
連結財務諸表

連結損益計算書 単位：百万円

2009年 2008年
3月31日に終了した1年間 （当連結会計年度） （前連結会計年度）

売上高 83,940 100,485

売上原価 52,005 56,474

売上総利益 31,934 44,011

販売費及び一般管理費 31,029 38,655

営業利益 905 5,356

営業外収益 522 737

受取利息 176 254

受取配当金 34 38

その他の営業外収益 311 444

営業外費用 1,257 8,099

支払利息 706 888

為替差損 265 258

たな卸資産廃却損 21 2,426

たな卸資産評価損 — 3,221

その他の営業外費用 263 1,304

経常利益又は経常損失（△） 170 △2,006

特別利益 1,334 35

退職給付制度改定益 1,201 —

収用補償金 98 —

新株予約権戻入益 34 —

固定資産売却益 — 35

特別損失 3,741 1,186

事業構造改善費用 2,213 —

たな卸資産評価損 1,357 —

投資有価証券評価損 169 29

経営革新施策費用 — 1,156

税金等調整前当期純損失（△） △2,236 △3,156

法人税、住民税及び事業税 1,175 435

法人税等調整額 129 307

当期純利益（△純損失） △3,540 △3,900
（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結貸借対照表 単位：百万円

2009年 2008年
3月31日現在 （当連結会計年度） （前連結会計年度）

（資産の部） 100,983 124,917

流動資産 62,286 75,659

現金及び預金 18,538 17,384

受取手形及び売掛金 20,428 27,616

たな卸資産 14,729 20,652

繰延税金資産 7,542 9,071

その他の流動資産 1,392 1,353

貸倒引当金 △344 △418

固定資産 38,697 49,258

有形固定資産 20,986 21,946

建物及び構築物 12,693 13,306

機械装置及び運搬具 2,105 2,027

工具、器具及び備品 1,806 2,056

土　地 4,380 4,397

建設仮勘定 0 157

無形固定資産 4,380 15,368

のれん 3,523 12,518

その他の無形固定資産 856 2,850

投資その他の資産 13,330 11,943

投資有価証券 1,448 1,612

繰延税金資産 2,985 1,849

長期前払費用 8,318 7,614

その他 613 890

貸倒引当金 △35 △24
合　　　　　計 100,983 124,917

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

2009年 2008年
3月31日現在 （当連結会計年度） （前連結会計年度）

（負債の部） 63,458 72,071

流動負債 28,062 27,435
支払手形及び買掛金 5,020 7,269
短期借入金 11,601 6,276
未払法人税等 889 830
役員賞与引当金 7 27
その他の流動負債 10,542 13,031

固定負債 35,395 44,636
社　債 10,000 10,000
新株予約権付社債 15,000 15,000
長期借入金 7,003 15,734
繰延税金負債 659 865
退職給付引当金 1,630 1,866
役員退職慰労引当金 20 32
賞与引当金 — 8
その他の固定負債 1,081 1,129

（純資産の部） 37,524 52,845

株主資本 43,810 58,540
資本金 14,049 14,049
資本剰余金 22,999 22,999
利益剰余金 7,593 22,322
自己株式 △832 △831

評価・換算差額等 △6,305 △5,749
その他有価証券評価差額金 258 183
繰延ヘッジ損益 △21 △22
為替換算調整勘定 △6,542 △5,910

新株予約権 19 54
合　　　　　計 100,983 124,917
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連結株主資本等変動計算書 単位：百万円

