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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21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 ％

21年3月期 33,374 △12.5 994 △81.3 1,376 △76.1 153 △95.9

20年3月期 38,142 1.5 5,305 3.2 5,759 5.1 3,700 33.7

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 ％ ％ ％

21年3月期 2.48 ― 0.4 2.6 3.0
20年3月期 57.56 ― 8.0 9.9 13.9

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  83百万円 20年3月期  255百万円

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

21年3月期 50,075 40,595 80.3 666.24
20年3月期 57,838 46,941 80.1 733.98

（参考） 自己資本   21年3月期  40,227百万円 20年3月期  46,353百万円

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

21年3月期 5,621 2 △2,539 8,709
20年3月期 5,905 △798 △2,329 6,354

2.  配当の状況 

(注) 現時点での平成22年３月期の配当予想については未定であります。 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 8.00 ― 8.00 16.00 1,022 27.8 2.2
21年3月期 ― 8.00 ― 5.00 13.00 798 524.7 1.9

22年3月期 
（予想）

― ― ― ― ― ―

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間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 
連結累計期間

10,900 △43.5 △2,000 ― △1,800 ― △1,200 ― △19.87

通期 26,200 △21.5 △1,400 ― △1,000 ― △700 ― △11.59
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4.  その他 

(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）  有  

(注) 詳細は、18ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。 

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(注) 詳細は、23、24ページ「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」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

(注) １株当たり当期純利益(連結)の算定の基礎となる株式数については、36ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 1社 （社名 P.T.AIBO ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 63,143,769株 20年3月期 69,543,769株

② 期末自己株式数 21年3月期  2,763,571株 20年3月期  6,390,243株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21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 ％

21年3月期 26,115 △15.4 △129 ― 284 △93.1 △392 ―

20年3月期 30,871 2.6 3,634 △3.7 4,132 △13.6 2,685 △14.7

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

21年3月期 △6.35 ―

20年3月期 41.78 ―

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

21年3月期 43,383 36,448 84.0 603.65
20年3月期 49,416 40,680 82.3 644.16

（参考） 自己資本 21年3月期  36,448百万円 20年3月期  40,680百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※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、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後
様々な要因によって、予想数値と異なる場合があります。業績予想の前提となる事項は、添付資料の４ページをご参照ください。 

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 
累計期間

9,000 △41.7 △1,900 ― △1,700 ― △1,000 ― △16.56

通期 22,000 △15.8 △1,400 ― △1,000 ― △600 ― △9.94
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1. 経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

(当期の経営成績) 

当連結会計年度における世界経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的な金融危機

の深刻化により、実体経済に大きな影響を与えました。国内におきましては、これまで景気を牽引して

きた外需が急速に冷え込み、株式市場の低迷や急激な円高進行により、雇用環境の悪化や個人消費意欲

の減退など、後半より大幅な景気後退局面に入りました。 

 このような景況のもと、当社では自律的な成長と企業価値の向上を目指し「Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ 

２０１１」と題して、中期経営計画を開示しました。発表当時においては、既に経済環境の悪化懸念は

ありましたが中期経営計画に基づく開発力・成長力・収益力・資本効率を経営テーマとしてスタートさ

せました。その中核となる開発力を担う研究部門・生産技術部門においては、新製品の開発と既存製品

の改良に努めました。また、生産部門においては、生産性の向上・合理化を推進し、営業部門において

は、お客様とのコミュニケーションを最重要テーマとして製販一体となり拡販活動を積極的に行いまし

た。 

 しかしながら、主力業種である電子・半導体や自動車関連からの工具需要が激減し、当連結会計年度

の連結売上高は333億74百万円(前年同期比12.5％減)となりました。利益面につきましても、工場の生

産調整等を行って固定費の削減やたな卸資産の圧縮などに努めましたが、営業利益は９億94百万円(前

年同期比81.3％減)、経常利益は13億76百万円(前年同期比76.1％減)となりました。また、投資有価証

券評価損等の特別損失の計上により、当期純利益は１億53百万円(前年同期比95.9％減)となりました。

  

(当期のセグメント別の業績) 

ダイヤモンド工具事業部門 

ダイヤモンド工具事業部門におきましては、電子・半導体業界での太陽電池市場の伸張により関連工

具の販売が拡大し、新製品電着ダイヤモンドワイヤが上伸しましたが、半導体材料・電子部品向け工具

は急速な減産により前期実績を下回りました。また、輸送機器業界及び機械業界では、自動車の減産及

び設備投資の抑制などにより、自動車・軸受・超硬工具・機械業種の主要業種において前期実績を下回

り、当事業部門の売上高は324億６百万円(前年同期比12.3％減)となりました。 

 業界別に分類して概況をご説明いたしますと、次のとおりとなります。 

  

【業界別の概況】 

①電子・半導体業界 

電子業界は、太陽電池市場での欧州の拡大基調は鈍化したものの太陽電池セルの生産は拡大し、関連

工具の販売は伸張しました。また、新製品電着ダイヤモンドワイヤもサファイア基板加工への採用拡大

及び多結晶・単結晶シリコン太陽電池セルの生産拡大により販売増となりました。一方、半導体業界で

は、第３四半期からの急速な景気後退により需要が激減し、大幅な生産縮小により関連工具の販売が減

少しました。 

 これらの結果、売上高は110億16百万円(前年同期比11.5％減)となりました。 

  

②輸送機器業界 

自動車関連業界は、第３四半期からの急速な景気後退により米国・欧州・日本などで販売台数が急減

し、在庫調整もともなって生産台数の大幅な縮小があり関連工具の販売が大きく減少いたしました。ま

た、航空機業界でも、次世代航空機の生産計画が大幅に延期となり、一部拡販は進んだものの全体の工

具需要が減少したため、関連工具の販売は微減となりました。 

 これらの結果、売上高は62億15百万円(前年同期比17.6％減)となりました。 
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③機械業界 

軸受・超硬工具業界は、第３四半期からの自動車関連業界の急速な生産縮小の影響を受け、実需要の

減少及び在庫過多による生産調整が重なり関連工具の販売が大きく減少いたしました。また、工作機械

業界でも設備投資が急速に萎み、液晶及び半導体装置関連での装置部品加工用工具の販売が減少いたし

ました。 

 これらの結果、売上高は77億98百万円(前年同期比13.3％減)となりました。 

  

④石材・建設業界 

石材業界は、国内では建築用石材の需要が更に減少し、墓石関連の加工需要も依然として減少してお

り、関連工具の受注が減少いたしました。また、欧州・米国における電動工具用ポータブルカッタの販

売も景気低迷を受けて減少いたしました。一方、鉱物資源の開発に関連する掘削用ビット及び関連機器

については、第３四半期には金融危機の影響により開発資金の急速な縮小がありましたが、通年では販

売増となりました。 

 これらの結果、売上高は65億49百万円(前年同期比9.4％減)となりました。 

  

⑤その他 

大学、研究機関、窯業及び陶磁器メーカー等、上記以外の業種への製品の販売があり、これらの売上

高は８億27百万円(前年同期比12.9％増)となりました。 

  

宝飾品事業部門 

宝飾品事業部門におきましては、国内個人消費が低迷するなかで第３四半期からの急激な景気後退も

重なり、大手通販業者への販売、各地での展示販売会を増やしたものの、大幅な販売減少となりまし

た。 

 これらの結果、売上高は９億67百万円(前年同期比19.1％減)となりました。 

  

(次期の見通し)  

次期の見通しにつきましては、金融危機を端緒とした世界経済はマイナス成長との観測が支配的とな

っており、世界の景気後退局面は継続するものと思われます。国内においては、景気は最悪期を脱しつ

つあるとの見方もありますが、世界規模での景気刺激策や金融改革が実体経済に波及するには、まだ時

間を要するものと思われます。 

 このような経済環境のもと、当社グループは主力業種の電子・半導体及び輸送機器業界への増拡販を

推進いたしますが、その中でも特に成長を見込んでいる電着ダイヤモンドワイヤを主体とした太陽電池

関連工具の拡販を推し進めてまいります。さらに、当連結会計年度にスタートさせた中期経営計画の中

核である開発力から生まれたサファイア・ＳｉＣ研削用工具「エアロメタル」やＣＭＰコンディショナ

「ＮＥＯＭＡＴＲＩＸ」などを積極的に市場投入すると共に、当連結会計年度に引き続きお客様とのコ

ミュニケーションを重要テーマに提案型営業活動を展開し、シェアの拡大に注力してまいります。経費

面におきましては、全社を上げてコスト低減や諸経費削減を推進しており、固定費の圧縮や設備投資の

抑制に取り組んでまいります。一方では生産効率の向上を進め、業績の改善に努めてまいります。 

 次期の業績につきましては、需要回復には時間を要すると思われることから、連結売上高は262億円

(前年同期比21.5％減)、営業損失14億円、経常損失10億円、当期純損失７億円を予想しております。 

 単体では、売上高220億円(前年同期比15.8％減)、営業損失14億円、経常損失10億円、当期純損失６

億円を予想しております。 
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(2) 財政状態に関する分析 

① 資産、負債、純資産の状況 

当連結会計年度末の財政状態は、前連結会計年度末に比べ総資産は77億62百万円の減少、負債は14億16百

万円の減少、純資産は63億46百万円の減少となりました。 

 総資産の主な変動要因は、投資有価証券の減少52億84百万円、受取手形及び売掛金の減少46億20百万円、

現金及び預金の増加23億55百万円などがあげられます。 

 負債の主な変動要因は、未払法人税等の減少７億66百万円などがあげられます。 

 純資産の主な変動要因は、為替換算調整勘定の減少24億81百万円、配当金の支払10億２百万円及び自己株

式の消却40億66百万円などによる利益剰余金の減少49億16百万円などがあげられます。 

 これらの結果、１株当たり純資産額は、前連結会計年度末に比べ67円74銭減少し、666円24銭となり、自己

資本比率は80.3％となりました。 
  
② キャッシュ・フローの状況 

 
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、87億９百万円となり前連結会計

年度末と比べ23億55百万円増加しました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によって得られた資金は、56億21百万円となりました。これは主に、売上債権の減少額が40億92

百万円、減価償却費が23億95百万円、法人税等の支払額が10億88百万円あったことによります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によって得られた資金は２百万円となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入が10億

円、有形固定資産の取得による支出が27億15百万円、投資有価証券の売却による収入が18億44百万円あった

ことによります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用された資金は、25億39百万円となりました。これは主に、自己株式の取得による支出

が17億73百万円、配当金の支払額が９億88百万円あったことによります。 
  
(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 

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

（注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

（注３）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。 

（注４）有利子負債は連結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。 

  

