,779,803

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 106,667 224,496

評価・換算差額等合計 106,667 224,496

純資産合計 2,781,494 3,004,300

負債純資産合計 5,601,856 5,795,019
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（２）損益計算書
(単位：千円)

前事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当事業年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

売上高

製品売上高 6,516,082 5,997,997

不動産賃貸収入 90,409 86,538

売上高合計 6,606,491 6,084,535

売上原価

製品期首たな卸高 206,152 320,212

当期製品製造原価 5,589,298 4,858,488

合計 5,795,450 5,178,700

製品期末たな卸高 320,796 221,039

棚卸資産評価損 584 400

売上原価合計 5,475,238 4,958,061

売上総利益 1,131,253 1,126,474

販売費及び一般管理費

販売手数料 43,032 45,269

荷造運搬費 46,393 49,261

広告宣伝費 13,998 533

役員報酬 78,594 74,730

給料及び手当 322,972 303,640

賞与 43,421 38,960

賞与引当金繰入額 49,125 39,858

役員賞与引当金繰入額 10,000 12,000

退職給付費用 8,146 9,701

法定福利費 59,666 56,829

福利厚生費 2,639 2,077

租税公課 16,643 15,929

通信費 5,049 4,762

交際費 11,327 12,975

旅費及び交通費 22,783 21,678

諸会費 3,871 3,879

事務用消耗品費 6,575 5,218

修繕費 737 93

賃借料 45,667 44,904

減価償却費 7,414 26,347

保険料 3,350 2,234

保守管理費 83,471 43,462

決算費 24,363 24,069

研究開発費 ※1 24,380 ※1 30,227

事業所税 1,427 －

雑費 50,752 43,821

販売費及び一般管理費合計 985,806 912,466

営業利益 145,446 214,008

森尾電機㈱（6647）平成25年３月期決算短信（非連結）

10



(単位：千円)

前事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当事業年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

営業外収益

受取利息 200 97

受取配当金 9,402 10,509

貸倒引当金戻入額 － 3,600

雇用調整助成金 3,000 －

雑収入 11,239 13,088

営業外収益合計 23,843 27,296

営業外費用

支払利息 17,298 17,773

為替差損 － 12

雑損失 4 3

営業外費用合計 17,302 17,789

経常利益 151,987 223,515

特別損失

固定資産除却損 ※2 79,247 ※2 103

資産撤去引当金繰入額 28,140 －

ゴルフ会員権評価損 650 3,663

子会社清算損 5,367 －

特別損失合計 113,405 3,766

税引前当期純利益 38,581 219,748

法人税、住民税及び事業税 5,788 69,899

法人税等調整額 △55,309 3,459

法人税等合計 △49,521 73,359

当期純利益 88,103 146,389
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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23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当事業年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

株主資本

資本金

当期首残高 1,048,500 1,048,500

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,048,500 1,048,500

資本剰余金

資本準備金

当期首残高 897,272 897,272

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 897,272 897,272

資本剰余金合計

当期首残高 897,272 897,272

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 897,272 897,272

利益剰余金

利益準備金

当期首残高 192,500 192,500

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 192,500 192,500

その他利益剰余金

別途積立金

当期首残高 370,000 370,000

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 370,000 370,000

繰越利益剰余金

当期首残高 216,897 236,199

当期変動額

剰余金の配当 △68,801 △41,278

当期純利益 88,103 146,389

当期変動額合計 19,301 105,111

当期末残高 236,199 341,311

利益剰余金合計

当期首残高 779,397 798,699

当期変動額

剰余金の配当 △68,801 △41,278

当期純利益 88,103 146,389

当期変動額合計 19,301 105,111

当期末残高 798,699 903,811
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当事業年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

