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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

 

回次 第82期 第83期 第84期 第85期 第86期

決算年月 平成16年３月平成17年３月平成18年３月平成19年３月平成20年３月

売上高
(百万

円)
13,431 16,136 14,820 13,855 14,520

経常利益
(百万

円)
103 253 178 △667 116

当期純利益
(百万

円)
44 108 47 32 44

純資産額
(百万

円)
4,894 5,287 6,012 5,861 5,056

総資産額
(百万

円)
17,118 17,841 19,222 18,168 17,605

１株当たり純資産額 (円) 564.60 599.79 675.12 659.33 569.38

１株当たり
当期純利益金額

(円) 5.14 12.54 5.39 3.64 5.04

潜在株式調整後１株
当たり当期純利益金
額

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 28.6 29.6 31.3 32.3 28.7

自己資本利益率 (％) 0.9 2.1 0.8 0.5 0.8

株価収益率 (倍) 40.63 21.04 71.72 93.16 43.65

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万

円)
146 305 422 △459 △70

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万

円)
△81 194 △201 996 △31
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財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万

円)
△43 9 △39 △76 △55

現金及び現金同等物
の期末残高

(百万

円)
1,309 1,818 1,999 2,460 2,302

従業員数
[外、平均臨時
雇用者数]

(人)
501

[69]

497

[81]

488

[88]

490

[110]

466

[128]

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　「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。

３　従業員数は、就業人員を表示しております。
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(2) 提出会社の経営指標等

 

回次 第82期 第83期 第84期 第85期 第86期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

売上高
(百万

円)
11,711 14,505 12,713 11,674 12,098

経常利益
(百万

円)
62 210 115 △671 77

当期純利益
(百万

円)
21 86 21 58 △20

資本金
(百万

円)
1,641 1,641 1,641 1,641 1,641

発行済株式総数 (株) 8,970,0008,970,0008,970,0008,970,0008,970,000

純資産額
(百万

円)
4,751 5,125 5,791 5,658 4,796

総資産額
(百万

円)
16,013 16,795 17,930 16,982 16,363

１株当たり純資産

額
(円) 548.11 581.45 650.27 636.45 540.16

１株当たり配当額
(うち１株当たり
中間配当額)

(円)
2.50

(―)

5.00

(―)

5.00

(―)

3.00

(―)

3.00

(―)

１株当たり
当期純利益金額

(円) 2.45 9.94 2.48 6.54 △2.27

潜在株式調整後１
株
当たり当期純利益
金額

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 29.7 30.5 32.3 33.3 29.3

自己資本利益率 (％) 0.4 1.7 0.4 1.0 △0.4

株価収益率 (倍) 85.46 26.54 155.47 51.97 ―

配当性向 (％) 102.2 50.3 200.9 45.9 ―

従業員数
[外、平均臨時
雇用者数]

(人)
389

[48]

374

[46]

358

[46]

356

[45]

342

[42]

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　「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。

３　従業員数は、就業人員を表示しております。
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２ 【沿革】

明治16年10月、斎藤一が福岡市極楽寺町に医療器械の製造販売を目的に斎藤製作所を開業したの

が、提出会社の起源であります。以来、個人営業の時代が続きましたが、明治23年より蒸気暖房装置の

製造販売を開始し、ボイラーメーカーとしての基礎を確立いたしました。

その後の主な変遷は次のとおりであります。

 

年月 概況

昭和８年４月 株式会社斎藤製作所を設立

昭和９年12月 社名を「昭和鉄工株式会社」に変更

昭和12年11月福岡県粕屋郡箱崎町(現・福岡市東区箱崎五丁目)に工場を建設し、本社を移転

昭和34年11月アサヒ不動産株式会社（現・昭和トータルサービス株式会社に吸収合併)を設立

昭和35年５月 株式会社昭和鉄工東京製作所(東京都大田区)を設立し、放熱器の製造を開始

昭和50年８月 福岡県粕屋郡宇美町に宇美工場を新設し、ファンコイルユニット、エアハンドリングユニット

等の空調機器の製造を開始

昭和53年４月 ダクタイル(球状黒鉛)鋳鉄の製造技術を生かして橋梁用「SK高欄」の製造販売を開始

昭和58年４月 福岡県粕屋郡古賀町(現・古賀市)に古賀工場を新設し、鋳造品の製造を開始するとともに現在

地(福岡市東区箱崎ふ頭三丁目)に本社を移転、箱崎工場を閉鎖

昭和63年４月 株式会社昭和鉄工東京製作所(提出会社の100％子会社)を吸収合併、東京及び札幌工場製造開

始

平成２年12月 福岡証券取引所へ株式を上場

平成５年３月 東京工場の生産ラインを札幌工場へ移設集約し、東京工場を閉鎖

平成７年12月 中国大連市に合弁会社大連氷山空調設備有限公司(現・持分法適用関連会社)を設立

平成10年４月 昭和メンテサービス株式会社(現・昭和ネオス株式会社、連結子会社)営業開始

サーモデバイス事業部を発足、産業用熱処理炉の製造販売を開始

平成11年４月 札幌工場を独立し、北海道昭和鉄工株式会社(現・連結子会社)営業開始

物流部門を独立し、昭和トータルサービス株式会社(現・連結子会社)営業開始

平成12年４月

平成15年１月

朝日テック株式会社(現・連結子会社)営業開始

サーモデバイス事業部がＩＳＯ9001を認証取得
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３ 【事業の内容】

当社グループは、当社、子会社４社及び関連会社２社で構成され(平成20年３月31日現在)、空調機

器、熱源機器、環境製品、橋の欄干製品、液晶表示製造用の熱処理炉装置、各種鋳物製品等の製造販売等

及び工事請負を主な事業内容としております。

当社グループの事業に係わる位置づけ、事業の種類別セグメントの関連は、次のとおりであります。

なお、下記事業区分は(セグメント情報)「事業の種類別セグメント情報」における事業区分と同一

であります。

 

空調関連事業　 …… 当部門は当社において、ボイラー、ヒーター、バーナー、ファンコイルユ

ニット、エアハンドリングユニット、ろ過器、家庭用及び業務用循環温浴

器、空気清浄機、融雪機、超薄型面状ヒーター、空調制御機器等の製造販売

を行っているほか、子会社及び関連会社において一部製造、販売及びメン

テナンス、取替工事、製品輸送業務等を行っております。

サーモデバイス事業 …… 当部門は当社において、液晶表示装置(LCD)、プラズマ・ディスプレイ・

パネル(PDP)等製造用の熱処理炉の製造販売を行っております。

その他の事業　 …… 当部門においては、橋の欄干、防護柵等の景観製品、残さ処理設備、ダクタ

イル鋳鉄、合金特殊鋳造製品の製造販売及び空調設備、給排水衛生設備等

の請負工事を行っております。

事業の系統図は次のとおりであります。
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４ 【関係会社の状況】

 

名称 住所
資本金
(百万円)

主要な事業
の内容

議決権の所有
(又は被所有)
割合(％)

関係内容

(連結子会社)      

北海道昭和鉄工㈱ 北海道石狩市 50空調関連事業 100.0

当社の空調製品の一部を
製造している。また、当社
が運転資金の融資を行っ
ている。
役員の兼任等…有

朝日テック㈱ 広島市東区 30空調関連事業 100.0
当社の空調製品の中国地
区の販売をしている。
役員の兼任等…有

昭和ネオス㈱　　（注）2，3 福岡市東区 40空調関連事業 100.0

当社の空調製品の販売及
びメンテナンス、取替工事
をしている。
役員の兼任等…有

昭和トータルサービス㈱ 福岡県粕屋郡宇美町 70空調関連事業 100.0

当社グループにおける不
動産賃貸・管理、損害保険
代理、物流業務及び設備保
全の請負をしている。
なお、当社に対し建物を賃
貸している。
役員の兼任等…有

(持分法適用関連会社)      