2009年 2008年
3月31日に終了した1年間 （当連結会計年度） （前連結会計年度）

株主資本

資本金

前期末残高 14,049 14,049

当期変動額

当期変動額合計 — —

当期末残高 14,049 14,049

資本剰余金

前期末残高 22,999 22,999

当期変動額

当期変動額合計 — —

当期末残高 22,999 22,999

利益剰余金

前期末残高 22,322 27,116
在外子会社の会計処理の
変更に伴う増減 △10,290 —

当期変動額

剰余金の配当　 △892 △892

当期純損失（△） △3,540 △3,900

自己株式の処分 △4 △1

当期変動額合計 △4,437 △4,794

当期末残高 7,593 22,322

自己株式

前期末残高 △831 △824

当期変動額

自己株式の取得 △7 △9

自己株式の処分 6 2

当期変動額合計 △1 △7

当期末残高 △832 △831

株主資本合計

前期末残高 58,540 63,341

在外子会社の会計処理の
変更に伴う増減 △10,290 —

当期変動額

剰余金の配当　 △892 △892

当期純損失（△） △3,540 △3,900

自己株式の取得 △7 △9

自己株式の処分 1 1

当期変動額合計 △4,438 △4,801

当期末残高 43,810 58,540
（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

2009年 2008年
3月31日に終了した1年間 （当連結会計年度） （前連結会計年度）

評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
前期末残高 183 705
当期変動額
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額） 74 △521
当期変動額合計 74 △521
当期末残高 258 183

繰延ヘッジ損益
前期末残高 △22 △1
当期変動額
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額） 1 △21
当期変動額合計 1 △21
当期末残高 △21 △22

為替換算調整勘定
前期末残高 △5,910 △2,441
当期変動額
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額） △632 △3,469
当期変動額合計 △632 △3,469
当期末残高 △6,542 △5,910

評価・換算差額等合計
前期末残高 △5,749 △1,736
当期変動額
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額） △556 △4,012
当期変動額合計 △556 △4,012
当期末残高 △6,305 △5,749

新株予約権
前期末残高 54 13
当期変動額
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額） △34 40
当期変動額合計 △34 40
当期末残高 19 54

純資産合計
前期末残高 52,845 61,619
在外子会社の会計処理の
変更に伴う増減 △10,290 —
当期変動額
剰余金の配当　 △892 △892
当期純損失（△） △3,540 △3,900
自己株式の取得 △7 △9
自己株式の処分 1 1
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額） △590 △3,972
当期変動額合計 △5,029 △8,773
当期末残高 37,524 52,845
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連結キャッシュ・フロー計算書 単位：百万円

2009年 2008年
3月31日に終了した1年間 （当連結会計年度） （前連結会計年度）

営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△） △2,236 △3,156
減価償却費 3,181 3,347
のれん償却額 640 640
貸倒引当金の増減額（△は減少） △28 △26
賞与引当金の増減額（△は減少） △8 △39
受取利息及び受取配当金 △210 △292
支払利息 706 888
為替差損額（△は益） 7 4
投資有価証券売却損益（△は益） △5 —
投資有価証券評価損益（△は益） 169 29
有形固定資産除売却損益（△は益） 57 138
有形固定資産売却損益（△は益） — △73
売上債権の増減額（△は増加） 5,811 △1,590
たな卸資産の増減額（△は増加） 5,635 4,961
仕入債務の増減額（△は減少） △1,225 1,035
退職給付引当金の増減額（△は減少） △235 125
前払年金費用の増減額（△は増加） △710 △124
役員賞与引当金の増減額（△は減少） △19 △39
未収消費税等の増減額（△は増加） 38 119
未払消費税等の増減額（△は減少） △4 △29
その他 △3,111 1,774
小　計 8,452 7,694
利息及び配当金の受取額 210 291
利息の支払額 △707 △1,008
法人税等の支払額 △1,136 △878
法人税等の還付額 96 152

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,916 6,251
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入 700 —
有形固定資産の取得による支出 △1,912 △2,437
有形固定資産の売却による収入 34 132
投資有価証券の取得による支出 △3 △2
投資有価証券の売却による収入 5 —
長期貸付金の回収による収入 — 0
その他 △150 △65

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,326 △2,373
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） △1,790 △244
長期借入れによる収入 — 7,640
長期借入金の返済による支出 △975 △8,120
社債の発行による収入 — 10,000
社債の償還による支出 — △15,000
配当金の支払額 △892 △892
自己株式の取得による支出 △7 △9
自己株式の売却による収入 1 1
その他 △184 —

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,847 △6,625
現金及び現金同等物に係る換算差額 111 △514
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,853 △3,261
現金及び現金同等物の期首残高 16,684 19,946
現金及び現金同等物の期末残高 18,538 16,684

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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