項目
前連結会計年度
(百万円)

当連結会計年度 
(百万円)

増減
(百万円)

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,905 5,621 △ 283

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 798 2 800

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 2,329 △ 2,539 △ 209

現金及び現金同等物に係る換算差額 15 △ 729 △ 745

現金及び現金同等物の増減額 2,793 2,355 △ 437

現金及び現金同等物の期末残高 6,354 8,709 2,355

項目 平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期

自己資本比率(％) 78.6 78.2 80.1 80.1 80.3

時価ベースの自己資本比率(％) 80.4 123.8 96.0 64.5 50.4

キャッシュ・フロー対有利子負債比率(年) 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) 246.0 208.3 88.1 442.9 550.7
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

当社は、株主の皆様への利益還元を重要な課題のひとつと位置付け、安定した配当を継続的に実施す

ることを基本とし、将来の事業展開と企業価値の拡大を図りながら、配当金につきましては連結配当性

向30％をひとつの指標として取り組んでおります。 

 内部留保資金につきましては、新製品の開発やコスト低減のための投資、海外子会社強化のための投

資などに充て、業績の向上と財務体質強化に努めてまいります。 

 当事業年度の配当金につきましては、第３四半期以後の業績悪化により、誠に遺憾ながら期末配当金

を１株当たり５円(前年同期比３円減)とし、中間配当金８円とあわせて年間13円(前年同期比３円減)と

させていただく予定です。 

 なお、当社は資本効率の向上と株主への一層の利益還元のため自己株式の取得及び消却を適宜行って

おり、当事業年度は2,736千株の取得と6,400千株の消却を行いました。 
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２. 企業集団の状況
当社及び当社の関係会社(子会社７社及び関連会社１社)は、ダイヤモンド工具事業と宝飾品事業を主に行っ

ております。当社グループ(当社及び連結子会社)の主要事業となるダイヤモンド工具事業部門では、多種多様
なダイヤモンド及びＣＢＮ工具並びに、これらに関連する付属機器の製造及び販売を、多岐にわたる市場へ行

っております。事業の系統図は次のとおりであります。

無印 連結子会社
※ 関連会社で持分法適用会社

７社
１社

製品

材料

得意先

旭ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙｵｰｽﾄﾗﾘｱ Pty.,Ltd.

旭
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
工
業
株
式
会
社　
　

（
製
造
販
売
会
社
）

旭ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙﾖｰﾛｯﾊﾟ SAS

(海外製造販売会社)

台湾鑽石工業股份有限公司

(海外製造販売会社)

上海旭匯金剛石工業有限公司

(海外製造販売会社)

新韓ダイヤモンド工業株式会社

(海外製造販売会社※)

旭ダイヤモンドアメリカ,Inc.

山梨旭ダイヤモンド工業株式会社

(海外販売会社)

(海外製造販売会社)

(海外販売会社)

(国内製造会社)
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(注)１ 関係会社の主要な事業の内容は、全てダイヤモンド工具事業であります。 

  ２ 特定子会社であります。 

  ３ 「議決権の所有割合」の欄の(  )内は、間接所有割合でうち数であります。 

  

関係会社の状況

名称 住所 資本金

議決権の

所有割合

(％)

関係内容

摘要役員の 

兼任等(人)
営業上 

の取引
資金援助

設備の 

賃貸借
役員 従業員

(連結子会社)

山梨旭ダイヤモンド工業 

株式会社
山梨県韮崎市

千円
48,000

100.0 3 ―
製品の 

製造委託
―

土地を 

賃貸
(注)２

旭ダイヤモンド 

インダストリアル 

ヨーロッパSAS

仏国 

セデックス

千EUR
830

100.0 1 1

製品・材料の 

販売及び 

製品の購入

― なし

旭ダイヤモンド 

インダストリアル 

オーストラリアPty.,Ltd.

オーストラリア 

モナ ベール

千A＄
2,500

100.0 1 ― 製品の販売 ― なし

P.T.旭ダイヤモンド 

インダストリアル 

インドネシア

インドネシア 

ベカシ

千IDR
8,406,000

100.0 2 ―

材料の販売 

及び 

製品の購入

資金の 

貸付
なし

旭ダイヤモンド 

アメリカ,Inc.

米国 

オハイオ州

千US＄
100

100.0 1 1 製品の販売
資金の 

貸付
なし

上海旭匯金剛石工業 

有限公司

中国 

上海市
千US＄
2,880

100.0

(25.0)
2 ― 製品の購入 債務保証 なし

台湾鑽石工業股份 

有限公司

台湾 

桃園県

千NT＄
150,700

69.1 4 ―
製品・材料の 

販売及び購入
― なし (注)２

(持分法適用関連会社)

新韓ダイヤモンド工業 

株式会社

韓国 

仁川廣域市

百万Ｗ
6,500

28.5 4 ―

製品・材料の 

販売及び 

製品の購入

― なし
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3. 経営方針 

当社は、以下の経営理念のもと、長年培ってきた開発力・技術力を基盤として、優れた品質の製品を

安定供給することにより、お客様の満足度の向上を図るとともに、株主・取引先・地域社会・投資家の

皆様方と従業員からの信頼と期待に応えられる企業を目指しております。 

  

〔経営理念〕 

・私たちは、常に最高品質の製品を提供することにより、ものづくりのさまざまな場面を通して、経済

の発展と豊かな生活文化の実現に貢献します 

・私たちは、常にグローバルリーダーを目指し、地球規模と長期的視野でお客様の多様なニーズに応え

る製品を開発します 

・私たちは、常に法令や企業倫理を順守して、誠実かつ公正な業務を行い、良き企業市民として社会の

信頼を得ることに努めます 

・私たちは、常に地球環境と天然資源に配慮した企業活動を行い、社会と自然の調和を図ることに努め

ます 

・私たちは、常に自主性と創造力を持ちながら、チームワークを図ることにより、活力のある企業集団

を目指します 

  

当社グループが目標とする経営指標につきましては、安定した営業利益の確保が財務体質を強固に

し、健全な経営に繋がるものと考え、売上高営業利益率を20％、株主資本の効率的活用によりＲＯＥ

（株主資本利益率）10％を目指してまいります。 

  

当社グループは、中長期の経営目標として「ＧＬＯＢＡＬ５１０」を掲げております。これは、当社

グループ全体で売上高を、世界のダイヤモンド工具の推定需要５千億円の10％である500億円を目指す

というもので、世界をリードする「グローバルダイヤモンド工具メーカ」へ進化することを意味しま

す。この中長期目標の達成を補完するため、第一次中期経営計画(2009年３月期～2011年３月期)を策定

し推進しております。この中期経営計画の基本方針は、「自律的価値創造企業への変革」であります。

中期経営計画は、開発力を中核に成長力、収益力、資本効率を相互に高めあい、自律的な成長と継続的

に企業価値の向上を目指すもので、①中期事業方針、②中期資本政策、③コーポレートガバナンスの３

つのＣｈａｎｇｅで構成されています。 
  

①中期事業方針では、新製品の開発と拡販・既存製品のシェアアップを柱に自律的成長企業にＣｈａｎ

ｇｅすることを目標としております。 

②従来当社は、売上高や収益性を重視し安全性に重点を置いて経営政策を取っておりましたが、中期資

本政策では、資本効率を重視した方向にＣｈａｎｇｅしていくことを目指しております。 

③監督機能と執行機能の役割分担を明確にするとともに、パブリックカンパニー経営体制へＣｈａｎｇ

ｅすることを目指しております。 

  

(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
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当社グループの経営課題は、第一次中期経営計画の基本方針である「自律的価値創造企業への変革」

を実行することにあります。「自律的価値創造企業への変革」を実行するための最重要課題は、基礎研

究に支えられた製品開発と長年培った製造技術により、継続的に新製品及び改良品を市場に安定的に供

給することであると認識しております。 

 基礎研究では、技術研究所が将来を見据えた基礎研究と短期に解決すべき基礎研究とに分類して取り

組んでまいります。技術研究所で得られた成果を基に各工場の生産技術部では、新製品の開発や既存製

品の改良へ展開し、長年培った製造技術による生産に努めてまいります。新製品や製品改良の顧客への

情報提供や技術サービスは技術部や営業部門が主体となり推進してまいります。 

 当社グループの当面の課題は、新製品である電着ダイヤモンドワイヤの普及に努めてまいります。ま

た、第３四半期より急激に悪化した業績に対処するために進めてきました固定費の削減等につきまして

も引き続き重点に置いて行ってまいります。なお、将来の成長に向けた研究開発への投資につきまして

は、キャッシュの確保に努めつつ、精査する中で進めてまいります。 

  

(4) 会社の対処すべき課題
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１ 連結財務諸表等 
(1) 連結貸借対照表 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,354 ※2  8,709

受取手形及び売掛金 12,331 7,710

商品及び製品 － 2,031

仕掛品 － 459

原材料及び貯蔵品 － 1,516

たな卸資産 4,628 －

繰延税金資産 594 404

その他 328 763

貸倒引当金 △79 △103

流動資産合計 24,157 21,492

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 13,616 13,475

減価償却累計額 △5,832 △6,328

建物及び構築物（純額） 7,783 7,146

機械装置及び運搬具 ※2  19,774 ※2  19,972

減価償却累計額 △15,099 △15,481

機械装置及び運搬具（純額） 4,675 4,491

工具、器具及び備品 3,291 －

減価償却累計額 △2,535 －

工具、器具及び備品（純額） 756 －

土地 ※3, ※4  4,508 ※3, ※4  4,557

建設仮勘定 111 913

その他 － 3,525

減価償却累計額 － △2,714

その他（純額） － 810

有形固定資産合計 17,835 17,919

無形固定資産 125 112

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  10,585 ※1  5,301

長期貸付金 24 20

繰延税金資産 966 2,216

その他 4,226 3,104

貸倒引当金 △84 △92

投資その他の資産合計 15,718 10,550

固定資産合計 33,680 28,582

資産合計 57,838 50,075
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,843 1,114

短期借入金 ※2  222 ※2  233

未払法人税等 848 81

賞与引当金 713 466

その他 2,074 1,165

流動負債合計 5,702 3,061

固定負債   

長期借入金 ※2  52 ※2  334

退職給付引当金 4,163 5,113

再評価に係る繰延税金負債 ※4  479 ※4  479

その他 499 491

固定負債合計 5,194 6,418

負債合計 10,896 9,479

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,102 4,102

資本剰余金 7,129 7,129

利益剰余金 38,085 33,168

自己株式 △3,995 △1,664

株主資本合計 45,321 42,735

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,263 204

土地再評価差額金 ※4  △593 ※4  △593

為替換算調整勘定 362 △2,119

評価・換算差額等合計 1,032 △2,508

少数株主持分 587 368

純資産合計 46,941 40,595

負債純資産合計 57,838 50,075
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(2) 連結損益計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成19年4月1日 
 至 平成20年3月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年4月1日 
 至 平成21年3月31日) 