大連氷山空調設備有限公司 中国大連市
52,536
千元

空調関連事業 30.0
当社より空調製品の技術
提供を受けている。
役員の兼任等…有

(注) １　主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。

２　特定子会社であります。

３　売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10％を超えております。

主要な損益情報等 (1) 売上高 3,665百万円

 (2) 経常利益 68百万円

 (3) 当期純利益 36百万円

 (4) 純資産額 115百万円

 (5) 総資産額 782百万円
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５ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成20年３月31日現
在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(人)

空調関連事業
268

  (114)

サーモデバイス事業
47
  (2)

その他の事業
119
(10)

全社(共通)
32
(2)

合計
466
(128)

(注) １　従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は(　)内に年間の平均人員を外数で記載しております。

２　臨時従業員数には、季節工、パートタイマーの従業員を含み、嘱託及び派遣社員を除いております。

 

(2) 提出会社の状況

平成20年３月31日現
在

従業員数(人) 平均年令(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円)

342(42) 41.4 17.5 5,001,392

(注) １　従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は(　)内に年間の平均人員を外数で記載しております。

２　臨時従業員数には、季節工、パートタイマーの従業員を含み、嘱託及び派遣社員を除いております。

　　　 ３　平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

 

(3) 労働組合の状況

当社グループには昭和鉄工労働組合が組織されており、JAM連合に属しております。グループ内の

組合員数は358人でユニオンショップ制であります。

なお、労使関係について特に記載すべき事項はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【業績等の概要】

(1) 業績

当連結会計年度におけるわが国経済は、前半は製造業を中心に堅調な企業業績や設備投資の増加

などから、景気は緩やかな回復基調を辿っていました。しかし、後半では米国のサブプライムローン

問題に伴う金融市場の世界的混乱を背景にした株価の急落、原油を始めとする原材料価格の高騰等

が続き、景気後退が懸念され、先行きに不透明感が強まる中で推移いたしました。

このような情勢の中で当社グループは、中期経営計画「チャレンジ1(ワン)・2(ツー)・5(ファイ

ブ) 」の2年目の年として、「適正な利益を安定的にあげ続ける体質の構築」の基本方針のもと、

「当社が120年余りの歴史の中で培ってきた技術と革新的な技術導入による新商品開発」と「事業

の選択と戦力の集中による利益の確保」の実現を目指し、業務用エコキュートのマーケット投入、

鋳造品増産対応のための古賀工場増設等を実施し、売上の拡大に努めてまいりました。

その結果、当連結会計年度の当社グループの売上高は145億2千万円（前連結会計年度比4.8％

増）、受注高につきましては167億3千4百万円（前連結会計年度比35.0％増）となりました。

損益面では、サーモデバイス事業製品並びに鋳造製品の大幅な原価改善並びに人件費を含めた固

定費削減により、経常利益は1億1千6百万円（前連結会計年度は経常損失6億6千7百万円）となりま

した。

また、特別利益に投資有価証券売却益等1億4千9百万円、特別損失に製品補修対策損失を8千3百万

円を計上しました結果、当期純利益は4千4百万円（前連結会計年度比37.9％増）となりました。

 

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。

 

・空調関連事業

空調関連事業につきましては、新製品の開発と販売体制の整備を専任で行なうソリューション部

を創設し、新製品の「業務用エコキュート」の受注・売上獲得に努めるとともに、熱源機器製品の

充実と拡大、空調機器製品の採算性を重視した受注政策に取り組んでまいりました。

　　その結果、当事業の売上高は81億6千6百万円（前連結会計年度比0.4％増）、受注高は82億7千7百万円

（前連結会計年度比2.0％増）となりました。

 

・サーモデバイス事業

サーモデバイス事業につきましては、受注残ゼロからのスタートでしたが、台湾を始めとするパ

ネルメーカーの業績回復により、受注は大きく伸びました。

その結果、当事業の売上高は22億4千3百万円（前連結会計年度比1.5％減）、受注高は48億4千3百

万円（前連結会計年度比901.9％増）となりました。
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・その他の事業

その他の事業につきましては、鋳造製品は継続受注先からの受注量増加により大きく伸びまし

た。橋梁用高欄防護柵、空調・給排水衛生設備を扱う請負工事についても堅調に推移しました。

その結果、当事業の売上高は41億1千万円（前連結会計年度比19.3％増）、受注高は36億1千3百万

円（前連結会計年度比4.9％減）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23億2百万円となり、前

連結会計年度末より1億5千7百万円減少致しました。

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。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動により減少した資金は7千万円となりました。これは主に税金等調整前当期純利益1億8

千2百万円、減価償却費2億5千3百万円、仕入債務の増加額7億5千4百万円による増加と、売上債権

の増加額1億1千2百万円、たな卸資産の増加額3億1千5百万円、製品補修対策引当金の減少額1億1

千万円、その他資産・負債の増減額3億4千4百万円による減少であります。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動により減少した資金は3千1百万円となりました。これは主に投資有価証券の売却によ

る収入2億1千8百万円による増加と、有形・無形固定資産の取得による支出2億3千9百万円による

減少であります。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動により減少した資金は5千5百万円となりました。これは主に長期借入れによる収入8

億円による増加と、長期借入金の返済による支出8億2千2百万円、配当金の支払額2千6百万円によ

る減少であります。

 

（注）　「第２　事業の状況」に掲げる金額には消費税等は含まれておりません。
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２ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当連結会計年度における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりでありま

す。
 

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円) 前年同期比(％)

空調関連事業 5,636 △3.5

サーモデバイス事業 2,035 △8.1

その他の事業 3,086 35.6

合計 10,758 4.1

(注)　金額は、販売価格によっております。

 

(2) 受注状況

当連結会計年度における受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりでありま

す。
 

事業の種類別
セグメントの名称

受注高(百万円)
前年同期比
(％)

受注残高(百万円) 前年同期比(％)

空調関連事業 8,277 2.0 1,058 11.7

サーモデバイス事業 4,843 901.9 2,601 254,900.0

その他の事業 3,613 △4.9 686 △42.0

合計 16,734 35.0 4,346 103.8

(注)　金額は、販売価格によっております。

 

(3) 販売実績

当連結会計年度における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりでありま

す。
 

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円) 前年同期比(％)

空調関連事業 8,166 0.4

サーモデバイス事業 2,243 △1.5

その他の事業 4,110 19.3

合計 14,520 4.8
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３ 【対処すべき課題】

当社グループは、創業125周年をむかえる平成20年度を最終年度とする、中期経営計画「チャレン

ジ1(ワン)・2(ツー)・5(ファイブ) 」の基本方針である「適正な利益を安定的にあげ続ける体質

の構築」を進めるために、次の重点課題に取り組んでまいります。

① 当社が120年余りの歴史の中で培ってきた技術と革新的な技術導入による新製品開発

・ 平成19年度に上市したエコキュートの販売及び生産体制の確立をはかりシステムとしての拡

販を図って行きます。

・ 環境をキーワードとした新製品の開発と販売体制の整備を進めて行きます。

・ サーモデバイス事業は液晶パネル製造用熱処理炉のコストダウンを図るともに、熱技術を生

かせる新市場への参入を進め、事業の長期安定化を進めて行きます。

② 事業の選択と戦力の集中による利益の確保

・ 製品群ごとの採算管理責任の明確化と迅速な意思決定を図るために、従来の環境空調事業部

を「熱源ＢＵ」・「空調環境ＢＵ」に分けサーモデバイス事業部を「サーモデバイスＢＵ」

とするビジネスユニット(ＢＵ)制を導入しました。

・ 工事事業部を独立採算の徹底と迅速な意思決定を行ない、事業環境変化への即応力を高める

ために、「工事カンパニー」へと改めました。

・ 平成19年度に創設された新製品の開発と販売体制の整備を専任で行なう「ソリューション

部」に残さ処理設備事業を取り込み開発戦略の見直しを図ります。

さらに中期経営計画を推進していく上での基盤である内部統制システムの構築やコンプライア

ンス体制の定着を進め、これからも「信頼され選択される企業集団」となりうるよう、全力をつく

し業績向上へ邁進していく所存であります。

 

