
５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

(単位：百万円)

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,409 28,167

受取手形 1,121 2,243

売掛金 53,688 46,257

商品及び製品 7,215 7,854

原材料 3,671 3,580

仕掛品 5,339 5,042

貯蔵品 362 358

短期貸付金 8,372 25,412

未収入金 10,791 5,592

その他の未収入金 5,351 4,090

繰延税金資産 5,205 6,805

その他 4,903 2,505

貸倒引当金 △198 △195

流動資産合計 113,229 137,710

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 26,148 24,128

構築物（純額） 1,841 1,653

機械及び装置（純額） 1,513 1,070

車両運搬具（純額） 1 3

工具、器具及び備品（純額） 1,948 1,413

土地 14,665 14,160

リース資産（純額） 2,903 2,348

建設仮勘定 473 1,255

有形固定資産合計 49,492 46,030

無形固定資産   

ソフトウエア 6,807 5,972

その他 2,051 2,023

無形固定資産合計 8,858 7,995

投資その他の資産   

投資有価証券 33,204 30,480

関係会社株式 112,297 123,874

関係会社出資金 20,932 20,918

長期貸付金 50 50

関係会社長期貸付金 5,765 3,606

敷金及び保証金 5,124 4,707

繰延税金資産 27,251 22,452

その他 1,217 1,452

貸倒引当金 △5,676 △2,201

投資その他の資産合計 200,164 205,338

固定資産合計 258,514 259,363

資産合計 371,743 397,073
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,551 1,475

買掛金 32,942 24,070

短期借入金 34,266 54,004

コマーシャル・ペーパー 16,000 45,000

1年内返済予定の長期借入金 20,000 －

リース債務 1,868 1,400

未払金 5,792 11,980

未払費用 7,367 9,162

未払法人税等 327 312

前受金 429 243

預り金 2,076 1,328

役員賞与引当金 61 200

その他 788 1,779

流動負債合計 123,467 150,953

固定負債   

リース債務 2,574 1,909

退職給付引当金 21,926 19,649

再評価に係る繰延税金負債 1,800 1,800

その他 613 848

固定負債合計 26,913 24,206

負債合計 150,380 175,159

純資産の部   

株主資本   

資本金 64,100 64,100

資本剰余金   

資本準備金 88,771 88,771

資本剰余金合計 88,771 88,771

利益剰余金   

利益準備金 6,774 6,774

その他利益剰余金   

配当積立金 3,400 3,400

土地圧縮積立金 － －

買換資産圧縮積立金 － －

別途積立金 73,500 73,500

繰越利益剰余金 31,051 32,402

利益剰余金合計 114,725 116,076

自己株式 △44,445 △44,581

株主資本合計 223,151 224,366

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,191 2,631

繰延ヘッジ損益 △8 △112

土地再評価差額金 △5,264 △5,264

評価・換算差額等合計 △2,081 △2,745

新株予約権 293 293

純資産合計 221,363 221,914

負債純資産合計 371,743 397,073
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（２）損益計算書 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 221,367 236,305

売上原価 152,848 144,240

売上総利益 68,519 92,065

販売費及び一般管理費 85,959 86,830

営業利益又は営業損失（△） △17,440 5,235

営業外収益   

受取利息 220 144

受取配当金 34,556 9,130

その他 1,549 2,101

営業外収益合計 36,325 11,375

営業外費用   

支払利息 810 610

売上割引 538 715

その他 1,464 1,156

営業外費用合計 2,812 2,481

経常利益又は経常損失（△） 16,073 14,129

特別利益   

固定資産売却益 4 13

投資有価証券売却益 627 21

移転価格税制調整金 3,838 －

その他 196 27

特別利益合計 4,665 61

特別損失   

固定資産除売却損 445 335

投資有価証券評価損 131 1,535

関係会社株式評価損 － 675

関係会社出資金評価損 875 28

関係会社整理損 － 2,606

その他 280 455

特別損失合計 1,731 5,634

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 19,007 8,556

法人税、住民税及び事業税 △2,697 △1,741

法人税等調整額 △1,084 3,661

法人税等合計 △3,781 1,920

当期純利益又は当期純損失（△） 22,788 6,636
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（３）株主資本等変動計算書 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(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 64,100 64,100

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 64,100 64,100

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 88,771 88,771

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 88,771 88,771

資本剰余金合計   

前期末残高 88,771 88,771

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 88,771 88,771

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 6,774 6,774

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,774 6,774

その他利益剰余金   

配当積立金   

前期末残高 3,400 3,400

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,400 3,400

土地圧縮積立金   

前期末残高 1,511 －

当期変動額   

土地圧縮積立金の取崩 △1,511 －

当期変動額合計 △1,511 －

当期末残高 － －

買換資産圧縮積立金   

前期末残高 189 －

当期変動額   

買換資産圧縮積立金の取崩 △189 －

当期変動額合計 △189 －

当期末残高 － －
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

別途積立金   

前期末残高 98,500 73,500

当期変動額   

別途積立金の取崩 △25,000 －

当期変動額合計 △25,000 －

当期末残高 73,500 73,500

繰越利益剰余金   

前期末残高 △15,354 31,051

当期変動額   

自己株式の処分 △0 △0

剰余金の配当 △3,083 △5,285

土地圧縮積立金の取崩 1,511 －

買換資産圧縮積立金の取崩 189 －

別途積立金の取崩 25,000 －

当期純利益又は当期純損失（△） 22,788 6,636

当期変動額合計 46,405 1,351

当期末残高 31,051 32,402

利益剰余金合計   

前期末残高 95,020 114,725

当期変動額   

自己株式の処分 △0 △0

剰余金の配当 △3,083 △5,285

土地圧縮積立金の取崩 － －

買換資産圧縮積立金の取崩 － －

別途積立金の取崩 － －

当期純利益又は当期純損失（△） 22,788 6,636

当期変動額合計 19,705 1,351

当期末残高 114,725 116,076

自己株式   

前期末残高 △44,434 △44,445

当期変動額   

自己株式の取得 △13 △139

自己株式の処分 2 3

当期変動額合計 △11 △136

当期末残高 △44,445 △44,581

株主資本合計   

前期末残高 203,457 223,151

当期変動額   

自己株式の取得 △13 △139

自己株式の処分 2 3

剰余金の配当 △3,083 △5,285

当期純利益又は当期純損失（△） 22,788 6,636

当期変動額合計 19,694 1,215

当期末残高 223,151 224,366
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △458 3,191

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,649 △560

当期変動額合計 3,649 △560

当期末残高 3,191 2,631

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △593 △8

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 585 △104

当期変動額合計 585 △104

当期末残高 △8 △112

土地再評価差額金   

前期末残高 △5,264 △5,264

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 △5,264 △5,264

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △6,315 △2,081

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4,234 △664

当期変動額合計 4,234 △664

当期末残高 △2,081 △2,745

新株予約権   

前期末残高 271 293

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 22 －

当期変動額合計 22 －

当期末残高 293 293

純資産合計   

前期末残高 197,413 221,363

当期変動額   

自己株式の取得 △13 △139

自己株式の処分 2 3

剰余金の配当 △3,083 △5,285

当期純利益又は当期純損失（△） 22,788 6,636

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4,256 △664

当期変動額合計 23,950 551

当期末残高 221,363 221,914
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