売上高 38,142 33,374

売上原価 ※1, ※3  24,676 ※1, ※3  24,075

売上総利益 13,465 9,298

販売費及び一般管理費   

販売費 5,116 5,366

一般管理費 3,043 2,938

販売費及び一般管理費合計 ※2, ※3  8,159 ※2, ※3  8,304

営業利益 5,305 994

営業外収益   

受取利息 92 93

受取配当金 169 145

持分法による投資利益 255 83

雑収入 75 137

営業外収益合計 593 459

営業外費用   

支払利息 13 10

為替差損 107 28

支払手数料 － 11

雑損失 18 27

営業外費用合計 139 77

経常利益 5,759 1,376

特別利益   

固定資産売却益 ※4  21 ※4  1

投資有価証券売却益 269 123

子会社清算益 － 69

特別利益合計 290 193

特別損失   

固定資産売却損 ※5  6 ※5  2

固定資産除却損 ※6  14 ※6  27

投資有価証券売却損 5 －

投資有価証券評価損 31 1,037

たな卸資産評価損 ※1  159 －

過年度退職給付費用 － 360

特別損失合計 217 1,427

税金等調整前当期純利益 5,832 142

法人税、住民税及び事業税 1,783 308

法人税等調整額 246 △293

法人税等合計 2,030 14

少数株主利益又は少数株主損失（△） 102 △25

当期純利益 3,700 153
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(3) 連結株主資本等変動計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成19年4月1日 
 至 平成20年3月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年4月1日 
 至 平成21年3月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 4,102 4,102

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,102 4,102

資本剰余金   

前期末残高 7,135 7,129

当期変動額   

自己株式の処分 2 －

自己株式の消却 △8 －

当期変動額合計 △6 －

当期末残高 7,129 7,129

利益剰余金   

前期末残高 37,366 38,085

当期変動額   

剰余金の配当 △970 △1,002

当期純利益 3,700 153

自己株式の消却 △1,741 △4,066

自己株式の処分 － △0

土地再評価差額金の取崩 △268 －

当期変動額合計 719 △4,916

当期末残高 38,085 33,168

自己株式   

前期末残高 △4,523 △3,995

当期変動額   

自己株式の取得 △1,231 △1,773

自己株式の処分 8 37

自己株式の消却 1,750 4,066

当期変動額合計 527 2,331

当期末残高 △3,995 △1,664

株主資本合計   

前期末残高 44,080 45,321

当期変動額   

剰余金の配当 △970 △1,002

当期純利益 3,700 153

自己株式の取得 △1,231 △1,773

自己株式の処分 10 37

土地再評価差額金の取崩 △268 －

当期変動額合計 1,240 △2,585

当期末残高 45,321 42,735
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成19年4月1日 
 至 平成20年3月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年4月1日 
 至 平成21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 2,835 1,263

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,571 △1,059

当期変動額合計 △1,571 △1,059

当期末残高 1,263 204

土地再評価差額金   

前期末残高 △862 △593

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 268 －

当期変動額合計 268 －

当期末残高 △593 △593

為替換算調整勘定   

前期末残高 484 362

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △121 △2,481

当期変動額合計 △121 △2,481

当期末残高 362 △2,119

評価・換算差額等合計   

前期末残高 2,457 1,032

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,424 △3,540

当期変動額合計 △1,424 △3,540

当期末残高 1,032 △2,508

少数株主持分   

前期末残高 573 587

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 14 △219

当期変動額合計 14 △219

当期末残高 587 368

純資産合計   

前期末残高 47,110 46,941

当期変動額   

剰余金の配当 △970 △1,002

当期純利益 3,700 153

自己株式の取得 △1,231 △1,773

自己株式の処分 10 37

土地再評価差額金の取崩 △268 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,409 △3,760

当期変動額合計 △169 △6,346

当期末残高 46,941 40,595
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(4) 連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成19年4月1日 
 至 平成20年3月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年4月1日 
 至 平成21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 5,832 142

減価償却費 2,198 2,395

貸倒引当金の増減額（△は減少） △35 51

賞与引当金の増減額（△は減少） 12 △246

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △75 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △540 950

受取利息及び受取配当金 △261 △238

支払利息 13 10

持分法による投資損益（△は益） △255 △83

有形固定資産除却損 14 27

有形固定資産売却損益（△は益） － 1

有形固定資産売却益 △21 －

有形固定資産売却損 6 －

投資有価証券売却損益（△は益） － △123

投資有価証券売却益 △269 －

投資有価証券売却損 5 －

投資有価証券評価損益（△は益） 31 1,037

子会社清算損益（△は益） － △69

売上債権の増減額（△は増加） 609 4,092

たな卸資産の増減額（△は増加） △265 299

仕入債務の増減額（△は減少） 141 △456

その他 256 △1,307

小計 7,399 6,482

利息及び配当金の受取額 261 238

利息の支払額 △13 △10

法人税等の支払額 △1,742 △1,088

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,905 5,621

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 － 1,000

有形固定資産の取得による支出 △1,321 △2,715

有形固定資産の売却による収入 111 10

投資有価証券の取得による支出 △2,350 △265

投資有価証券の売却による収入 2,182 1,844

投資有価証券の償還による収入 500 －

子会社の清算による収入 － 71

その他 80 56

投資活動によるキャッシュ・フロー △798 2

旭ダイヤモンド工業（株） (6140) 
平成21年３月期 決算短信

－16－



(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成19年4月1日 
 至 平成20年3月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年4月1日 
 至 平成21年3月31日) 

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） △6 55

長期借入れによる収入 － 318

長期借入金の返済による支出 △65 △25

自己株式の取得による支出 △1,231 △1,773

自己株式の売却による収入 10 37

配当金の支払額 △970 △988

少数株主への配当金の支払額 △66 △69

リース債務の返済による支出 － △94

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,329 △2,539

現金及び現金同等物に係る換算差額 15 △729

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,793 2,355

現金及び現金同等物の期首残高 3,560 6,354

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  6,354 ※1  8,709
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前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

該当事項はありません。 

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

  

(5) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

(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
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ 連結の範囲に関する

事項

(イ)連結子会社

  連結子会社の数は８社であり、主要

な連結子会社名は、「２．企業集団の

状況」の「関係会社の状況」に記載し

ているため省略しました。

(イ)連結子会社

 連結子会社の数   ７社 

連結子会社の名称 

 「２．企業集団の状況」に記載して

おります。 

 子会社はすべて連結しております。 

 なお、前連結会計年度において連結

子会社であったP.T.AIBOについては、

清算した事により、連結子会社から除

外しております。

(ロ)非連結子会社

  会社名

   旭共栄株式会社

(連結の範囲から除いた理由)

  非連結子会社は小規模であり、総

資産、売上高、当期純損益及び利益

剰余金等は、いずれも連結財務諸表

に重要な影響を及ぼしていないため

であります。

         ――― 

  

 

２ 持分法の適用に関す

る事項

(イ)持分法を適用した関連会社数 １社 

  会社名 

   新韓ダイヤモンド工業株式会社

(イ)持分法を適用した関連会社数 １社 

  会社名 

   同左

(ロ)持分法を適用していない非連結子

会社(旭共栄株式会社)は、当期純損

益及び利益剰余金等からみて、持分

法の対象から除いても連結財務諸表

に及ぼす影響が軽微であり、かつ全

体としても重要性がないため、持分

法の適用範囲から除外しておりま

す。

         ――― 

  

 

(ハ)上記の持分法適用会社は、決算日

が連結決算日と異なるため、当該会

社の事業年度に係る財務諸表を使用

しております。

(ロ)同左

３ 連結子会社の事業年

度等に関する事項

 連結子会社８社のうち、在外子会社７

社の決算日は12月31日であります。連結

財務諸表の作成にあたっては、同日現在

の財務諸表を使用し、連結決算日との間

に生じた重要な取引については、連結上

必要な調整を行っております。

 連結子会社７社のうち、在外子会社６

社の決算日は12月31日であります。連結

財務諸表の作成にあたっては、同日現在

の財務諸表を使用し、連結決算日との間

に生じた重要な取引については、連結上

必要な調整を行っております。
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

４ 会計処理基準に関す

る事項

 (イ)重要な資産の評価

基準及び評価方法

①有価証券

  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

原価は移動平均法により算定)

①有価証券

  その他有価証券

   時価のあるもの

     同左

   時価のないもの

     移動平均法による原価法

   時価のないもの

     同左

②たな卸資産

  主として個別法又は移動平均法によ

る原価法によっております。(貸借対

照表価額は収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法により算定)

(会計処理の変更) 

 「棚卸資産の評価に関する会計基

準」（企業会計基準第９号 平成18年

７月５日）が平成20年３月31日以前に

開始する連結会計年度に係る連結財務

諸表から適用できることになったこと

に伴い、当連結会計年度から同会計基

準を早期適用しております。 

 これにより、営業利益及び経常利益

が19百万円減少し、税金等調整前当期

純利益が178百万円減少しておりま

す。 

 なお、セグメント情報に与える影響

は、該当箇所に記載しております。

②たな卸資産

  評価基準は原価法(貸借対照表価額

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。

商品及び製品   主に個別法 

仕掛品      主に個別法 

原材料及び貯蔵品 主に移動平均法
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 (ロ)重要な減価償却資

産の減価償却の方法

①有形固定資産

  主として定率法を採用しておりま

す。ただし、建物(附属設備を除く。)

については、定額法を採用しておりま

す。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

  建物及び構築物   ５～50年

  機械装置及び運搬具 ２～10年

①有形固定資産(リース資産を除く)

  主として定率法を採用しておりま

す。ただし、平成10年４月１日以降に

取得した建物(附属設備を除く。)につ

いては、定額法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

  建物及び構築物   ５～50年

  機械装置及び運搬具 ５～９年

(会計処理の変更) 

 当社及び国内連結子会社は、法人税

法の改正に伴い、当連結会計年度よ

り、平成19年４月１日以降に取得した

有形固定資産について、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。 

 この結果、従来の方法によった場合

に比べて、営業利益、経常利益及び税

金等調整前当期純利益はそれぞれ36百

万円減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載しております。

          

(追加情報) 