自己株式

当期首残高 △69,546 △69,646

当期変動額

自己株式の取得 △100 △133

当期変動額合計 △100 △133

当期末残高 △69,646 △69,780

株主資本合計

当期首残高 2,655,624 2,674,826

当期変動額

剰余金の配当 △68,801 △41,278

当期純利益 88,103 146,389

自己株式の取得 △100 △133

当期変動額合計 19,201 104,977

当期末残高 2,674,826 2,779,803

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

当期首残高 107,598 106,667

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △930 117,828

当期変動額合計 △930 117,828

当期末残高 106,667 224,496

評価・換算差額等合計

当期首残高 107,598 106,667

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △930 117,828

当期変動額合計 △930 117,828

当期末残高 106,667 224,496

純資産合計

当期首残高 2,763,222 2,781,494

当期変動額

剰余金の配当 △68,801 △41,278

当期純利益 88,103 146,389

自己株式の取得 △100 △133

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △930 117,828

当期変動額合計 18,271 222,806

当期末残高 2,781,494 3,004,300
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（４）キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)

前事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当事業年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 38,581 219,748

減価償却費 124,544 129,654

固定資産除売却損益（△は益） 79,247 103

ゴルフ会員権評価損 650 3,663

子会社清算損益（△は益） 5,367 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） － △3,600

賞与引当金の増減額（△は減少） 6,000 △16,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △8,000 2,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,417 －

資産撤去引当金の増減額(△は減少) 28,140 △28,140

受取利息及び受取配当金 △9,603 △10,607

その他の営業外損益（△は益） － △289

支払利息 17,298 17,773

売上債権の増減額（△は増加） 25,224 △212,542

たな卸資産の増減額（△は増加） 27,295 166,525

その他の資産の増減額（△は増加） 9,684 24,204

仕入債務の増減額（△は減少） △98,460 △291,055

未払消費税等の増減額（△は減少） △1,614 4,927

その他の負債の増減額（△は減少） 18,737 △3,509

小計 261,677 2,856

利息及び配当金の受取額 9,603 10,607

利息の支払額 △16,773 △18,311

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △178,820 △11,391

営業活動によるキャッシュ・フロー 75,686 △16,238

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 △240,000 △250,000

定期預金の払戻による収入 240,000 250,000

有形固定資産の取得による支出 △47,489 △31,506

無形固定資産の取得による支出 △12,884 △2,316

敷金及び保証金の差入による支出 △3,050 －

保険積立金の積立による支出 △21,555 －

保険積立金の解約による収入 9,477 －

保険積立金の払戻による収入 12,000 －

子会社の清算による収入 193,906 －

投資その他の資産の増減額（△は増加） △760 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 129,644 △33,823

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） 110,000 200,000

長期借入れによる収入 － 100,000

長期借入金の返済による支出 △213,607 △191,933

リース債務の返済による支出 △12,191 △32,066

自己株式の取得による支出 △100 △133

配当金の支払額 △68,420 △41,118

財務活動によるキャッシュ・フロー △184,319 34,748

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 21,011 △15,312

現金及び現金同等物の期首残高 398,562 419,573

現金及び現金同等物の期末残高 ※ 419,573 ※ 404,260
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該当事項はありません。 

  

１. 有価証券の評価基準及び評価方法 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算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、総平均法により算定しております。) 

２. たな卸資産の評価基準及び評価方法 

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）によっております。 

(1)商品及び製品・仕掛品 

個別法 

(2)原材料及び貯蔵品 

総平均法 

３. 固定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） 

本社は、定率法によっております。ただし、平成11年１月以降に新規取得した建物については、

定額法によっております。 

竜ヶ崎事業所は、定額法によっております。 

(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、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっており

ます。ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(５年)に基づ

く定額法によっております。 

(3)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 

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。 

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

以前のものについては、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ます。 

（５）財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

(重要な会計方針)
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４. 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しており

ます。 

(2)賞与引当金 

従業員の賞与の支給に充てるため、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 

役員の賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。 

(4)資産撤去引当金 

将来発生が見込まれる固定資産の撤去費用に備えるため、当事業年度末における損失見込額

を計上しております。 

５. キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、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短期的な投資であります。  