 

４ 【事業等のリスク】

　有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な

影響を及ぼす可能性のある事項は以下のようなものがあります。

　なお、当該リスクの情報は、当連結会計年度末現在において判断したものであり、また、全てを網羅

するものではありません。

(1) 原材料の納入価格について

当社グループは、空調製品等において多くの鋼材等の原材料を使用しております。昨今の素材、原

油の高騰等、原価高の傾向があり、当社グループといたしましては製品販売価格の交渉、諸経費の削

減等による利益の確保に努めてまいりますが、原材料の納入価格如何により利益率が悪化するおそ

れがあります。

 

(2) サーモデバイス事業の今後について

当社グループの中のサーモデバイス事業は、液晶表示装置（LCD）製造用の熱処理炉等を手掛け

ておりますが、次の事項が少なからず経営に影響を及ぼす可能性があります。

 

①　熱処理炉設備の更なる大型化への要求に対して、技術開発対応が時間的に非常に厳しいこと。

②　設備納入向けが台湾、韓国、中国に集中していると共に、納入先も数社に限られているため、製品

の納入価格に悪影響を及ぼすおそれがあること。

また、昨今の政治的国交関係の悪化により、受注・売上に悪影響を及ぼすおそれがあること。

③　個別受注生産方式を採用しているため、毎月の当事業の売上高は変動傾向にあり、また代金回収

も分割条件により、キャッシュ・フローに影響を及ぼす可能性が生じること。
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５ 【経営上の重要な契約等】

当連結会計年度における重要な契約は次のとおりであります。

 

当社が技術援助を与えている契約

相手会社名 国名 契約製品 技術提携の内容 契約期間

Korea Pionics Co.,Ltd.韓国 熱処理炉 技術的情報の供与
自　平成17年９月
　至　平成27年９月

 

６ 【研究開発活動】

当社グループは、常に独創技術の開発を基本理念として、新材料の開発から製品の開発、さらには生

産技術の開発に至るまで、積極的な研究開発活動を行っております。

研究開発は各事業部門の技術担当部門がそれぞれの事業部門に関連する特徴ある製品開発を展開

し、独自の生産技術を駆使して個性ある製品を市場に提供しております。また、外部研究所との共同開

発も継続して行っております。

当連結会計年度は、空調関連事業では、ガス専焼ヒーター開発、鋼板製ヒーターの試作、改良等に4千

8百万円、サーモデバイス事業では、電気炉試作試験等に4千9百万円、その他の事業では、加熱炉開発等

に6千1百万円の研究開発を行いました。この結果、当連結会計年度中に支出した研究開発費の総額は、

1億5千8百万円であります。
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７ 【財政状態及び経営成績の分析】

(1) 当連結会計年度の経営成績についての分析

当連結会計年度は、「1 業績等の概要　(1) 業績」に記載しておりますとおり、売上高は145億2千

万円（前連結会計年度比4.8％増）、経常利益は1億1千6百万円（前連結会計年度は経常損失6億6千

7百万円）、当期純利益は4千4百万円（前連結会計年度比37.9％増）となりました。

売上高につきましては、鋳造製品が継続受注先からの受注量増加により大きく売上を伸ばし、大

きく影響しました。

　　　経常利益につきましては、上記鋳造製品の売上増に加え、サーモデバイス事業製品並びに鋳造製品の大

幅な原価改善並びに人件費を含めた固定費削減により、大きく影響したものであります。

また、特別利益に投資有価証券売却益等1億4千9百万円、特別損失に製品補修対策損失を8千3百万

円を計上しました結果、当期純利益は4千4百万円（前連結会計年度比37.9％増）となりました。

 

(2) 当連結会計年度末の財政状態についての分析

当連結会計年度末の総資産は、176億5百万円となり、前連結会計年度に比べ5億6千2百万円減少し

ました。主な要因は、株価下落による投資有価証券の減少が14億1千3百万円、反面その影響等により

繰延税金資産の増加が4億6千3百万円、加えて、たな卸資産が4億7千3百万円増加しているためであ

ります。

負債総額は、125億4千8百万円となり、前連結会計年度末より2億4千2百万円増加しました。主な要

因は、生産増による購入等の増加による影響で支払手形及び買掛金等が6億5千6百万円増加しまし

たが、製品補修対策引当金1億1千万円及びその他に含まれている預り金等3億7千6百万円の取崩に

より減少しているためであります。

純資産は、50億5千6百万円となり、前連結会計年度末より8億5百万円減少しました。主な要因は、

株価下落による影響でその他有価証券評価差額金が8億1千3百万円減少しているためであります。
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第３ 【設備の状況】

１ 【設備投資等の概要】

当社グループでは、「成長分野への経営資源の集中」を基本的戦略とし、当連結会計年度は、全体で

3億4千4百万円の設備投資を実施いたしました。

空調関連事業では4千1百万円の設備投資を行い、その主なものはガス専焼ヒーター生産設備導入2

千1百万円、サーモデバイス事業では1千4百万円の設備投資を行い、その主なものは軽量加熱多段炉デ

モ機試作8百万円、その他の事業では2億8千8百万円の設備投資を行い、その主なものは、古賀A-6工場

建設1億5千2百万円であります。

 

２ 【主要な設備の状況】

当社グループにおける主要な設備は、以下のとおりであります。

(1) 提出会社

平成20年３月31日現
在

事業所名
(所在地)

事業の種類別
セグメントの
名称

設備の内容

帳簿価額(百万円)
従業員数
(人)建物及び

構築物

機械装置
及び運搬
具

土地
(面積㎡)

その他 合計

宇美工場
(福岡県粕屋郡
宇美町)

空調関連
事業

空調機器
生産設備

334 183
364

(79,620)
72 954 166

古賀工場
(福岡県古賀
市)

その他の
事業

鋳物製品
生産設備

162 276
936

(36,242)
37 1,412 66

久山工場
(福岡県粕屋郡
久山町)

サーモデバ
イス事業

熱処理炉
生産設備

341 103
26

(18,096)
5 477 47

本社
(福岡市東区)

全社的管理
業務・販売
業務

その他
設備

16 13
11

(1,876)
25 67 49

東京支社
(東京都大田
区)

（注）3

空調関連
事業

販売設備 116 ―
―

[1,124]
1 118 5

札幌営業所
(北海道石狩
市)

（注）2

空調関連
事業

販売及び
生産設備

102 0
49

(11,237)
0 153 0

 

(2) 国内子会社

平成20年３月31日現
在

会社名
事業所名
(所在地)

事業の種類
別セグメン
トの名称

設備の内容

帳簿価額(百万円)
従業員数
(人)建物及び

構築物

機械装置
及び
運搬具

土地
(面積㎡)

その他 合計

昭和トータ
ルサービス
㈱

保険事業部
(福岡市東
区)

空調関連
事業

その他
設備

214 ―
166

(1,895)
― 380 2

(注) １　帳簿価額のうち「その他」は、工具器具備品及び建設仮勘定の合計であります。なお、金額には消費税等

は含んでおりません。
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２　札幌営業所の一部を北海道昭和鉄工㈱に貸与しております。