 当社及び国内連結子会社は、法人税

法の改正に伴い、平成19年３月31日以

前に取得した資産については、改正前

の法人税法に基づく減価償却の方法の

適用により取得価額の５％に到達した

連結会計年度の翌連結会計年度より、

取得価額の５％相当額と備忘価額との

差額を５年間にわたり均等償却し、減

価償却費に含めて計上しております。 

 この結果、従来の方法によった場合

に比べて、営業利益、経常利益及び税

金等調整前当期純利益がそれぞれ95百

万円減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載しております。

②無形固定資産

  主として定額法を採用しておりま

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。

②無形固定資産

  主として定額法を採用しておりま

す。
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

         ――― 

 

         

  

 

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

額を零とする定額法を採用しておりま

す。

 (ハ)重要な引当金の計

上基準

①貸倒引当金

  債権の貸倒れによる損失に備えるた

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検討し、回

収不能見込額を計上しております。

①貸倒引当金

  同左

②賞与引当金

  当社及び国内連結子会社は、従業員

及び執行役員に対して支給する賞与の

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。

②賞与引当金

  当社及び国内連結子会社は、従業員

に対して支給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退職給付引当金

  当社及び国内連結子会社は、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年金

資産の見込額に基づき、当連結会計年

度末において発生している額を計上し

ております。

  数理計算上の差異については、翌連

結会計年度において一括費用処理する

こととしております。

③退職給付引当金

  当社及び一部の連結子会社は、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年

金資産の見込額に基づき、当連結会計

年度末において発生している額を計上

しております。

  数理計算上の差異については、翌連

結会計年度において一括費用処理する

こととしております。

 (ニ)重要な外貨建の資

産又は負債の本邦通

貨への換算の基準

 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、在外子会社等の資産及び負債は、在

外子会社等の決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、収益及び費用は期中平

均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及

び少数株主持分に含めております。

 同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 (ホ)重要なリース取引

の処理方法

 リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、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。 

 なお、在外連結子会社の一部会社につ

いては、通常の売買取引に準じた会計処

理によっております。

         ――― 

  

 

 (ヘ)その他連結財務諸

表作成のための重要

な事項

 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。

 消費税等の会計処理

  同左

５ 連結子会社の資産及

び負債の評価に関する

事項

 連結子会社の資産及び負債の評価につ

いては、全面時価評価法を採用しており

ます。

 同左

６ 連結キャッシュ・フ

ロー計算書における資

金の範囲

 連結キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金(現金及び現金同等物)は、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ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなります。

 同左
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(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

 会計方針の変更

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

            ――― (リース取引に関する会計基準等)

 所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっておりましたが、当連結会計年度より、「リース

取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号(平成５

年６月17日(企業会計審議会第一部会)、平成19年３月

30日改正))及び「リース取引に関する会計基準の適用

指針」(企業会計基準適用指針第16号(平成６年１月18

日(日本公認会計士協会 会計制度委員会)、平成19年３

月30日改正))を適用し、通常の売買取引に係る方法に

準じた会計処理によっております。また、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の減価

償却の方法については、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。 

 これによる損益に与える影響はありません。

            ――― (連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関

する当面の取扱い)

 当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における

在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対

応報告第18号 平成18年５月17日)を適用しておりま

す。 

 これによる損益に与える影響はありません。

 表示方法の変更

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

――― (連結貸借対照表)

１ 財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令(平成

20年８月７日内閣府令第50号)が適用となることに伴

い、前連結会計年度において、「たな卸資産」とし

て掲記されていたものは、当連結会計年度から「商

品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」に区

分掲記しております。なお、前連結会計年度の「た

な卸資産」に含まれる「商品及び製品」「仕掛品」

「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ2,138百万円、

871百万円、1,618百万円であります。

２ 前連結会計年度において区分掲記しておりました

「工具器具備品」(当連結会計年度586百万円)は、金

額が僅少なため、当連結会計年度より有形固定資産

の「その他」に含めて表示しております。

旭ダイヤモンド工業（株） (6140) 
平成21年３月期 決算短信

－23－



 
  

  

 
  

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

――― (連結キャッシュ・フロー計算書)

１ 前連結会計年度において区分掲記しておりました

「有形固定資産売却益」(当連結会計年度△０百万

円)及び「有形固定資産売却損」(当連結会計年度２

百万円)は、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ導入に伴い連

結キャッシュ・フロー計算書の比較可能性を向上す

るため、当連結会計年度より「有形固定資産売却損

益(△は益)」に含めて表示しております。

２ 前連結会計年度において区分掲記しておりました

「投資有価証券売却益」(当連結会計年度△123百万

円)は、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ導入に伴い連結キ

ャッシュ・フロー計算書の比較可能性を向上するた

め、当連結会計年度より「投資有価証券売却損益(△

は益)」に含めて表示しております。

 追加情報

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

――― (有形固定資産の耐用年数の変更)

 平成20年度の法人税法の改正を契機として、資産の

利用状況等を見直した結果、当社及び国内連結子会社

は、当連結会計年度より機械装置の耐用年数につい

て、従来採用していた２～10年の耐用年数を５～９年

の耐用年数に変更しております。 

 これにより、当連結会計年度の減価償却費が64百万

円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期

純利益は、それぞれ同額減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に

記載しております。

(役員退職慰労引当金) ―――

 当社及び国内連結子会社は、従来、役員及び執行役

員に対する退職慰労金支給に備えるため、内規に基づ

く期末要支給額を計上しておりましたが、定時株主総

会をもって役員退職慰労金制度を廃止いたしました。

なお、制度廃止時までの在任期間に応じた役員退職慰

労金につきましては、同定時株主総会において打ち切

り支給が決議されました。 

 これに伴い、当連結会計年度において役員退職慰労

引当金427百万円を全額取崩し、固定負債の「その

他」に計上しております。
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(8) 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20年３月31日)

当連結会計年度 
(平成21年３月31日)

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次の

とおりであります。

投資有価証券(株式) 2,631百万円

※１ 関連会社に対するものは、次のとおりでありま

す。

投資有価証券(株式) 1,698百万円

 

 

※２ 担保資産及び担保付債務

    担保に供している資産

機械装置及び運搬具 60百万円

    担保付債務

短期借入金 19百万円

長期借入金 3 〃

  計 22 〃

 

※２ 担保資産及び担保付債務

    担保に供している資産

現金及び預金 320百万円

機械装置及び運搬具 86 〃

  計 406 〃

    担保付債務

短期借入金 8百万円

長期借入金 318 〃

  計 327 〃

※３ 有形固定資産の圧縮記帳

   工場誘致条例用地取得助成金の受入640百万円

を、土地より控除しております。

※３ 有形固定資産の圧縮記帳

   工場誘致条例用地取得助成金の受入640百万円

を、土地より控除しております。

※４ 土地の再評価

   当社は土地の再評価に関する法律(平成10年３月

31日公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再

評価を行い、土地再評価差額金を純資産の部に計上

しております。

   再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３

月31日公布政令第119号)第２条第３号に定める

固定資産税評価額により算出

再評価を行った年月日 平成14年３月31日

再評価を行った土地の期末

における時価と再評価後の △ 844百万円

帳簿価額との差額

※４ 土地の再評価

   当社は土地の再評価に関する法律(平成10年３月

31日公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再

評価を行い、土地再評価差額金を純資産の部に計上

しております。

   再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３

月31日公布政令第119号)第２条第３号に定める

固定資産税評価額により算出

再評価を行った年月日 平成14年３月31日

再評価を行った土地の期末

における時価と再評価後の △ 835百万円

帳簿価額との差額

 

 ５ 当社及び連結子会社２社は、運転資金の効率的

な調達を行うため取引銀行９行と当座貸越契約を

締結しております。

   当連結会計年度末における当座貸越契約に係る

借入未実行残高は次のとおりであります。

当座貸越極度額 6,118百万円

借入実行残高 147 〃

差引額 5,970 〃

 ５ 当社及び連結子会社２社は、運転資金の効率的

な調達を行うため取引銀行10行と当座貸越契約及

び貸出コミットメント契約を締結しております。

   当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸

出コミットメント契約に係る借入未実行残高は次

のとおりであります。

当座貸越極度額及び貸出 

コミットメントの総額
9,483百万円

借入実行残高 171 〃

差引額 9,312 〃

旭ダイヤモンド工業（株） (6140) 
平成21年３月期 決算短信

－25－



  

 
  

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

※１ 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の

低下による簿価切下額

売上原価 19百万円

たな卸資産評価損(特別損失) 159 〃  

※１ 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の

低下による簿価切下額

売上原価 22百万円

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な科目及び金額

は次のとおりであります。

(1) 販売費

   給料手当 2,171百万円

   賞与引当金繰入額 162 〃

   退職給付費用 84 〃

   賃借料 461 〃

   貸倒引当金繰入額 37 〃

   減価償却費 30 〃

(2) 一般管理費

   給料手当 899百万円

   賞与引当金繰入額 63 〃

   役員退職慰労引当金繰入額 14 〃

   退職給付費用 16 〃

   賃借料 509 〃

   研究開発費 627 〃

   減価償却費 50 〃

 

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な科目及び金額

は次のとおりであります。

(1) 販売費

  給料手当 2,166百万円

  賞与引当金繰入額 112 〃

  退職給付費用 393 〃

  貸倒引当金繰入額 60 〃

(2) 一般管理費

  給料手当 783百万円

  賞与引当金繰入額 36 〃

  退職給付費用 114 〃

  貸倒引当金繰入額 1 〃

  研究開発費 709 〃

※３ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費

1,461百万円

※３ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費

1,454百万円

※４ 固定資産売却益の内訳は、次のとおりでありま

す。

土地 16百万円

車両運搬具 1 〃

機械及び装置 1 〃

その他 1 〃

  計 21 〃

 

※４ 固定資産売却益の内訳は、次のとおりでありま

す。

機械装置及び運搬具 1百万円

  計 1 〃

※５ 固定資産売却損の内訳は、次のとおりでありま

す。

機械装置及び運搬具 4百万円

その他 1 〃

  計 6 〃
 

※５ 固定資産売却損の内訳は、次のとおりでありま

す。

機械装置及び運搬具 2百万円

  計 2 〃

※６ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりでありま

す。

附帯設備 3百万円

機械装置及び運搬具 9 〃

工具、器具及び備品 1 〃

その他 0 〃

  計 14 〃
 

※６ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりでありま

す。

建物及び構築物 1百万円

機械装置及び運搬具 21 〃

工具、器具及び備品 3 〃

  計 27 〃

旭ダイヤモンド工業（株） (6140) 
平成21年３月期 決算短信

－26－



   
(注) １ 普通株式の発行済株式の株式数の減少2,800千株は、取締役会決議に基づく自己株式の消却による減少であ

ります。 

２ 普通株式の自己株式の株式数の増加1,569千株は、取締役会決議に基づく取得による増加1,500千株及び単元

未満株式の買取りによる増加69千株であります。 

３ 普通株式の自己株式の株式数の減少2,813千株は、取締役会決議に基づく消却による減少2,800千株及び単元

未満株式の売渡しによる減少13千株であります。 
  
  