６. その他財務諸表作成のための重要な事項 

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。 
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当社は、本社該当資産につき法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成24年４月１日以後に取得

した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。  

この変更に伴う、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響は軽微であります。 

  

(貸借対照表関係) 

前事業年度において、「流動資産」の「受取手形」に含めていた「電子記録債権」は、金額的重

要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映

させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。 

この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「受取手形」に表示していた

163,864千円は、「受取手形」111,689千円、「電子記録債権」52,175千円として組み替えておりま

す。 

(損益計算書関係) 

前事業年度において、「販売費及び一般管理費」の「福利厚生費」に含めていた「法定福利費」

は、販売費及び一般管理費の総額の100分の５を超えたため、当事業年度より独立掲記することと

しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行ってお

ります。 

この結果、前事業年度の損益計算書において、「販売費及び一般管理費」の「福利厚生費」に表

示していた62,305千円は、「法定福利費」59,666千円、「福利厚生費」2,639千円として組み替え

ております。 

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)

(表示方法の変更)
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※１  (担保資産) 

(1) 担保に供している資産 

 
  

 
  

(2) 担保資産に対応する債務 

 
  

※２ 期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しております。 

なお、当期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれておりま

す。 

 
  

(貸借対照表関係)

前事業年度
(平成24年３月31日)

当事業年度 
(平成25年３月31日)

本社等  建物 188,603千円 177,570千円

本社等  土地 1,989千円 1,989千円

計 190,593千円 179,559千円

竜ヶ崎事業所  建物 463,631千円 443,067千円

竜ヶ崎事業所  土地 5,340千円 5,340千円

計 468,972千円 448,407千円

前事業年度
(平成24年３月31日)

当事業年度 
(平成25年３月31日)

短期借入金 
(１年内返済予定の長期借入金を
含む)

460,224千円 643,124千円

長期借入金 330,606千円 187,482千円

計 790,830千円 830,606千円

前事業年度
(平成24年３月31日)

当事業年度 
(平成25年３月31日)

受取手形 13,251千円 46,702千円

支払手形 172,456千円 206,404千円
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※１  一般管理費に含まれる研究開発費は、次のとおりであります。 

 
  

※２  固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。 

 
  

(損益計算書関係)

前事業年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

当事業年度
(自  平成24年４月１日
至  平成25年３月31日)

24,380千円 30,227千円

前事業年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

当事業年度
(自  平成24年４月１日
至  平成25年３月31日)

建物 77,823千円 ―千円

構築物 1,138千円 103千円

機械及び装置 ―千円 0千円

工具、器具及び備品 284千円 0千円

計 79,247千円 103千円
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(変動事由の概要) 

該当事項はありません。 

  

   

(変動事由の概要) 

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

 
  

該当事項はありません。 

  

 
  

 
  

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日)

１. 発行済株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 14,250,000 ― ― 14,250,000

２. 自己株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 489,680 870 ― 490,550

単元未満株式の買取による増加 870株

３. 新株予約権等に関する事項

４. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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29日 
定時株主総会

普通株式 68,801 ５ 平成23年３月31日 平成23年６月30日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

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24年６月28日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 41,278 ３ 平成24年３月31日 平成24年６月29日
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(変動事由の概要) 

該当事項はありません。 

  

   

(変動事由の概要) 

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

 
  

該当事項はありません。 

  

 
  

 
  

当事業年度(自  平成24年４月１日  至  平成25年３月31日)

１. 発行済株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 14,250,000 ― ― 14,250,000

２. 自己株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 490,550 1,173 ― 491,723

単元未満株式の買取による増加 1,173株

３. 新株予約権等に関する事項

４. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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24年６月28日 
定時株主総会

普通株式 41,278 ３ 平成24年３月31日 平成24年６月29日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

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25年６月27日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 41,274 ３ 平成25年３月31日 平成25年６月28日
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※  現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであ

ります。 

  

 
  

(キャッシュ・フロー計算書関係)