３　土地を賃借しており、年間賃借料は4百万円であります。賃借している土地の面積につきましては、[　]書

きしております。

４　現在休止中の主要な設備はありません。
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３ 【設備の新設、除却等の計画】

当社グループの設備については、今後１年間の生産計画、需要予測、利益に対する投資割合等を総合

的に勘案して計画しております。設備計画は原則的に連結会社各社が個別に策定しておりますが、グ

ループ全体で重複投資とならないよう、提出会社を中心に調整を図っております。

当連結会計年度末現在における重要な設備の新設、改修等に係る投資予定金額は500百万円であり

ます。

重要な設備の新設、除却等の計画は、以下のとおりであります。

(1) 新設

 

会社名
事業所名

所在地
事業の種類別
セグメントの
名称

設備の内容

投資予定金額
資金調達
方法

着手及び
完了予定 完成後の

増加能力総額
(百万円)

既支払額
(百万円)

着手 完了

昭和鉄工(株)

古賀工場

福岡県古

賀市

その他の事

業
焼純炉 50 － 自己資金 平成20年8月

 

平成21年12

月

 

著しい能力

増加はあり

ません。

昭和鉄工(株)

宇美工場

福岡県粕

屋郡宇美

町

空調関連

事業

業 務 用 エ コ

キュート生産

設備

43 － 自己資金 平成20年4月

 

平成20年9月

 

著しい能力

増加はあり

ません。

昭和鉄工(株)

宇美工場

福岡県粕

屋郡宇美

町

空調関連

事業

ガス専焼ヒー

ター生産設備
33 21 自己資金

平成19年11

月

 

平成20年9月

 

著しい能力

増加はあり

ません。

(注)　上記金額は、消費税等を含んでおりません。

 

(2) 改修

 

会社名
事業所名

所在地
事業の種類別
セグメントの
名称

設備の内容

投資予定金額
資金調達
方法

着手及び
完了予定 完成後の

増加能力総額
(百万円)

既支払額
(百万円)

着手 完了

昭和鉄工(株)

古賀工場

福岡県古賀

市

その他の事

業

横型マシニング

センター更新
30 － 自己資金 平成21年1月

 

平成21年3月

 

特に変動あ

りません。

(注)　上記金額は、消費税等を含んでおりません。

 

(3) 除却等

重要な設備の除却等の計画はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 24,000,000

計 24,000,000

 

② 【発行済株式】

 

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(平成20年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年６月27日)

上場金融商品取引
所名又は登録認可
金融商品取引業協

会名

内容

普通株式 8,970,000同左 福岡証券取引所 ―

計 8,970,000同左 ― ―

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
 

(百万円)

資本金残高
 

(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成15年８月９日

(注)
― 8,970 ― 1,641 △150 1,832

(注)　平成15年６月27日開催の定時株主総会における資本準備金減少決議に基づくその他資本剰余金への振替で

あります。
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(5) 【所有者別状況】

平成20年３月31日現
在

区分

株式の状況(１単元の株式数1,000株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計

個人以外 個人

株主数
(人)

― 16 2 58 ― ― 608 684 ―

所有株式
数
(単元)

― 2,567 20 2,690 ― ― 3,533 8,810160,000

所有株式
数
の 割 合
(％)

― 29.14 0.23 30.53 ― ― 40.10100.00 ―

(注) １　自己株式89,505株は「個人その他」に89単元、「単元未満株式の状況」に505株含まれております。

２　「その他の法人」の欄には証券保管振替機構名義(失念株)の株式が7単元含まれております。

 

(6) 【大株主の状況】

平成20年３月31日現
在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

三井金属鉱業株式会社 東京都品川区大崎1丁目11番1号 485 5.40

株式会社福岡銀行 福岡市中央区天神2丁目13番1号 418 4.66

株式会社西日本シティ銀行 福岡市博多区博多駅前3丁目1番1号 400 4.45

飯田久泰 福岡市南区 369 4.12

株式会社山口銀行 下関市竹崎町4丁目2番36号 357 3.98

住友商事株式会社 東京都中央区晴海1丁目8番11号 345 3.84

飯田卓子 福岡市南区 298 3.32

西日本鉄道株式会社 福岡市中央区天神1丁目11番17号 291 3.24

大同生命保険株式会社 大阪市西区江戸堀1丁目2番1号 200 2.22

稲田好美 福岡県福津市 198 2.20

計 ― 3,362 37.48
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成20年３月31日現
在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式   89,000

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式8,721,000 8,721 ―

単元未満株式 普通株式　160,000 ― 一単元(1,000株)未満の株式

発行済株式総数 8,970,000― ―

総株主の議決権 ― 8,721 ―

(注) １　「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が7,000株(議決権の数7

個)含まれております。

２　「単元未満株式」には当社所有の自己株式505株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

平成20年３月31日現
在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
　昭和鉄工株式会社

福岡市東区箱崎ふ頭３
丁目１番35号

89,000 ― 89,000 0.99

計 ― 89,000 ― 89,000 0.99

 

(8) 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。
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２ 【自己株式の取得等の状況】

 

【株式の種類等】 会社法第155条第７号による普通株式の取得

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

　

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
 

区分 株式数(株) 価額の総額(円)

当事業年度における取得自己株式 10,134 2,803,023

当期間における取得自己株式 1,121 231,265

（注）　当期間における取得自己株式には、平成20年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買

取りによる株式数は含めておりません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
 

区分
当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額

(円)
株式数(株)

処分価額の総額
(円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

― ― ― ―

消却の処分を行った取得自己株

式
― ― ― ―

合併、株式交換、会社分割に係る
移転を行った取得自己株式

― ― ― ―

その他 ― ― ― ―

保有自己株式数 89,505 ― 90,626 ―

（注）　当期間における保有自己株式数には、平成20年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の

買取りによる株式数は含めておりません。
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３ 【配当政策】

当社は、株主への安定的な配当の継続を最重要課題と位置づけており、加えて企業業績を勘案し、配

当を行うことを基本としております。また、今後予想される競争激化に耐えうるための経営効率化、新

規事業進出に備えるための内部留保の充実を勘案して決定する方針をもっております。

当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年２回を基本的な方針としております。配当の決

定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。

当期につきましては、当期業績を考慮し、3円とさせていただくことに決定いたしました。

なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定めております。

 

（注）基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日 配当金の総額（百万円） １株当たり配当額（円）

平成20年6月26日

定時株主総会決議
26 3

 

４ 【株価の推移】

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

 

回次 第82期 第83期 第84期 第85期 第86期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

最高(円) 250 265 423 405 360

最低(円) 200 195 240 322 215

(注)　最高・最低株価は福岡証券取引所におけるものであります。

 

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】

 

月別 平成19年10月 11月 12月 平成20年１月 ２月 ３月

最高(円) 314 300 310 270 270 265

最低(円) 289 265 250 270 240 215

(注)　最高・最低株価は福岡証券取引所におけるものであります。
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５ 【役員の状況】

 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(千株)

取締役社長
(代表
取締役)

 山　本　駿　一
昭和17年12月29日

生

昭和40年４月

平成８年４月

平成10年１月

平成10年６月

平成12年６月

平成13年４月

三井金属鉱業㈱入社

三井金属(英国)㈱社長

当社入社顧問

常務取締役

専務取締役

取締役社長(現任)

(注)3 39

取締役兼
専務執行役
員

素形材・加
工事業本部
長

大　歯　滋　喜
昭和19年７月30日

生

昭和38年４月

平成２年４月

平成５年４月

平成６年６月

 

平成13年４月

平成17年６月

平成18年４月

平成20年６月

当社入社

土木機材部長

特機事業部長

取締役都市景観事業部長兼素形

材事業部長

取締役兼常務執行役員

専務取締役

専務取締役兼専務執行役員

取締役兼専務執行役員(現任)