該当事項はありません。 

  

 
  

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20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

前連結会計年度末 
株式数(千株)

当連結会計年度
増加株式数(千株)

当連結会計年度
減少株式数(千株)

当連結会計年度末
株式数(千株)

発行済株式

 普通株式 72,343 ― 2,800 69,543

 合計 72,343 ― 2,800 69,543

自己株式

 普通株式 7,633 1,569 2,813 6,390

 合計 7,633 1,569 2,813 6,390

２ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

３ 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 １株当たり配当額 基準日 効力発生日

平成19年６月28日 
定時株主総会

普通株式 452百万円 ７円 平成19年３月31日 平成19年６月29日

平成19年11月15日 
取締役会

普通株式 517百万円 ８円 平成19年９月30日 平成19年12月４日

(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

決議 株式の種類 配当金の総額 配当の原資
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成20年６月27日 
定時株主総会

普通株式 505百万円 利益剰余金 ８円 平成20年３月31日 平成20年６月30日
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(注) １ 普通株式の発行済株式の株式数の減少6,400千株は、取締役会決議に基づく自己株式の消却による減少であ

ります。 

２ 普通株式の自己株式の株式数の増加2,833千株は、取締役会決議に基づく取得による増加2,736千株及び単元

未満株式の買取りによる増加97千株であります。 

３ 普通株式の自己株式の株式数の減少6,459千株は、取締役会決議に基づく消却による減少6,400千株及び単元

未満株式の売渡しによる減少59千株であります。 
  

該当事項はありません。 

  

 
  

 
  

  

 
  

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21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

前連結会計年度末 
株式数(千株)

当連結会計年度
増加株式数(千株)

当連結会計年度
減少株式数(千株)

当連結会計年度末
株式数(千株)

発行済株式

 普通株式 69,543 ― 6,400 63,143

 合計 69,543 ― 6,400 63,143

自己株式

 普通株式 6,390 2,833 6,459 2,763

 合計 6,390 2,833 6,459 2,763

２ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

３ 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 １株当たり配当額 基準日 効力発生日

平成20年６月27日 
定時株主総会

普通株式 505百万円 ８円 平成20年３月31日 平成20年６月30日

平成20年10月31日 
取締役会

普通株式 496百万円 ８円 平成20年９月30日 平成20年12月２日

(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

  次のとおり、決議を予定しております。

決議 株式の種類 配当金の総額 配当の原資
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成21年６月26日 
定時株主総会

普通株式 301百万円 利益剰余金 ５円 平成21年３月31日 平成21年６月29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19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

※１ 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20年３

月31日現在) 

 現金及び預金勘定と一致しております。

6,354百万円

※１ 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21年３

月31日現在) 

 現金及び預金勘定と一致しております。

8,709百万円
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前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「ダイ

ヤモンド工具事業」の割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載

を省略しております。 

  

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「ダイ

ヤモンド工具事業」の割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載

を省略しております。 

  

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 
  (1)ヨーロッパ ……………… フランス 
  (2)アジア・オセアニア …… 台湾・中国・オーストラリア・インドネシア 
  (3)北米 ……………………… 米国 
３ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は8,155百万円であり、その主なものは、当社で
の余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門における資産等であります。 

４ 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の４(イ)②「たな卸資産」に記載のとおり、当連結会
計年度より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）が平成20年
３月31日以前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表から適用できることになったことに伴い、当連結
会計年度から同会計基準を早期適用しております。これにより、日本において、当連結会計年度の営業費用
は19百万円増加、営業利益が同額減少し、資産は117百万円少なく計上されております。 

５ 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の４(ロ)①「有形固定資産」に記載のとおり、当連結
会計年度より、当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、平成19年４月１日以降に取得した有形
固定資産について、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。この結果、従来の方法
によった場合に比べて、日本において、当連結会計年度の営業費用は36百万円増加、営業利益が同額減少
し、資産は同額少なく計上されております。 

６ 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の４(ロ)①「有形固定資産」に記載のとおり、当連結
会計年度より、当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得した資産
については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の５％に到達した連結会計年
度の翌連結会計年度より、取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償
却費に含めて計上しております。この結果、従来の方法によった場合に比べて、日本において、当連結会計
年度の営業費用は95百万円増加、営業利益が同額減少しております。 

  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

２ 所在地別セグメント情報

日本 
(百万円)

ヨーロッパ
(百万円)

アジア・
オセアニア
(百万円)

北米
(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売上高

 (1) 外部顧客に対する売上高 28,574 3,973 4,290 1,302 38,142 ― 38,142

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

1,585 15 572 ― 2,173 (2,173) ―

計 30,160 3,989 4,863 1,302 40,316 (2,173) 38,142

  営業費用 26,282 3,632 3,890 1,231 35,037 (2,200) 32,836

  営業利益 3,877 356 973 70 5,278 26 5,305

Ⅱ 資産 41,946 2,549 7,470 452 52,418 5,419 57,838
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当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 
  (1)ヨーロッパ ……………… フランス 
  (2)アジア・オセアニア …… 台湾・中国・オーストラリア・インドネシア 
  (3)北米 ……………………… 米国 
３ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は7,894百万円であり、その主なものは、当社で
の余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門における資産等であります。 

４ 「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」の「追加情報」に記載のとおり、平成20年度の
法人税法の改正を契機として、資産の利用状況等を見直した結果、当社及び国内連結子会社は、当連結会計
年度より機械装置の耐用年数について、従来採用していた２～10年の耐用年数を５～９年の耐用年数に変更
しております。これにより、日本において、当連結会計年度の減価償却費が64百万円増加し、営業損失が同
額増加しております。 

  

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 
  (1) ヨーロッパ ……………… フランス 
  (2) アジア・オセアニア …… 台湾・中国・タイ・オーストラリア・インドネシア 
  (3) 北米 ……………………… 米国 
３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 
  (1) ヨーロッパ ……………… フランス 
  (2) アジア・オセアニア …… 台湾・中国・タイ・オーストラリア・インドネシア 
  (3) 北米 ……………………… 米国 
３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

日本 
(百万円)

ヨーロッパ
(百万円)

アジア・
オセアニア
(百万円)

北米
(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売上高

 (1) 外部顧客に対する売上高 24,419 3,214 4,541 1,198 33,374 ― 33,374

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

1,183 3 496 0 1,683 (1,683) ―

計 25,602 3,217 5,037 1,199 35,057 (1,683) 33,374

  営業費用 25,709 3,202 3,994 1,166 34,072 (1,692) 32,379

  営業利益又は営業損失(△) △ 106 15 1,043 32 985 9 994

Ⅱ 資産 36,375 1,729 6,080 472 44,658 5,416 50,075

３ 海外売上高

ヨーロッパ
アジア・
オセアニア

北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 4,347 8,363 1,331 294 14,338

Ⅱ 連結売上高(百万円) 38,142

Ⅲ 連結売上高に占める海外売
上高の割合(％)

11.4 21.9 3.5 0.8 37.6

ヨーロッパ
アジア・
オセアニア

北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 3,637 8,248 1,233 340 13,460

Ⅱ 連結売上高(百万円) 33,374

Ⅲ 連結売上高に占める海外売
上高の割合(％)

10.9 24.7 3.7 1.0 40.3
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前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

  

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

  

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

該当事項はありません。 

(追加情報)  

当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」(企業会計基準第11号 平成18年10

月17日)及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第13号 平成

18年10月17日)を適用しております。 

 なお、同基準により開示すべき重要な取引はありません。 

  

(リース取引関係)

(関連当事者情報)
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(税効果会計関係)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(平成21年３月31日)

 

 

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

(繰延税金資産)

 賞与引当金 286百万円

 退職給付引当金 1,645 〃

 たな卸資産評価損 98 〃

 その他 448 〃

繰延税金資産合計 2,480 〃

(繰延税金負債)

 特別償却準備金 △ 23 〃

 在外子会社の留保利益 △ 45 〃

 その他有価証券評価差額金 △ 849 〃

繰延税金負債合計 △ 918 〃

繰延税金資産の純額 1,561 〃

 

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

(繰延税金資産)

賞与引当金 187百万円

退職給付引当金 1,960 〃

たな卸資産評価損 99 〃

繰越欠損金 246 〃

その他 368 〃

繰延税金資産小計 2,863 〃

評価性引当額 △ 45 〃

繰延税金資産合計 2,817 〃

(繰延税金負債)

特別償却準備金 △ 29 〃

在外子会社の留保利益 △ 15 〃

その他有価証券評価差額金 △ 108 〃

未払事業税損金不算入額 △ 43 〃

繰延税金負債合計 △ 196 〃

繰延税金資産の純額 2,620 〃

 

  上記のほか、「再評価に係る繰延税金負債」として

計上している土地の再評価に係る繰延税金負債の内訳

は次のとおりであります。

(繰延税金資産)

 土地再評価に係る繰延税金資産 525百万円

 評価性引当額 △ 525 〃

繰延税金資産合計 ― 〃

(繰延税金負債)

 土地再評価に係る繰延税金負債 △ 479 〃

繰延税金負債合計 △ 479 〃

繰延税金負債の純額 △ 479 〃

 

  上記のほか、「再評価に係る繰延税金負債」として

計上している土地の再評価に係る繰延税金負債の内訳

は次のとおりであります。

(繰延税金資産)

土地再評価に係る繰延税金資産 525百万円

評価性引当額 △ 525 〃

繰延税金資産合計 ― 〃

(繰延税金負債)

土地再評価に係る繰延税金負債 △ 479 〃

繰延税金負債合計 △ 479 〃

繰延税金負債の純額 △ 479 〃

 

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

法定実効税率 40.2％

 (調整)

 住民税均等割等 0.8〃

 交際費等永久に損金に算入されない
項目

1.5〃

 受取配当金等永久に益金に算入され
ない項目

△ 0.7〃

 土地再評価差額金取崩額 △ 1.9〃

 在外子会社との税率差額 △ 2.4〃

 税額控除 △ 3.3〃

 その他 0.6〃

税効果会計適用後の法人税等の負担率 34.8〃

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

法定実効税率 40.2％

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない
項目

37.7〃

受取配当金等永久に益金に算入され
ない項目

△ 46.3〃

受取配当金の相殺額 89.1〃

持分法による投資利益 △ 23.5〃

在外子会社との税率差額 △ 75.0〃

法人税法改正による在外子会社留保
利益税効果の取崩

△ 41.2〃

評価性引当額 32.2〃

その他 △ 3.0〃

税効果会計適用後の法人税等の負担率 10.2〃
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前連結会計年度 