前事業年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

当事業年度
(自  平成24年４月１日
至  平成25年３月31日)

現金及び預金 659,573千円 644,260千円

預入期間が３か月を超える 
定期預金

△240,000千円 △240,000千円

現金及び現金同等物 419,573千円 404,260千円
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リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引 

（借主側） 

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 

前事業年度(平成24年３月31日) 

  

 
  

当事業年度(平成25年３月31日) 

  

 
  

②  未経過リース料期末残高相当額 

 
  

③  支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 

 
  

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、残存価額をゼロ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。 

  

(リース取引関係)

機械及び装置 車両運搬具
工具、器具
及び備品

その他 合計

取得価額相当額 83,750千円 4,250千円 38,330千円 110,216千円 236,547千円

減価償却累計額相当額 48,556千円 3,683千円 34,809千円 90,879千円 177,928千円

期末残高相当額 35,193千円 566千円 3,521千円 19,337千円 58,618千円

機械及び装置
工具、器具
及び備品

合計

取得価額相当額 83,750千円 8,440千円 92,190千円

減価償却累計額相当額 56,931千円 8,440千円 65,371千円

期末残高相当額 26,818千円 0千円 26,818千円

前事業年度
(平成24年３月31日)

当事業年度 
(平成25年３月31日)

１年以内 33,709千円 9,184千円

１年超 30,615千円 21,431千円

合計 64,325千円 30,615千円

前事業年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

当事業年度
(自  平成24年４月１日
至  平成25年３月31日)

支払リース料 48,039千円 35,602千円

減価償却費相当額 43,087千円 31,800千円

支払利息相当額 3,300千円 1,893千円
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１.  ファイナンス・リース取引 

（借主側） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引 

(1)  リース資産の内容 

有形固定資産 

主として、電気機器製造販売事業における生産設備（機械及び装置）及び全社におけるサーバー

（工具、器具及び備品）であります。 

無形固定資産 

主として、全社における基幹システムの機能改良（ソフトウェア）等であります。 

(2)  リース資産の減価償却の方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。 
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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 

当社は、主に電気機器の製造販売事業を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金及び短期的

な運転資金を銀行借入により調達しております。 

  

(2) 金融商品の内容及びそのリスク 

営業債権である受取手形、電子記録債権及び売掛金は、顧客の信用リスクにさらされております。投

資有価証券は主に取引先企業との業務等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクにさらされてお

ります。 

営業債務である支払手形及び買掛金は、全て１年以内の支払期日であります。借入金、ファイナン

ス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還

日は決算日後、 長で７年６ヶ月後であります。このうち一部は変動金利であるため金利の変動リスク

にさらされております。 

  

(3) 金融商品に係るリスク管理体制 

①  信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理 

当社は営業債権について、営業部門及び総務部門において主要な取引先の状況を定期的にモニタリ

ングし、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。 

当期の決算日現在における 大信用リスク額は、信用リスクにさらされる金融資産の貸借対照表価

額により表わされています。 

②  市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理 

投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、また、取

引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。 

③  資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理 

当社は、各部署からの報告に基づき財務部門が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許

流動性を適正に維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。 

  

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価

額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等

を採用することにより、当該価額が変動することもあります。 

  

(5) 信用リスクの集中 

当期の決算日現在における営業債権のうち43.5％が特定の大口顧客（総販売実績に対する割合が100

分の10以上の相手先）に対するものであります。 

  

(金融商品関係)
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２. 金融商品の時価等に関する事項 

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。 

前事業年度(平成24年３月31日) 

(単位：千円) 

 
  

当事業年度(平成25年３月31日) 

(単位：千円) 

 
  