(注)3 14

取締役兼
常務執行
役員

財務本部長
 

山　田　治　彦
昭和22年10月30日

生

昭和45年４月

平成４年10月

平成５年７月

平成６年６月

平成９年６月

平成13年４月

平成17年４月

日野自動車工業㈱入社

同社経理部次長

当社入社

経理部長

取締役経理部長

取締役兼執行役員

取締役兼常務執行役員(現任)

(注)3 11

取締役兼
常務執行
役員

機器・装置
事業本部長
兼品質保証
部担当

梅　川　　晃
昭和20年２月２日

生

昭和43年４月

平成15年６月

 

平成19年６月

平成19年10月

平成20年４月

 

平成20年６月

三井金属鉱業㈱入社

三井金属九州機工㈱代表取締役

社長

当社入社顧問

機器・装置事業本部副本部長

常務執行役員機器・装置事業本

部長兼品質保証部担当

取締役兼常務執行役員(現任)

(注)3 10

取締役
兼執行役員

経営管理部
長

相　賀　恒　男
昭和22年８月７日

生

昭和46年４月

平成８年９月

 

平成10年７月

 

平成12年４月

平成12年７月

平成13年４月

平成13年６月

平成17年４月

平成20年４月

当社入社

大連氷山空調設備有限公司出向

董事兼副総経理

当社空調・熱源事業部空調製造

部長

空調・熱源事業部長

環境空調事業部長

執行役員

取締役兼執行役員

取締役兼常務執行役員

取締役兼執行役員(現任)

(注)3 12

取締役兼
執行役員

管理本部長
兼総務部長
兼営業推進
部長

寺　倉　　 彰
昭和23年２月27日

生

昭和45年２月

平成８年９月

平成13年４月

平成18年６月

当社入社

空調営業事業部長

執行役員営業統括部長

取締役兼執行役員(現任)

(注)3 10

取締役兼
執行役員

機器・装置
事業本部副
本部長兼営
業統括部長
兼熱源ＢＵ
長兼熱源Ｂ
Ｕ技術部長
兼製造統括
部長

稲　田　宣　元
昭和24年３月13日

生

昭和48年４月

平成12年４月

平成17年６月

平成18年４月

平成20年４月

 

 

 

平成20年６月

当社入社

サーモデバイス事業部長

昭和ネオス㈱代表取締役社長

当社執行役員

執行役員機器・装置事業本部副

本部長兼営業統括部長兼熱源Ｂ

Ｕ長兼熱源ＢＵ技術部長兼製造

統括部長

取締役兼執行役員(現任)

(注)3 6
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(千株)

取締役
社外取締役

 斉　藤　良　夫
昭和14年９月13日

生

昭和37年４月

平成５年６月

平成11年６月

 

平成12年６月

平成14年６月

平成15年６月

三井金属鉱業㈱入社

同社取締役設備技術部長

三井金属エンジニアリング㈱

取締役副社長

同社代表取締役社長

当社取締役(現任)

三井金属鉱業㈱特別顧問(現任)

(注)3 ―

常任監査役  飯　田　久　泰
昭和12年10月29日

生

昭和36年４月

昭和46年４月

昭和46年５月

昭和48年５月

昭和58年６月

平成18年６月

㈱東芝入社

当社入社

常任監査役

取締役技術部長

常務取締役

当社常任監査役(現任)

(注)4 369

監査役
(常勤)

 笠　置　英　明
昭和23年３月10日

生

昭和45年４月

昭和48年７月

平成12年７月

平成13年４月

平成16年４月

平成18年４月

 

平成20年６月

太洋鋳機㈱入社

当社入社

技術開発部長

執行役員総合研究開発部長

執行役員ＲＤ事業推進部長

執行役員機器・装置事業本部副

本部長

監査役(常勤) (現任)

(注)4 10

監査役  吉　戒　　孝
昭和28年12月14日

生

昭和52年４月

平成17年６月

平成18年12月

平成19年４月

 

平成19年６月

㈱福岡銀行入行

同社取締役総合企画部長

同社取締役常務執行役員(現任)

㈱ふくおかフィナンシャルグ

ループ取締役(現任)

当社監査役(現任)

(注)4 ―

監査役  永　利　新　一
昭和17年２月２日

生

昭和44年４月

 

昭和49年８月

昭和49年10月

平成14年５月

平成16年５月

平成17年６月

プライスウォーターハウス会計

事務所入所

公認会計士登録

オーム乳業㈱代表取締役社長

同社代表取締役会長

同社取締役会長

当社監査役(現任)

(注)4 ―

計 482

 

 

(注) １　取締役　斉藤良夫は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

２　監査役　吉戒孝、永利新一は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

３　取締役の任期は平成20年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成21年3月期に係る定時株主総会終

結の時までであります。

４　監査役の任期は飯田久泰及び吉戒孝が平成20年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成24年3月期

に係る定時株主総会終結の時まで、笠置英明が平成20年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成23

年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、永利新一が平成17年3月期に係る定時株主総会終結の時か

ら平成21年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な

人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は９名で、取締役　大歯滋喜、山田治彦、梅川晃、相賀恒男、寺倉彰、稲田宣元のほか、出向（昭和

ネオス㈱社長）　今山和秀、経営管理部内部統制監査室長兼経営企画室長　村山正巳、素形材・加工事業

本部古賀事業部長　吉次善広で構成されております。
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６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】

(1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、経営判断の迅速化とともに、経営の透明性を高めることを重要課題に掲げ、経営環境の変

化に素早く対応した体制と迅速で的確な経営判断により、みなさまから信頼される企業となること

をコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方としております。

 

(2) コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

当社は、監査役制度を採用しており、監査役4名のうち社外監査役は2名であり、常任監査役1名及

び監査役（常勤）1名は月1回開催される取締役会の他に執行役員経営会議等の重要な会議にも出

席し、職務執行を充分監視できる体制となっております。内部監査部門については、「内部統制監査

室」（専任1名、兼任2名）を設置し、当社内規・経営方針に基づき業務の監査を行っております。

また、当社の取締役会は、取締役8名で構成されており、うち社外取締役として斉藤良夫　三井金属

鉱業（株）特別顧問を選任し、経営判断に対するアドバイスの他、取締役の監督も行っており、経営

の透明性に対する機能を有しております。

当社の取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する

株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。取締役の定数につき

ましては、10名以内とする旨を定款で定めております。

自己の株式の取得について、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするた

め、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができ

る旨を定款で定めております。

当社が取締役及び監査役に支払った役員報酬の額（役員退職慰労金を除く。）は以下のとおりで

あります。

　　　　　取締役に支払った報酬      　　６名　　　　　　82百万円

　　　　　監査役に支払った報酬      　　４名　　　　　　21百万円

会計監査については監査法人トーマツと監査契約を締結し、監査を受けております。監査法人に

対する監査報酬および業務を執行した公認会計士の氏名は次のとおりであります。

監査報酬

　　　　公認会計士法第2条第1項に規定する業務に基づく報酬　18百万円

　　　　上記以外の業務に基づく報酬　　　　　　　 　　　　　2百万円

  

業務を執行した公認会計士の氏名

　　　　指定社員　業務執行社員　公認会計士　柴田　良智

　　　　指定社員　業務執行社員　公認会計士　松嶋　敦

　　　　指定社員　業務執行社員　公認会計士　内藤　真一

      　

補助者の構成

      　公認会計士　　　　　４名

      　会計士補等　　　　　６名

      　その他　　　　　　　４名

また、顧問弁護士と顧問契約を締結し、必要に応じてアドバイスを受けております。
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(3) 社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要