１ その他有価証券で時価のあるもの(平成20年３月31日) 

 
  

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

 
  

 
  

４ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額(平成20年３月31日) 

 
(注) 当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について、31百万円減損処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、当連結会計年度末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはす

べて減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について

減損処理を行っております。 

  

(有価証券関係)

区分
取得原価
(百万円)

連結貸借対照表計上額
(百万円)

差額 
(百万円)

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

①株式 2,610 4,985 2,374

②その他 605 606 0

 小計 3,216 5,592 2,375

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

①株式 1,466 1,203 △ 262

②その他 ― ― ―

 小計 1,466 1,203 △ 262

合計 4,682 6,796 2,113

売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円)

2,182 269 5

３ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額(平成20年３月31日)

区分 連結貸借対照表計上額(百万円)

その他有価証券

 ①非上場株式 1,087

 ②その他 70

合計 1,158

区分
１年以内
(百万円)

１年超５年以内
(百万円)

５年超10年以内 
(百万円)

10年超
(百万円)

①債券 ― ― ― ―

②その他

  投資信託 ― 100 ― ―

合計 ― 100 ― ―
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当連結会計年度 

１ その他有価証券で時価のあるもの(平成21年３月31日) 

 
  

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

 
  

 
(注) 当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について、1,037百万円減損処理を行っておりま

す。なお、減損処理にあたっては、当連結会計年度末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合に

はすべて減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額につ

いて減損処理を行っております。 

  

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

該当事項はありません。 

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

区分
取得原価
(百万円)

連結貸借対照表計上額
(百万円)

差額 
(百万円)

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

①株式 1,207 2,000 792

②その他 ― ― ―

 小計 1,207 2,000 792

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

①株式 3,076 1,516 △ 1,559

②その他 ― ― ―

 小計 3,076 1,516 △ 1,559

合計 4,283 3,517 △ 766

売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円)

1,844 123 ―

３ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額(平成21年３月31日)

区分 連結貸借対照表計上額(百万円)

その他有価証券

 ①非上場株式 85

 ②その他 ―

合計 85

(デリバティブ取引関係)
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前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

該当事項はありません。 

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

該当事項はありません。 

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

(退職給付関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ 採用している退職給付制度の概要

  当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度とし

て、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けてお

ります。また、従業員の退職等に際して割増退職金を

支払う場合があります。当社については、昭和49年以

降、退職一時金制度から適格退職年金制度へ段階的に

移行しており、現在は55％相当額について適格退職年

金制度を採用し、残額については退職一時金制度を充

当しております。

１ 採用している退職給付制度の概要

  当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度とし

て、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けてお

ります。また、従業員の退職等に際して割増退職金を

支払う場合があります。当社については、昭和49年以

降、退職一時金制度から適格退職年金制度へ段階的に

移行しており、現在は55％相当額について適格退職年

金制度を採用し、残額については退職一時金制度を充

当しております。 

 なお、一部の海外連結子会社でも確定給付型の制度

を設けております。

２ 退職給付債務に関する事項

①退職給付債務 △ 10,286百万円

②年金資産 5,156 〃

③未積立退職給付債務 △ 5,130 〃

④未認識数理計算上の差異 966 〃

⑤退職給付引当金 △ 4,163 〃

２ 退職給付費用に関する事項

①退職給付債務 △ 10,709百万円

②年金資産 4,824 〃

③未積立退職給付債務 △ 5,885 〃

④未認識数理計算上の差異 771 〃

⑤退職給付引当金 △ 5,113 〃

 

３ 退職給付費用に関する事項

①勤務費用 458百万円

②利息費用 194 〃

③期待運用収益 △ 221 〃

④数理計算上の差異の費用処理額 △ 49 〃

⑤退職給付費用 382 〃

 

３ 退職給付費用に関する事項

①勤務費用 461百万円

②利息費用 194 〃

③期待運用収益 △ 103 〃

④数理計算上の差異の費用処理額 966 〃

⑤過年度退職給付費用 (注) 360 〃

⑥退職給付費用 1,880 〃

(注) 連結子会社の退職金制度について見直しを行った

結果、重要性が増してきたため、過年度の退職給付

債務相当額を一括費用計上したものであります。

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

①退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

②割引率 2.0％

③期待運用収益率 4.0％

④数理計算上の差異の処理年数 翌期１年

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

①退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

②割引率 主に2.0％

③期待運用収益率 主に2.0％

④数理計算上の差異の処理年数 翌期１年

(ストック・オプション等関係)

(企業結合等関係)
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(注)１ 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。 

 
   

２ １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 733円98銭

１株当たり当期純利益 57円56銭

１株当たり純資産額 666円24銭

１株当たり当期純利益 ２円48銭

  なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

  同左

項目
前連結会計年度

(平成20年３月31日)
当連結会計年度

(平成21年３月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 46,941 40,595

純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) 587 368

(うち少数株主持分(百万円)) (587) (368)

普通株式に係る期末の純資産額(百万円) 46,353 40,227

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)
63,153 60,380

項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当期純利益(百万円) 3,700 153

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る当期純利益(百万円) 3,700 153

普通株式の期中平均株式数(千株) 64,283 61,791
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２ 財務諸表等 
(1) 貸借対照表 

(単位：百万円)

前事業年度 
(平成20年3月31日) 

当事業年度 
(平成21年3月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,048 6,315

受取手形 3,371 2,351

売掛金 ※1  7,314 ※1  4,040

商品 250 －

製品 1,274 －

商品及び製品 － 1,353

仕掛品 623 307

原材料 885 －

貯蔵品 129 －

原材料及び貯蔵品 － 931

繰延税金資産 432 319

未収入金 ※1  256 ※1  739

その他 18 26

貸倒引当金 △14 △52

流動資産合計 18,590 16,334

固定資産   

有形固定資産   

建物 10,121 10,185

減価償却累計額 △3,745 △4,282

建物（純額） 6,375 5,903

構築物 1,099 1,116

減価償却累計額 △626 △690

構築物（純額） 473 426

機械及び装置 16,191 16,766

減価償却累計額 △12,840 △13,456

機械及び装置（純額） 3,351 3,309

車両運搬具 15 15

減価償却累計額 △12 △13

車両運搬具（純額） 2 1

工具、器具及び備品 2,483 2,498

減価償却累計額 △1,984 △2,125

工具、器具及び備品（純額） 499 373

土地 ※3, ※4  4,441 ※3, ※4  4,441

建設仮勘定 88 797

リース資産 － 285

減価償却累計額 － △75

リース資産（純額） － 209

有形固定資産合計 15,231 15,463
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成20年3月31日) 

当事業年度 
(平成21年3月31日) 

無形固定資産   

ソフトウエア 61 57

電話加入権 22 －

施設利用権 23 －

その他 － 43

無形固定資産合計 107 100

投資その他の資産   

投資有価証券 7,783 3,603

関係会社株式 2,722 2,831

従業員に対する長期貸付金 23 20

関係会社長期貸付金 57 142

破産更生債権等 61 69

長期前払費用 39 21

繰延税金資産 898 2,013

差入保証金 808 818

長期預金 2,400 1,400

その他 757 638

貸倒引当金 △63 △74

投資その他の資産合計 15,487 11,484

固定資産合計 30,826 27,049

資産合計 49,416 43,383

負債の部   

流動負債   

買掛金 ※1  1,422 ※1  459

未払金 614 327

未払費用 289 254

未払法人税等 672 －

未払消費税等 258 －

預り金 112 101

賞与引当金 626 413

その他 － 80

流動負債合計 3,996 1,637

固定負債   

退職給付引当金 3,845 4,391

再評価に係る繰延税金負債 ※4  479 ※4  479

その他 415 427

固定負債合計 4,739 5,298

負債合計 8,735 6,935
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成20年3月31日) 

当事業年度 
(平成21年3月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,102 4,102

資本剰余金   

資本準備金 7,129 7,129

資本剰余金合計 7,129 7,129

利益剰余金   

利益準備金 1,025 1,025

その他利益剰余金   

技術研究基金 350 350

特別償却準備金 34 43

別途積立金 27,000 27,000

繰越利益剰余金 4,365 △1,104

利益剰余金合計 32,776 27,313

自己株式 △3,995 △1,664

株主資本合計 40,011 36,880

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,263 161

土地再評価差額金 ※4  △593 ※4  △593

評価・換算差額等合計 669 △432

純資産合計 40,680 36,448

負債純資産合計 49,416 43,383
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(2) 損益計算書 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成19年4月1日 
 至 平成20年3月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年4月1日 
 至 平成21年3月31日) 

売上高   

製品売上高 28,338 24,037

商品売上高 2,533 2,078

売上高合計 30,871 26,115

売上原価   

商品期首たな卸高 343 250

製品期首たな卸高 1,259 1,274

当期商品仕入高 2,041 1,707

当期製品仕入高 2,870 2,382

他勘定受入高 ※2  26 ※2  27

当期製品製造原価 ※5  16,131 ※5  15,529

合計 22,673 21,173

他勘定振替高 ※3  240 ※3  143

商品期末たな卸高 250 237

製品期末たな卸高 1,274 1,116

売上原価合計 ※1  20,908 ※1  19,676

売上総利益 9,963 6,439

販売費及び一般管理費   

販売費 3,873 4,199

一般管理費 2,454 2,368

販売費及び一般管理費合計 ※4, ※5  6,328 ※4, ※5  6,568

営業利益又は営業損失（△） 3,634 △129

営業外収益   

受取利息 31 28

受取配当金 ※6  477 ※6  390

不動産賃貸料 ※6  25 －

雑収入 ※6  82 ※6  75

営業外収益合計 617 494

営業外費用   

支払利息 0 －

減価償却費 ※7  5 －

為替差損 104 50

支払手数料 － 11

雑損失 9 18

営業外費用合計 119 79

経常利益 4,132 284
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成19年4月1日 
 至 平成20年3月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年4月1日 
 至 平成21年3月31日) 