貸借対照表
計上額

時価 差額

(1) 現金及び預金 659,573 659,573 ―

(2) 受取手形 111,689 111,689 ―

(3) 電子記録債権 52,175 52,175 ―

(4) 売掛金 1,464,102 1,464,102 ―

(5) 投資有価証券

    その他有価証券 501,182 501,182 ―

資産計 2,788,723 2,788,723 ―

(1) 支払手形 1,040,304 1,040,304 ―

(2) 買掛金 416,024 416,024 ―

(3) 短期借入金 530,264 530,264 ―

(4) 長期借入金 337,086 333,877 3,208

(5) リース債務 83,054 84,343 △1,288

負債計 2,406,733 2,404,813 1,919

貸借対照表
計上額

時価 差額

(1) 現金及び預金 644,260 644,260 ―

(2) 受取手形 159,536 159,536 ―

(3) 電子記録債権 94,272 94,272 ―

(4) 売掛金 1,586,700 1,586,700 ―

(5) 投資有価証券

    その他有価証券 674,816 674,816 ―

資産計 3,159,587 3,159,587 ―

(1) 支払手形 846,551 846,551 ―

(2) 買掛金 318,721 318,721 ―

(3) 短期借入金 719,608 719,608 ―

(4) 長期借入金 255,809 255,457 351

(5) リース債務 166,685 167,537 △851

負債計 2,307,375 2,307,876 △500
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(注１)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項 

資  産 

(1) 現金及び預金、（2）受取手形、（3）電子記録債権及び（4）売掛金 

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

ります。 

  

(5) 投資有価証券 

株式は取引所の価格によっております。 

  

負  債 

(1) 支払手形及び（2）買掛金、（3）短期借入金 

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

ります。 

  

(4) 長期借入金、（5）リース債務 

これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入又は、リース取引を行った場合に想

定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。 

  

(注２)金銭債権の決算日後の償還予定額 

前事業年度(平成24年３月31日) 

(単位：千円) 

 
  

当事業年度(平成25年３月31日) 

(単位：千円) 

 
  

１年以内
１年超
５年以内

５年超 
10年以内

10年超

現金及び預金 659,573 ― ― ―

受取手形 111,689 ― ― ―

電子記録債権 52,175 ― ― ―

売掛金 1,464,102 ― ― ―

合計 2,287,541 ― ― ―

１年以内
１年超
５年以内

５年超 
10年以内

10年超

現金及び預金 644,260 ― ― ―

受取手形 159,536 ― ― ―

電子記録債権 94,272 ― ― ―

売掛金 1,586,700 ― ― ―

合計 2,484,770 ― ― ―
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(注３)長期借入金、リース債務の決算日後の返済予定額 

前事業年度(平成24年３月31日) 

(単位：千円) 

 
  

当事業年度(平成25年３月31日) 

(単位：千円) 

 
  

１年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超 
５年以内

５年超

長期借入金 180,264 149,604 101,426 50,116 35,940 ―

リース債務 13,853 13,730 13,994 10,910 7,961 22,604

合計 194,117 163,334 115,420 61,026 43,901 22,604

１年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超 
５年以内

５年超

長期借入金 169,608 121,430 70,120 55,944 8,315 ―

リース債務 36,032 36,936 34,511 32,241 11,903 15,059

合計 205,640 158,366 104,631 88,185 20,218 15,059
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前事業年度(平成24年３月31日) 

子会社株式及び関連会社株式はありません。 
  
当事業年度(平成25年３月31日) 

子会社株式及び関連会社株式はありません。 

  

前事業年度(平成24年３月31日) 

（単位：千円） 

 
  

当事業年度(平成25年３月31日) 

（単位：千円） 

 
  

該当事項はありません。 

  

1．採用している退職給付制度の概要 

当社は従業員に関する退職一時金について、確定拠出年金制度を採用しております。 

  

2．退職給付費用に関する事項 

 
  

該当事項はありません。 

  

(有価証券関係)

１．子会社株式及び関連会社株式

２. その他有価証券

区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額

貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの

株式 399,108 240,886 158,221

小計 399,108 240,866 158,221

貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

株式 102,073 108,945 △6,871

小計 102,073 108,945 △6,871

合計 501,182 349,832 151,350

区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額

貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの

株式 670,637 344,393 326,244

小計 670,637 344,393 326,244

貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

株式 4,179 5,439 △1,260

小計 4,179 5,439 △1,260

合計 674,816 349,832 324,984

(デリバティブ取引関係)