社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。社外取締役は当社の大株主である事業法人の特

別顧問であり、社外監査役は1名が当社の大株主である主要取引銀行の取締役、1名は公認会計士で

あります。

コーポレート・ガバナンスの体制の模式図
 

 

（4）責任限定契約の内容の概要

当社は、会社法第427条第１項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法

第423条第１項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合は、

会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結しております。
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第５ 【経理の状況】

１　連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省

令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

　　なお、前連結会計年度(平成18年４月１日から平成19年３月31日まで)は、改正前の連結財務諸表規則

に基づき、当連結会計年度(平成19年４月１日から平成20年３月31日まで)は、改正後の連結財務諸表

規則に基づいて作成しております。

 

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59

号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

　　なお、前事業年度(平成18年４月１日から平成19年３月31日まで)は、改正前の財務諸表等規則に基づ

き、当事業年度(平成19年４月１日から平成20年３月31日まで)は、改正後の財務諸表等規則に基づい

て作成しております。

 

２　監査証明について

当社は、前連結会計年度(平成18年４月１日から平成19年３月31日まで)及び前事業年度(平成18年

４月１日から平成19年３月31日まで)は証券取引法第193条の２の規定に基づき、また当連結会計年度

(平成19年４月１日から平成20年３月31日まで)及び当事業年度(平成19年４月１日から平成20年３月

31日まで)は金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、それぞれ連結財務諸表並びに財務諸

表について、監査法人トーマツにより監査を受けております。
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１ 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

① 【連結貸借対照表】

 

  
前連結会計年度
(平成19年３月31日)

当連結会計年度
(平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)        

Ⅰ　流動資産        

１　現金及び預金   2,460   2,302  

２　受取手形及び売掛金 ※1,5  5,456   5,562  

３　完成工事未収入金   181   185  

４　たな卸資産   1,539   2,012  

５　未成工事支出金   194   36  

６　繰延税金資産   165   110  

７　その他   90   147  

貸倒引当金   △8   △8  

流動資産合計   10,07855.5  10,34858.8

Ⅱ　固定資産        

１　有形固定資産        

(1) 建物及び構築物 ※１ 3,733   3,859   

減価償却累計額  2,438 1,295  2,533 1,326  

(2) 機械装置及び運搬

具
※１ 3,320   3,513   

減価償却累計額  2,832 487  2,916 597  

(3) 土地 ※１  1,688   1,688  

(4) 建設仮勘定   45   22  

(5) その他  1,989   1,989   

減価償却累計額  1,837 151  1,861 128  

有形固定資産合計   3,66820.2  3,76221.4

２　無形固定資産        

(1) 借地権   63   63  

(2) その他   36   30  

無形固定資産合計   100 0.5  94 0.5

３　投資その他の資産        

(1) 投資有価証券
※

1,2,3
 3,389   1,975  

(2) 長期貸付金   12   8  

(3) 繰延税金資産   261   780  

(4) その他 ※２  716   698  

貸倒引当金   △59   △63  

投資その他の資産合

計
  4,32023.8  3,39919.3

固定資産合計   8,08944.5  7,25641.2

資産合計   18,168100.0  17,605100.0
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前連結会計年度
(平成19年３月31日)

当連結会計年度
(平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)        

Ⅰ　流動負債        

１　支払手形及び買掛金 ※５  3,047   3,704  

２　工事未払金   63   161  

３　短期借入金 ※１  4,824   4,121  

４　未払費用   518   486  

５　未払法人税等   99   49  

６　製品補修対策引当金   110   －  

７　設備支払手形   －   104  

８　その他 ※３  712   335  

流動負債合計   9,37651.6  8,96250.9

Ⅱ　固定負債        

１　長期借入金 ※１  852   1,530  

２　退職給付引当金   1,532   1,515  

３　役員退職慰労引当金   102   －  

４　長期未払金   －   100  

５　その他   442   440  

固定負債合計   2,92916.1  3,58620.4

負債合計   12,30667.7  12,54871.3

(純資産の部)        

Ⅰ　株主資本        

１　資本金   1,641 9.0  1,641 9.3

２　資本剰余金   1,99411.0  1,99411.3

３　利益剰余金   1,299 7.2  1,317 7.5

４　自己株式   △19 △0.1  △22 △0.1

株主資本合計   4,91527.1  4,93128.0

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券評価
　　差額金

  915 5.0  102 0.6

２　為替換算調整勘定   30 0.2  22 0.1

評価・換算差額等合計   946 5.2  125 0.7

純資産合計   5,86132.3  5,05628.7

負債純資産合計   18,168100.0  17,605100.0
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② 【連結損益計算書】
 

  
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ　売上高   13,855100.0  14,520100.0

Ⅱ　売上原価 ※２  11,55583.4  11,64480.2

売上総利益   2,29916.6  2,87619.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,2       

１　販売費  1,934   1,719   

２　一般管理費  1,024 2,95821.4 1,019 2,73918.9

営業利益又は営業損失

(△)
  △659 △4.8  137 0.9

Ⅳ　営業外収益        

１　受取利息  1   6   

２　受取配当金  41   44   

３　受取地代家賃  21   10   

４　持分法による投資利益  15   19   

５　その他  40 119 0.9 42 123 0.9

Ⅴ　営業外費用        

１　支払利息  103   114   

２　その他  24 127 0.9 30 145 1.0

経常利益又は経常損失

(△)
  △667 △4.8  116 0.8

Ⅵ　特別利益        

１　固定資産売却益 ※３ 1,000   6   

２　投資有価証券売却益  81 1,081 7.8 143 149 1.1

Ⅶ　特別損失        

１　製品補修対策損失  －   83   

２　製品補修対策引当金繰入

額
 110   －   

３　たな卸資産廃却損  80   －   

４　たな卸資産評価損  6   －   

５　減損損失 ※６ 27   －   

６　固定資産除却損 ※４ 20   －   

７　事業撤退損失 ※５ 15   －   

８　投資有価証券評価損  5   －   

９　投資有価証券売却損  3   －   

10　貸倒引当金繰入額  5   －   

11　ゴルフ会員権評価損  2 275 2.0 － 83 0.6

税金等調整前当期純利益   139 1.0  182 1.3

法人税、住民税及び事業
税

 117   59   
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法人税等調整額  △10 106 0.8 77 137 1.0

当期純利益   32 0.2  44 0.3
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③ 【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)

 

 

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(百万円) 1,641 1,994 1,311 △14 4,933

連結会計年度中の変動額      

　剰余金の配当(注)   △44  △44

　当期純利益   32  32

　自己株式の取得    △5 △5

　株主資本以外の項目の
　連結会計年度中の変動額(純額)

     

連結会計年度中の変動額合計
(百万円)

－ － △12 △5 △17

平成19年３月31日残高(百万円) 1,641 1,994 1,299 △19 4,915

 

 

評価・換算差額等

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 1,059 20 1,079 6,012

連結会計年度中の変動額     

　剰余金の配当(注)    △44

　当期純利益    32

　自己株式の取得    △5

　株主資本以外の項目の
　連結会計年度中の変動額(純額)

△143 9 △133 △133

連結会計年度中の変動額合計
(百万円)

△143 9 △133 △150

平成19年３月31日残高(百万円) 915 30 946 5,861

（注）　平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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当連結会計年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

 

 

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日残高(百万円) 1,641 1,994 1,299 △19 4,915

連結会計年度中の変動額      

　剰余金の配当   △26  △26

　当期純利益   44  44

　自己株式の取得    △2 △2

　株主資本以外の項目の
　連結会計年度中の変動額(純
額)

     

連結会計年度中の変動額合計
(百万円)

－ － 18 △2 15

平成20年３月31日残高(百万円) 1,641 1,994 1,317 △22 4,931

 

 