特別利益   

固定資産売却益 ※8  19 ※8  0

投資有価証券売却益 269 123

子会社清算益 － 69

特別利益合計 288 192

特別損失   

固定資産売却損 ※9  4 ※9  1

固定資産除却損 ※10  13 ※10  25

投資有価証券売却損 5 －

投資有価証券評価損 31 1,037

たな卸資産評価損 ※1  154 －

特別損失合計 209 1,064

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 4,211 △586

法人税、住民税及び事業税 1,317 27

法人税等調整額 208 △221

法人税等合計 1,525 △194

当期純利益又は当期純損失（△） 2,685 △392
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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19年4月1日 
 至 平成20年3月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年4月1日 
 至 平成21年3月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 4,102 4,102

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,102 4,102

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 7,129 7,129

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 7,129 7,129

その他資本剰余金   

前期末残高 6 －

当期変動額   

自己株式の処分 2 －

自己株式の消却 △8 －

当期変動額合計 △6 －

当期末残高 － －

資本剰余金合計   

前期末残高 7,135 7,129

当期変動額   

自己株式の処分 2 －

自己株式の消却 △8 －

当期変動額合計 △6 －

当期末残高 7,129 7,129

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 1,025 1,025

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,025 1,025

その他利益剰余金   

技術研究基金   

前期末残高 350 350

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 350 350

特別償却準備金   

前期末残高 22 34

当期変動額   

特別償却準備金の積立 23 20

特別償却準備金の取崩 △10 △12

当期変動額合計 12 8

当期末残高 34 43
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成19年4月1日 
 至 平成20年3月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年4月1日 
 至 平成21年3月31日) 

別途積立金   

前期末残高 27,000 27,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 27,000 27,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 4,673 4,365

当期変動額   

特別償却準備金の積立 △23 △20

特別償却準備金の取崩 10 12

剰余金の配当 △970 △1,002

当期純利益又は当期純損失（△） 2,685 △392

自己株式の処分 － △0

自己株式の消却 △1,741 △4,066

土地再評価差額金の取崩 △268 －

当期変動額合計 △307 △5,470

当期末残高 4,365 △1,104

利益剰余金合計   

前期末残高 33,070 32,776

当期変動額   

剰余金の配当 △970 △1,002

当期純利益又は当期純損失（△） 2,685 △392

自己株式の処分 － △0

自己株式の消却 △1,741 △4,066

土地再評価差額金の取崩 △268 －

当期変動額合計 △294 △5,462

当期末残高 32,776 27,313

自己株式   

前期末残高 △4,523 △3,995

当期変動額   

自己株式の取得 △1,231 △1,773

自己株式の処分 8 37

自己株式の消却 1,750 4,066

当期変動額合計 527 2,331

当期末残高 △3,995 △1,664

株主資本合計   

前期末残高 39,784 40,011

当期変動額   

剰余金の配当 △970 △1,002

当期純利益又は当期純損失（△） 2,685 △392

自己株式の取得 △1,231 △1,773

自己株式の処分 10 37

土地再評価差額金の取崩 △268 －

当期変動額合計 226 △3,130

当期末残高 40,011 36,880
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成19年4月1日 
 至 平成20年3月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年4月1日 
 至 平成21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 2,839 1,263

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,576 △1,101

当期変動額合計 △1,576 △1,101

当期末残高 1,263 161

土地再評価差額金   

前期末残高 △862 △593

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 268 －

当期変動額合計 268 －

当期末残高 △593 △593

評価・換算差額等合計   

前期末残高 1,977 669

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,307 △1,101

当期変動額合計 △1,307 △1,101

当期末残高 669 △432

純資産合計   

前期末残高 41,762 40,680

当期変動額   

剰余金の配当 △970 △1,002

当期純利益又は当期純損失（△） 2,685 △392

自己株式の取得 △1,231 △1,773

自己株式の処分 10 37

土地再評価差額金の取崩 △268 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,307 △1,101

当期変動額合計 △1,081 △4,232

当期末残高 40,680 36,448
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前事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

該当事項はありません。 

当事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

  

 
  

(4) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

(5) 重要な会計方針

項目
前事業年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ 有価証券の評価基準

及び評価方法

①子会社株式及び関連会社株式 

  移動平均法による原価法

①子会社株式及び関連会社株式

  同左

②その他有価証券

  a 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

移動平均法により算定)

  b 時価のないもの

    移動平均法による原価法

②その他有価証券

  a 時価のあるもの

    同左 

  

  

 

  b 時価のないもの

    同左

２ たな卸資産の評価基

準及び評価方法

①商品、製品及び仕掛品

  個別法による原価法

 (貸借対照表価額は収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法により算定)

 評価基準は原価法(貸借対照表価額は

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。

 商品及び製品   個別法 

 仕掛品      個別法 

 原材料及び貯蔵品 移動平均法

②原材料、貯蔵品

  移動平均法による原価法

 (貸借対照表価額は収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法により算定)

(会計処理の変更) 

 「棚卸資産の評価に関する会計基

準」（企業会計基準第９号 平成18年

７月５日）が平成20年３月31日以前に

開始する事業年度に係る財務諸表から

適用できることになったことに伴い、

当事業年度から同会計基準を早期適用

しております。 

 これにより、営業利益及び経常利益

が18百万円減少し、税引前当期純利益

が172百万円減少しております。
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項目
前事業年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

３ 固定資産の減価償却

の方法

①有形固定資産

  定率法を採用しております。ただ

し、建物(附属設備を除く。)について

は、定額法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

  建物及び構築物    ５～50年

  機械装置及び運搬具  ２～10年

(会計処理の変更) 

 当社は、法人税法の改正に伴い、当

事業年度より、平成19年４月１日以降

に取得した有形固定資産について、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。 

 この結果、従来の方法によった場合

に比べて、営業利益、経常利益及び税

引前当期純利益はそれぞれ35百万円減

少しております。

(追加情報) 

 当社は、法人税法の改正に伴い、平

成19年３月31日以前に取得した資産に

ついては、改正前の法人税法に基づく

減価償却の方法の適用により取得価額

の５％に到達した事業年度の翌事業年

度より、取得価額の５％相当額と備忘

価額との差額を５年間にわたり均等償

却し、減価償却費に含めて計上してお

ります。 

 この結果、従来の方法によった場合

に比べて、営業利益、経常利益及び税

引前当期純利益はそれぞれ90百万円減

少しております。

①有形固定資産(リース資産を除く)

  定率法を採用しております。ただ

し、平成10年４月１日以降に取得した

建物(附属設備を除く。)については、

定額法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

  建物及び構築物    ５～50年

  機械装置及び運搬具  ５～９年

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

②無形固定資産

  定額法を採用しております。なお、

自社利用のソフトウェアについては、

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。

②無形固定資産

  同左

         ――― 

  

 

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

額を零とする定額法を採用しておりま

す。

４ 外貨建の資産及び負

債の本邦通貨への換算

基準

 外貨建金銭債権債務は、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。

 同左
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項目
前事業年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

５ 引当金の計上基準 ①貸倒引当金

  債権の貸倒れによる損失に備えるた

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検討し、回

収不能見込額を計上しております。

①貸倒引当金

  同左

②賞与引当金

  従業員及び執行役員に対して支給す

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。

②賞与引当金

  従業員に対して支給する賞与の支出

に充てるため、支給見込額に基づき計

上しております。

③退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるため、当

期末における退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき、当事業年度末に

おいて発生している額を計上しており

ます。

  数理計算上の差異については、翌事

業年度において一括費用処理すること

としております。

③退職給付引当金

  同左

６ リース取引の処理方

法

 リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、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。

         ――― 

  

 

７ その他財務諸表作成

のための重要な事項

消費税等の会計処理について

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。

消費税等の会計処理について 

 同左
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(6) 重要な会計方針の変更

 会計方針の変更

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

――― (リース取引に関する会計基準等)

 所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっておりましたが、当事業年度より、「リース取引

に関する会計基準」(企業会計基準第13号(平成５年６

月17日(企業会計審議会第一部会)、平成19年３月30日

改正))及び「リース取引に関する会計基準の適用指

針」(企業会計基準適用指針第16号(平成６年１月18日

(日本公認会計士協会 会計制度委員会)、平成19年３月

30日改正))を適用し、通常の売買取引に係る方法に準

じた会計処理によっております。また、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の減価償

却の方法については、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。 

 この結果、損益に与える影響はありません。

 表示方法の変更

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

――― (貸借対照表)

 前事業年度において区分掲記しておりました「電話

加入権」(当事業年度22百万円)及び「施設利用権」(当

事業年度21百万円)は、金額が僅少なため、当事業年度

より無形固定資産の「その他」に含めて表示しており

ます。

――― (損益計算書)

１ 前事業年度において区分掲記しておりました「不

動産賃貸料」(当事業年度28百万円)は、金額が僅少

なため、当事業年度より「雑収入」に含めて表示し

ております。

２ 前事業年度において区分掲記しておりました「減

価償却費」(当事業年度５百万円)は、金額が僅少な

ため、当事業年度より「雑損失」に含めて表示して

おります。
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 追加情報

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

――― (有形固定資産の耐用年数の変更)

 平成20年度の法人税法の改正を契機として、資産の

利用状況等を見直した結果、当社は、当事業年度より

機械装置の耐用年数について、従来採用していた２～

10年の耐用年数を５～９年の耐用年数に変更しており

ます。 

 これにより、当事業年度の減価償却費が58百万円増

加し、営業損失が58百万円の増加、経常利益が58百万

円の減少及び税引前当期純損失が58百万円増加してお

ります。

(役員退職慰労引当金) ―――

 従来、役員及び執行役員に対する退職慰労金支給に

備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上してお

りましたが、定時株主総会をもって役員退職慰労金制

度を廃止いたしました。なお、制度廃止時までの在任

期間に応じた役員退職慰労金につきましては、同定時

株主総会において打ち切り支給が決議されました。 

 これに伴い、当事業年度において役員退職慰労引当

金394百万円を全額取崩し、固定負債の「その他」に

計上しております。
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(7) 個別財務諸表に関する注記事項

(貸借対照表関係)

前事業年度 
(平成20年３月31日)

当事業年度 
(平成21年３月31日)