(退職給付関係)

前事業年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

当事業年度
(自  平成24年４月１日
至  平成25年３月31日)

退職給付費用 22,145千円 21,490千円

(ストック・オプション等関係)
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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 

   
  

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 

 
  

  

該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

(税効果会計関係)

前事業年度
(平成24年３月31日)

当事業年度 
(平成25年３月31日)

(繰延税金資産)

賞与引当金 51,693千円 45,612千円

資産撤去引当金 10,696千円 ―千円

長期未払金 3,481千円 3,481千円

投資有価証券 30,183千円 30,183千円

未払事業税 3,073千円 6,238千円

棚卸資産評価損 243千円 405千円

未払金 11,949千円 11,724千円

その他 18,566千円 3,706千円

繰延税金資産小計 129,884千円 101,349千円

評価性引当額 △74,575千円 △49,499千円

繰延税金資産合計 55,309千円 51,850千円

(繰延税金負債)

その他の有価証券評価差額金 △44,682千円 △100,487千円

繰延税金負債の純額 10,627千円 △48,637千円

前事業年度
(平成24年３月31日)

当事業年度 
(平成25年３月31日)

法定実効税率 40.7％ 38.0％

(調整)

交際費等永久に損金に 
算入されない項目

31.1％ 4.0％

受取配当金等永久に益金に 
算入されない項目

△4.3％ △0.8％

住民税均等割等 15.0％ 2.6％

評価性引当額 △205.6％ △12.0％

その他 △5.3％ 1.5％

税効果会計適用後の法人税等の 
負担率

△128.4％ 33.4％

(持分法損益等)

(企業結合等関係)

(資産除去債務関係)
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前事業年度(自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日) 

当社では、東京都その他の地域において、賃貸用のマンション等（土地含む。）を有しておりま

す。平成24年３月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は54,540千円（賃貸収益は売上高

に、賃貸費用は売上原価に計上）であります。 

賃貸等不動産の貸借対照表計上額及び当事業年度における主な変動並びに決算日における時価及

び当該時価の算定方法は以下のとおりであります。 

(単位：千円)

 
(注) １.  貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。 

２.  主な変動 

減少は、減価償却費   17,950千円 

３.  時価の算定方法 

主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額（指標等を用いて調整を行

ったものを含む。）であります。 

  

当事業年度(自  平成24年４月１日  至  平成25年３月31日) 

当社では、東京都その他の地域において、賃貸用のマンション等（土地含む。）を有しておりま

す。平成25年３月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は50,645千円（賃貸収益は売上高

に、賃貸費用は売上原価に計上）であります。 

賃貸等不動産の貸借対照表計上額及び当事業年度における主な変動並びに決算日における時価及

び当該時価の算定方法は以下のとおりであります。 

(単位：千円)

 
(注) １.  貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。 

２.  主な変動 

減少は、減価償却費   17,021千円 

３.  時価の算定方法 

主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額（指標等を用いて調整を行

ったものを含む。）であります。 

  

  

(賃貸等不動産関係)

貸借対照表計上額

決算日における時価

期首残高 期中増減額 期末残高

365,123 △20,876 344,246 863,991

貸借対照表計上額

決算日における時価

期首残高 期中増減額 期末残高

344,246 △16,209 328,037 873,828
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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。 