評価・換算差額等

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日残高(百万円) 915 30 946 5,861

連結会計年度中の変動額     

　剰余金の配当    △26

　当期純利益    44

　自己株式の取得    △2

　株主資本以外の項目の
　連結会計年度中の変動額(純額)

△813 △7 △820 △820

連結会計年度中の変動額合計
(百万円)

△813 △7 △820 △805

平成20年３月31日残高(百万円) 102 22 125 5,056
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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
 

  
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ　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  139 182

減価償却費  228 253

減損損失  27 ―

貸倒引当金の増減額(減少:△)  13 4

製品補修対策引当金の増減額(減少:△)  110 △110

退職給付引当金の増減額(減少:△)  △10 △17

役員退職慰労引当金の増減額(減少:△)  △30 △102

受取利息及び受取配当金  △42 △50

支払利息  103 114

持分法による投資損益(益:△)  △15 △19

固定資産売却益  △1,000 △6

固定資産除却損  20 ―

投資有価証券売却益  △81 △143

投資有価証券評価損  5 ―

投資有価証券売却損  3 ―

ゴルフ会員権評価損  2 ―

売上債権の増減額(増加:△)  791 △112

たな卸資産の増減額(増加:△)  392 △315

仕入債務の増減額(減少:△)  △865 754

その他資産・負債の増減額  △144 △344

その他  2 4

小計  △349 92

利息及び配当金の受取額  77 50

利息の支払額  △102 △115

法人税等の支払額  △84 △97

営業活動によるキャッシュ・フロー  △459 △70

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー    

投資有価証券の取得による支出  △26 △1

投資有価証券の売却による収入  109 218

有形・無形固定資産の取得による支出  △124 △239

有形・無形固定資産の売却による収入  1,014 3

貸付けによる支出  ― △1

貸付金の回収による収入  26 6

その他の投資の取得による支出  △31 △33

その他の投資の売却による収入  29 16

投資活動によるキャッシュ・フロー  996 △31

Ⅲ　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(減少:△)  △403 △3

長期借入れによる収入  500 800

長期借入金の返済による支出  △122 △822

配当金の支払額  △44 △26

自己株式の取得による支出  △5 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー  △76 △55

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額(減少:△)  460 △157

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  1,999 2,460

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高  2,460 2,302
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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18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１　連結の範囲に関する事

項

すべての子会社を連結しております。

連結子会社の数　　４社

連結子会社の名称　北海道昭和鉄工㈱朝

日テック㈱

昭和ネオス㈱

昭和トータルサー

ビス㈱

同左

２　持分法の適用に関する

事項

(イ)　持分法適用関連会社は、大連氷山

空調設備有限公司１社であります。

(イ)　　　　　同左

 (ロ)　持分法を適用していない関連会社

１社(㈱クリーンサポート) につい

ては、当期純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に見合

う額）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

影響が軽微であるため、持分法の適

用範囲から除外しております。

(ロ)　　　　　同左

３　連結子会社の事業年度

等に関する事項

　連結子会社の事業年度末日と連結決算

日は一致しております。

同左

４　会計処理基準に関する

事項

  

　(1) 重要な資産の評価基

準及び評価方法

(イ)有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく

時価法によっております。(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

均法により算定しておりま

す。)

時価のないもの

移動平均法による原価法に

よっております。

(イ)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

同左

 (ロ)たな卸資産

　製品、商品及び仕掛品は主として総

平均法による原価法によっておりま

す。

　原材料は移動平均法による原価法に

よっております。

　未成工事支出金は個別法による原価

法によっております。

(ロ)たな卸資産

同左
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項目
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

　(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法

(イ)有形固定資産

　主として定率法によっておりま

す。主な耐用年数は、建物及び構築

物(３年～50年)、機械装置及び運

搬具(４年～12年)であります。

(イ)有形固定資産

　主として定率法によっておりま
す。主な耐用年数は、建物及び構
築物(３年～50年)、機械装置及び
運搬具(４年～12年)であります。
 
（会計処理の変更）

　　　法人税法の改正に伴い、当連結会
計年度から、平成19年４月１日以
降に取得した有形固定資産につ
いては、改正後の法人税法に定め
る償却方法に変更しております。
これによる損益に与える影響
額は軽微であります。
なお、セグメント情報に与える
影響については、当該箇所に記載
しております。

 
（追加情報）

　　　当連結会計年度から、平成19年３
月31日以前に取得した有形固定
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
年度から、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。

　　　これにより、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34百万円減少しておりま
す。
なお、セグメント情報に与える
影響については、当該箇所に記載
しております。

 

 (ロ)無形固定資産

　定額法によっております。

(ロ)無形固定資産

同左
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項目
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

　(3) 重要な引当金の計上基準(イ)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。

(イ)貸倒引当金

同左

 (ロ)製品補修対策引当金

　過去の売上製品の一部について、

今後無償の点検修理を見込んでお

り、必要と認められる額を計上し

ております。

（追加情報）

　この引当金は特定の製品に不具

合が判明したことに伴い、当連結

会計年度から計上しております。

　これにより、税金等調整前当期純

利益は、110百万円減少しておりま

す。

――――――

 

 

 (ハ)退職給付引当金

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

いて発生していると認められる額

を計上しております。

　数理計算上の差異は、各連結会計

年度の発生時における従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年数

(10年)による定額法により按分し

た額をそれぞれ発生の翌連結会計

年度から費用処理することとして

おります。

(ハ)退職給付引当金

同左

 (ニ)役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備え

るため、役員退職慰労金規程に基

づく期末要支給額を計上しており

ます。

――――――

　(4) 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。

同左

　(5) 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。

　なお、控除対象外消費税等は当連結

会計年度の期間費用としておりま

す。

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。
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項目
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

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方

法は全面時価評価法によっておりま

す。

同左

６　のれん及び負ののれんの償

却に関する事項

　のれん及び負ののれんの償却につい

ては、個別案件毎に判断し、20年以内

の合理的な年数で規則的に償却する

こととし、金額に重要性が乏しい場合

には、発生した期に全額償却しており

ます。

同左

７　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

許資金、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ってお

ります。

同左
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会計処理の変更

 
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準)

当連結会計年度から「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17

年12月9日 企業会計基準第5号）及び「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成17年12月9日 企業会計基

準適用指針第8号）を適用しております。

なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

5,861百万円であります。

連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度に

おける連結財務諸表は、改正後の連結財務諸表規則に

より作成しております。

 

――――――

 

追加情報

 

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

―――――― 当社は、従来役員の退職慰労金の支出に備えるため、

役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を引当計上

しておりましたが、平成19年４月25日開催の取締役会

において、役員退職慰労金制度を第85回定時株主総会

(平成19年6月27日開催)の終結の時をもって廃止する

ことを決議し、同総会において、各役員の就任時から同

総会終結時までの退職慰労金を退任時に打ち切り支給

することを決議いたしました。同日現在の役員退職慰

労引当金残高100百万円については固定負債の「長期

未払金」に振替計上しております。
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注記事項

(連結貸借対照表関係)

 
前連結会計年度
(平成19年３月31日)

当連結会計年度
(平成20年３月31日)

※１　担保資産及び対応する債務

〈担保資産〉

受取手形及び売掛金 296百万円 (   ―百万円)

建物及び構築物 410百万円 (  133百万円)

機械装置及び運搬具 9百万円 (  　9百万円)

土地 552百万円 (  266百万円)

投資有価証券 923百万円 (　 ―百万円)

計 2,191百万円 (  409百万円)

　

※１　担保資産及び対応する債務

〈担保資産〉

受取手形及び売掛金 336百万円 (   ―百万円)

建物及び構築物 393百万円 (  125百万円)

機械装置及び運搬具 7百万円 (  　7百万円)