※１ 関係会社に対する債権・債務

   区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

関係会社に対するものは次のとおりであります。

売掛金 624百万円

未収入金 197 〃

買掛金 338 〃

※１ 関係会社に対する債権・債務

   区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

関係会社に対するものは次のとおりであります。

売掛金 221百万円

未収入金 129 〃

買掛金 104 〃

２ 保証債務

   他の会社の金融機関等からの借入に対し、債務保

証を行っております。

上海旭匯金剛石工業 42百万円

有限公司

２ 保証債務

   他の会社の金融機関等からの借入に対し、債務保

証を行っております。

上海旭匯金剛石工業 86百万円

有限公司

※３ 有形固定資産の圧縮記帳

   工場誘致条例用地取得助成金の受入640百万円

を、土地より控除しております。

※３ 有形固定資産の圧縮記帳

   工場誘致条例用地取得助成金の受入640百万円

を、土地より控除しております。

※４ 土地の再評価

   土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公

布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価を

行い、土地再評価差額金を純資産の部に計上してお

ります。

   再評価の方法

    土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３

月31日公布政令第119号)第２条第３号に定める

固定資産税評価額により算出

再評価を行った年月日 平成14年３月31日

再評価を行った土地の期末

における時価と再評価後の △ 844百万円

帳簿価額との差額

※４ 土地の再評価

   土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公

布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価を

行い、土地再評価差額金を純資産の部に計上してお

ります。

   再評価の方法

    土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３

月31日公布政令第119号)第２条第３号に定める

固定資産税評価額により算出

再評価を行った年月日 平成14年３月31日

再評価を行った土地の期末

における時価と再評価後の △ 835百万円

帳簿価額との差額

 

 ５ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取

引銀行３行と当座貸越契約を締結しております。

   当事業年度末における当座貸越契約に係る借入

未実行残高等は次のとおりであります。

当座貸越極度額 5,500百万円

借入実行残高 ― 〃

差引額 5,500 〃

 ５ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取

引銀行４行と当座貸越契約及び貸出コミットメン

ト契約を締結しております。

   当事業年度末における当座貸越契約及び貸出コ

ミットメント契約に係る借入未実行残高は次のと

おりであります。

当座貸越極度額及び貸出 

コミットメントの総額
9,000百万円

借入実行残高 ― 〃

差引額 9,000 〃
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(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

※１ 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の

低下による簿価切下額

売上原価 18百万円

たな卸資産評価損(特別損失) 154 〃
 

※１ 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の

低下による簿価切下額

売上原価 21百万円

※２ 他勘定受入高の内訳は次のとおりであります。

工具、器具及び備品 1百万円

その他 24 〃

  計 26 〃

※２ 他勘定受入高の内訳は次のとおりであります。

工具、器具及び備品 3百万円

その他 24 〃

 計 27 〃

 

※３ 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

貯蔵品 74百万円

たな卸資産評価損(特別損失) 72 〃

その他 92 〃

  計 240 〃

   上記のその他は、主に自家使用高であります。

 

※３ 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

貯蔵品 53百万円

その他 89 〃

 計 143 〃

   上記のその他は、主に自家使用高であります。

 

 

※４ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

  (1) 販売費

給料手当 1,603百万円

賞与引当金繰入額 162 〃

福利厚生費 291 〃

退職給付費用 84 〃

賃借料 419 〃

旅費交通費 364 〃

減価償却費 20 〃

販売諸費 333 〃

貸倒引当金繰入額 15 〃

  (2) 一般管理費

給料手当 570百万円

賞与引当金繰入額 63 〃

役員退職慰労引当金繰入額 12 〃

福利厚生費 75 〃

退職給付費用 16 〃

賃借料 465 〃

研究開発費 627 〃

減価償却費 34 〃

 

※４ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

  (1) 販売費

給料手当 1,636百万円

賞与引当金繰入額 112 〃

福利厚生費 294 〃

退職給付費用 393 〃

賃借料 418 〃

旅費交通費 343 〃

減価償却費 22 〃

支払手数料 47 〃

貸倒引当金繰入額 55 〃

  (2) 一般管理費

給料手当 527百万円

賞与引当金繰入額 34 〃

福利厚生費 67 〃

退職給付費用 112 〃

賃借料 141 〃

旅費交通費 55 〃

支払手数料 471 〃

研究開発費 658 〃

減価償却費 34 〃

※５ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費

1,275百万円

※５ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費

1,266百万円

※６ 関係会社との取引

   各科目に含まれている関係会社に対するものは次

のとおりであります。

受取配当金 335百万円

不動産賃貸料 22 〃

雑収入 39 〃
 

※６ 関係会社との取引

   各科目に含まれている関係会社に対するものは次

のとおりであります。

受取配当金 245百万円

雑収入 40 〃

※７ 貸与資産に係る減価償却費であります。             ―――
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前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

※８ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

土地 16百万円

車両運搬具 1 〃

機械及び装置 1 〃

  計 19 〃  

※８ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

機械及び装置 0百万円

工具、器具及び備品 0 〃

 計 0 〃

 

※９ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

機械及び装置 4百万円

  計 4 〃

※９ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

機械及び装置 0百万円

工具、器具及び備品 0 〃

 計 1 〃

 

※10 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

附帯設備 3百万円

機械及び装置 9 〃

工具、器具及び備品 1 〃

  計 13 〃

※10 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物 0百万円

附帯設備 0 〃

機械及び装置 20 〃

工具、器具及び備品 3 〃

 計 25 〃
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(注) １ 普通株式の自己株式の株式数の増加1,569千株は、取締役会決議に基づく取得による増加1,500千株及び単元

未満株式の買取りによる増加69千株であります。 

２ 普通株式の自己株式の株式数の減少2,813千株は、取締役会決議に基づく消却による減少2,800千株及び単元

未満株式の売渡しによる減少13千株であります。 

  

   
(注) １ 普通株式の自己株式の株式数の増加2,833千株は、取締役会決議に基づく取得による増加2,736千株及び単元

未満株式の買取りによる増加97千株であります。 

２ 普通株式の自己株式の株式数の減少6,459千株は、取締役会決議に基づく消却による減少6,400千株及び単元

未満株式の売渡しによる減少59千株であります。 

  

前事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

当事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

  

前事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

当事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

１ 自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類
前事業年度末 
株式数(千株)

当事業年度
増加株式数(千株)

当事業年度
減少株式数(千株)

当事業年度末
株式数(千株)

普通株式 7,633 1,569 2,813 6,390

合計 7,633 1,569 2,813 6,390

当事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

１ 自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類
前事業年度末 
株式数(千株)

当事業年度
増加株式数(千株)

当事業年度
減少株式数(千株)

当事業年度末
株式数(千株)

普通株式 6,390 2,833 6,459 2,763

合計 6,390 2,833 6,459 2,763

(リース取引関係)

(有価証券関係)
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(税効果会計関係)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 

 

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

(繰延税金資産)

 賞与引当金 251百万円

 退職給付引当金 1,545 〃

 未払役員退職慰労金 158 〃

 たな卸資産評価損 88 〃

 その他 158 〃

繰延税金資産合計 2,203 〃

(繰延税金負債)

 特別償却準備金 △ 23 〃

 その他有価証券評価差額金 △ 849 〃

繰延税金負債合計 △ 872 〃

繰延税金資産の純額 1,330 〃
 

 

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

(繰延税金資産)

賞与引当金 166百万円

退職給付引当金 1,765 〃

たな卸資産評価損 90 〃

繰越欠損金 233 〃

その他 301 〃

繰延税金資産小計 2,556 〃

評価性引当額 △ 45 〃

繰延税金資産合計 2,510 〃

(繰延税金負債)

特別償却準備金 △ 29 〃

その他有価証券評価差額金 △ 108 〃

未払事業税損金不算入額 △ 40 〃

繰延税金負債合計 △ 177 〃

繰延税金資産の純額 2,333 〃

 

  上記のほか、「再評価に係る繰延税金負債」として

計上している土地の再評価に係る繰延税金負債の内訳

は次のとおりであります。

(繰延税金資産)

 土地再評価に係る繰延税金資産 525百万円

 評価性引当額 △ 525 〃

繰延税金資産合計 ― 〃

(繰延税金負債)

 土地再評価に係る繰延税金負債 △ 479 〃

繰延税金負債合計 △ 479 〃

繰延税金負債の純額 △ 479 〃

 

  上記のほか、「再評価に係る繰延税金負債」として

計上している土地の再評価に係る繰延税金負債の内訳

は次のとおりであります。

(繰延税金資産)

土地再評価に係る繰延税金資産 525百万円

評価性引当額 △ 525 〃

繰延税金資産合計 ― 〃

(繰延税金負債)

土地再評価に係る繰延税金負債 △ 479 〃

繰延税金負債合計 △ 479 〃

繰延税金負債の純額 △ 479 〃

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

法定実効税率 40.2％

 (調整)

 住民税均等割等 1.1〃

 交際費等永久に損金に算入されない
項目

2.1〃

 受取配当金等永久に益金に算入され
ない項目

△ 1.0〃

 土地再評価差額金取崩額 △ 2.5〃

 税額控除 △ 3.7〃

 その他 0.0〃

税効果会計適用後の法人税等の負担率 36.2〃

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

  税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略

しております。

旭ダイヤモンド工業（株） (6140) 
平成21年３月期 決算短信

－54－



  

 
  
(注)１ 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。 

 
   

２ １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 644円16銭

１株当たり当期純利益 41円78銭

１株当たり純資産額 603円65銭

１株当たり当期純損失 △６円35銭

  なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい

ては、潜在株式が存在しないため記載をしておりませ

ん。

  なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい

ては、潜在株式がなく、また、１株当たり当期純損失

であるため記載をしておりません。

項目
前事業年度

(平成20年３月31日)
当事業年度

(平成21年３月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 40,680 36,448

純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) ― ―

普通株式に係る期末の純資産額(百万円) 40,680 36,448

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)
63,153 60,380

項目
前事業年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当期純利益又は当期純損失(△)(百万円) 2,685 △ 392

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失(△) 
(百万円)

2,685 △ 392

普通株式の期中平均株式数(千株) 64,283 61,791
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・昇任予定取締役 

 代表取締役会長（現 代表取締役社長）木田 進 

 代表取締役社長（現 常務取締役経営戦略企画本部長）川嶋 一夫 

 代表取締役専務管理本部長（現 常務取締役管理本部長）山田 悟郎 

・退任予定取締役 

 代表取締役常務営業本部長（顧問就任）富塚 俊介 

  

・昇任予定取締役 

 常務取締役営業本部長（現 取締役大阪支店長）富塚 康夫 

  

・新任予定執行役員 

 執行役員経営戦略企画本部長（現 経営戦略企画本部企画部長）粉川 和勇 

 執行役員経営戦略企画本部海外事業部長（現 経営戦略企画本部海外事業部長）大河内 孝夫 

 執行役員名古屋支店長（現 名古屋支店副部長）萩原 利昌 

 

 ※平成21年４月13日に「代表取締役の異動および役付役員ならびに執行役員の選任に関する 

  お知らせ」として開示済みであります。 

  

6. その他

(1) 役員の異動(平成21年６月26日付予定)

 ① 代表者の異動予定

 ② その他役員の異動予定

(2) 執行役員の異動(平成21年７月１日付予定)

 ① 執行役員の異動予定
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