当社は、電気機器製造販売事業を営業の核とし、その事業を「鉄道関連」、「自動車関連」、「船舶

等関連」のセグメントに分類し、また、不動産関連事業をそれに次ぐ事業として１つのセグメントとし

ております。 

「鉄道関連事業」は、鉄道事業者、鉄道車両メーカー等に販売する主幹制御器、配電盤、配電箱、補

助回路機器、蛍光灯、LED照明器具、行先表示器、旅客情報表示装置等を生産しております。 

「自動車関連事業」は、高速道路会社各社、国土交通省等に販売する自走式標識車、各種車載標識装

置、道路用各種情報装置等を生産しております。 

「船舶等関連事業」は、各種防爆灯及び防爆器具、艦艇用各種照明器具等及びセキュリティー関連機

器等を生産しております。 

「不動産関連事業」は、東京都葛飾区に所有する賃貸マンション３棟、千葉県松戸市に所有する賃貸

マンション１棟、計４棟の不動産賃貸事業を運営しております。 

  

２. 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、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ごとの会計処理の方法は、「重要な会計方針」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。 

  

「会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更」に記載のとおり、法人税法の改正に

伴い、当事業年度より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に

基づく減価償却の方法に変更したため、報告セグメントの減価償却の方法を改正後の法人税法に基づく方

法に変更しております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、当事業年度のセグメント情報に与える影響は軽微であり

ます。 

  

(セグメント情報等)

(セグメント情報)

（１）報告セグメントの決定方法

（２）各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類
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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 

前事業年度(自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日) 

 
(注) １. 調整額は、以下のとおりであります。 

(1) セグメント利益の調整額△158,470千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△158,470千

円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

(2) セグメント資産の調整額515,958千円には、各報告セグメントに配分していない全社資産515,958千円が

含まれております。 

(3) 減価償却費の調整額5,644千円には、各報告セグメントに配分していない全社減価償却費5,644千円が含

まれております。 

(4) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額850千円には、各報告セグメントに配分していない全社資産の

増加850千円が含まれております。 

２. セグメント利益は、損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

３. 会計方針の変更 

商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品の評価方法は、従来、主として 終仕入原価法によっておりま

したが、当事業年度から商品及び製品、仕掛品は個別法に、原材料及び貯蔵品は総平均法に変更しておりま

す。 

なお、これによるセグメント情報に与える影響は軽微であります。 

  

(単位：千円)

鉄道 
関連事業

自動車
関連事業

船舶等
関連事業

不動産
関連事業

合計
調整額 
(注)1

財務諸表計
上額

売上高

  外部顧客への売上高 5,375,787 853,008 287,287 90,409 6,606,491 ― 6,606,491

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 5,375,787 853,008 287,287 90,409 6,606,491 ― 6,606,491

セグメント利益 131,679 26,292 91,404 54,540 303,917 △158,470 145,446

セグメント資産 3,911,875 620,720 209,054 344,246 5,085,897 515,958 5,601,856

その他の項目

  減価償却費 83,284 13,215 4,450 17,950 118,900 5,644 124,544

  有形固定資産及び
  無形固定資産の増加額

52,947 8,401 2,829 222 64,400 850 65,250
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当事業年度(自  平成24年４月１日  至  平成25年３月31日) 

 
(注) １. 調整額は、以下のとおりであります。 

(1) セグメント利益の調整額△140,267千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△140,267千

円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

(2) セグメント資産の調整額620,931千円には、各報告セグメントに配分していない全社資産620,931千円が

含まれております。 

(3) 減価償却費の調整額23,708千円には、各報告セグメントに配分していない全社減価償却費23,708千円が

含まれております。 

(4) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額111,378千円には、各報告セグメントに配分していない全社資

産の増加111,378千円が含まれております。 

２. セグメント利益は、損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

(単位：千円)

鉄道 
関連事業

自動車
関連事業

船舶等
関連事業

不動産
関連事業

合計
調整額 
(注)1

財務諸表計
上額

売上高

  外部顧客への売上高 4,756,917 1,033,772 207,306 86,538 6,084,535 ― 6,084,535

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 4,756,917 1,033,772 207,306 86,538 6,084,535 ― 6,084,535

セグメント利益 184,149 76,759 42,721 50,645 354,275 △140,267 214,008

セグメント資産 3,361,384 730,495 146,489 935,718 5,174,087 620,931 5,795,019

その他の項目

  減価償却費 70,524 15,326 3,073 17,021 105,945 23,708 129,654

  有形固定資産及び
  無形固定資産の増加額

22,640 4,920 986 915 29,463 111,378 140,841
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前事業年度(自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日) 

１. 製品及びサービスごとの情報 

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  

２. 地域ごとの情報 

(1) 売上高 

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 

  

(2) 有形固定資産 

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記

載を省略しております。 

  

３. 主要な顧客ごとの情報 

 
  

当事業年度(自  平成24年４月１日  至  平成25年３月31日) 

１. 製品及びサービスごとの情報 

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  

２. 地域ごとの情報 

(1) 売上高 

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 

  

(2) 有形固定資産 

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記

載を省略しております。 

  

３. 主要な顧客ごとの情報 

 
  

(関連情報)

(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

三菱電機株式会社 1,282,655 鉄道関連事業

東海旅客鉄道株式会社 1,054,914 鉄道関連事業

東日本旅客鉄道株式会社 911,411 鉄道関連事業

(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

三菱電機株式会社 1,099,895 鉄道関連事業

東日本旅客鉄道株式会社 785,005 鉄道関連事業

東海旅客鉄道株式会社 761,575 鉄道関連事業
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

(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)

(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)

(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
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１. 関連当事者との取引 

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る)等 

該当事項はありません。 

  

(2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等 

該当事項はありません。 

  

(3) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

該当事項はありません。 

  

(4) 財務諸表提出会社の役員及び個人主要株主(個人の場合に限る)等 

該当事項はありません。 

  

２. 親会社又は重要な関連会社に関する注記 

(1) 親会社情報 

該当事項はありません。 

  

(2) 重要な関連会社の要約財務情報 

該当事項はありません。 

  

(関連当事者情報)
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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。 

  

 
  

３．１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)

前事業年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

当事業年度
(自  平成24年４月１日
至  平成25年３月31日)

１株当たり純資産額 202.15円 218.36円

１株当たり当期純利益金額 6.40円 10.64円

項目
前事業年度

(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

当事業年度
(自  平成24年４月１日
至  平成25年３月31日)

１株当たり当期純利益金額

  当期純利益(千円) 88,103 146,389

  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) 88,103 146,389

  普通株式の期中平均株式数(千株) 13,759 13,758

項目
前事業年度

(平成24年３月31日)
当事業年度 

(平成25年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 2,781,494 3,004,300

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 2,781,494 3,004,300

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(千株)

13,759 13,758

(重要な後発事象)
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当事業年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 
(注) １. 金額は、販売価格によっております。 

２. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当事業年度における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当事業年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 
(注) １. 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

 
２. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

５．その他

（１）生産、受注及び販売の状況

セグメントの名称 生産高(千円) 前年同期比(％)

鉄道関連事業 4,427,324 △15.9

自動車関連事業 953,396 10.5

船舶等関連事業 192,194 △34.8

合計 5,572,915 △13.2

 ② 受注実績

セグメントの名称 受注高(千円) 前年同期比(％) 受注残高(千円) 前年同期比(％)

鉄道関連事業 4,784,728 9.2 5,380,733 0.5

自動車関連事業 911,233 1.5 92,196 △57.1

船舶等関連事業 386,400 34.0 319,159 127.9

合計 6,082,363 9.2 5,792,089 1.5

③ 販売実績

セグメントの名称 販売高(千円) 前年同期比(％)

鉄道関連事業 4,756,917 △11.5

自動車関連事業 1,033,772 21.2

船舶等関連事業 207,306 △27.8

不動産関連事業 86,538 △4.3

合計 6,084,535 △7.9

相手先

前事業年度 当事業年度

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

三菱電機株式会社 1,282,655 19.4 1,099,895 18.1

東日本旅客鉄道株式会社 911,411 13.8 785,005 12.9

東海旅客鉄道株式会社 1,054,914 16.0 761,575 12.5
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

以上

  

（２）役員の異動

①  代表者の異動

②  その他の役員の異動
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