土地 552百万円 (  266百万円)

投資有価証券 503百万円 (   ―百万円)

計 1,793百万円 (  399百万円)

　
〈対応する債務〉

短期借入金 1,496百万円 (1,000百万円)

長期借入金 575百万円 (　200百万円)

(１年内返済予定額を含む)   

計 2,071百万円 (1,200百万円)

　

〈対応する債務〉

短期借入金 1,536百万円 (1,000百万円)

長期借入金 552百万円 (　200百万円)

(１年内返済予定額を含む)   

計 2,089百万円 (1,200百万円)

　
上記のうち(　)内は内書で、工場財団抵当及び当該

債務を示しております。

上記のうち(　)内は内書で、工場財団抵当及び当該

債務を示しております。

※２　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) 4百万円

投資その他の資産「その他」
(出資金)

308百万円

※２　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) 4百万円

投資その他の資産「その他」
(出資金)

301百万円

※３　投資有価証券には貸付投資有価証券370百万円が

含まれております。また、当該貸付取引の担保金

297百万円を流動負債「その他」に計上してお

ります。
 

――――――

  
４
　　

受取手形裏書譲渡高
 

17百万円
 

　

４
　　

受取手形割引高
受取手形裏書譲渡高

45百万円
18百万円

　
※５　連結会計年度末日満期手形の会計処理  

　　　　手形満期日をもって決済処理しております。なお、

当連結会計年度の末日が金融機関の休日であっ

たため、次の連結会計年度末日満期手形が連結

会計年度末残高から除かれております。

受　取　手　形
支　払　手　形

261百万円
91百万円

――――――
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(連結損益計算書関係)

 
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

　　減価償却費 35百万円

　　退職給付費用 67百万円

　　役員退職慰労引当金繰入額 19百万円

　　従業員給料手当 1,001百万円

　　発送費 450百万円

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金

額は次のとおりであります。

　　減価償却費 46百万円

　　退職給付費用 88百万円

　　従業員給料手当 908百万円

　　発送費 402百万円

  

※２　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費　　　　　　　　　　　　　　   　183百万円

※３　土地の売却益であります。

※２　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開

発費　　　　　　　　　　　　　　   　158百万円

※３　土地の売却益であります。

※４　機械装置の廃却損であります。

※５　不採算の小規模事業からの撤退損失であります。

――――――

――――――

※６　減損損失

　当連結会計年度において当社グループは以下の資

産グループについて減損損失を計上しました。

用途 種類 場所 金額

遊休資産 土地 広島市西区 27百万円

（経緯）

　上記土地については、当期における利用実績がな

く、遊休資産になっております。今後の利用計画

も無く、時価も著しく下落しているため、減損損

失を認識いたしました。

（グルーピングの方法）

　事業用資産は管理会計上の区分毎に、賃貸資産及

び遊休資産は１物件毎に区分しております。

（回収可能価額の算定方法等）

正味売却価額により測定しており、固定資産評価

額を合理的に調整した価額に基づき評価してお

ります。

 

――――――
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(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 8,970,000 ― ― 8,970,000

 
 

２　自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 63,788 15,583 ― 79,371

 
（注）自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

 

 

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
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月29日
定時株主総会

普通株式 44 5.00平成18年３月31日平成18年６月29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 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成19年６月27日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 26 3.00
平成19年３月31

日

平成19年６月28

日

 

当連結会計年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 8,970,000 ― ― 8,970,000

 
 

２　自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 79,371 10,134 ― 89,505

 
（注）自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

 

 

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
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月27日
定時株主総会

普通株式 26 3.00平成19年３月31日平成19年６月28日
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　(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 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年６月26日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 26 3.00
平成20年３月31

日

平成20年６月27

日
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(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18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

(平成19年３月31日)

現金及び預金勘定 2,460百万円

現金及び現金同等物 2,460百万円

　

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)

現金及び預金勘定 2,302百万円

現金及び現金同等物 2,302百万円
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(リース取引関係)

 
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１　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

(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

１　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

(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

  
取得価額

相当額
 
減価償却

累計額相当額
 
期末残高

相当額

機械装置

及び運搬具
 316百万円 135百万円 180百万円

その他

(工具器具備品)
 75百万円 32百万円 42百万円

無形固定資産

(ソフトウェア)
 5百万円 1百万円 3百万円

合計  397百万円 169百万円 227百万円

  
取得価額

相当額
 
減価償却

累計額相当額
 
期末残高

相当額

機械装置

及び運搬具
 310百万円 170百万円 140百万円

その他

(工具器具備品)
 84百万円 31百万円 53百万円

無形固定資産

(ソフトウェア)
 5百万円 2百万円 2百万円

合計  400百万円 203百万円 196百万円

　なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高

の有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定しております。

同左

(2) 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 57百万円

１年超 170百万円

合計 227百万円
　

(2) 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 60百万円

１年超 136百万円

合計 196百万円

　なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過

リース料期末残高の有形固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み法により算定し

ております。

同左

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 70百万円

減価償却費相当額 70百万円
　

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 62百万円

減価償却費相当額 62百万円

(4) 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、残存価額を零とする

定額法によっております。

（減損損失について）

減損対象となるリース資産がないため、項目等

の記載は省略しております。

 

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

 

（減損損失について）

同左

 

２　オペレーティング・リース取引

　　未経過リース料

１年以内 15百万円

１年超 30百万円

合計 46百万円

  

２　オペレーティング・リース取引

　　未経過リース料

１年以内 15百万円

１年超 15百万円

合計 30百万円
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(有価証券関係)

Ⅰ　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19年３月31日)

 

 
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)

   

　　　株式 1,558 3,115 1,556

(連結貸借対照表計上額が
 取得原価を超えないもの)

   

　　　株式 169 134 △34

合計 1,728 3,250 1,521

 

２　当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)

 
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)

109  83  3

 

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19年３月31日)

  　その他有価証券

非上場株式 135百万円
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Ⅱ　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20年３月31日)

 

 
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)

   

　　　株式 253 603 350

(連結貸借対照表計上額が
 取得原価を超えないもの)

   

　　　株式 1,401 1,233 △168

合計 1,654 1,837 182

 

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)

 
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)

218  143  ―

 

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)

  　その他有価証券

非上場株式 134百万円
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(デリバティブ取引関係)

１　取引の状況に関する事項

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

(1) 取引の内容及びデリバティブ取引に対する取組方

針と利用目的等

　　　当社は、借入金の金利変動リスクに対応する手段と

して、金利スワップ取引を行っておりますが、金利

変動リスクをヘッジする目的で行っているもので

あり、投機等によるものではありません。

また、金利スワップの特例処理の要件を満たし

ているので、決算日における有効性の評価を省略

しております。

(1) 取引の内容及びデリバティブ取引に対する取組方

針と利用目的等

同左

(2) 取引に係るリスクの内容

　　　市場金利の変動によるリスクを有しております。

　　　なお、デリバティブ取引の契約先は、信用度の高い

国内の銀行であるため、相手先の契約不履行によ

るいわゆる信用リスクは、ほとんどないと判断し

ております。

(2) 取引に係るリスクの内容

同左

(3) リスク管理体制

　　　当社は、社内基準により所定の決裁手続きを経てデ

リバティブ取引を行っております。デリバティブ

取引の主管部署は経理部ですが、経理担当取締役

がデリバティブ取引に関する報告を社長に定期的

に行っております。

(3) リスク管理体制

同左

 

２　取引の時価等に関する事項

前連結会計年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)及び当連結会計年度(自　平成19年

４月１日　至　平成20年３月31日)

当社グループのデリバティブ取引には、ヘッジ会計を適用しているので、該当事項はありませ

ん。
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(退職給付関係)

１　採用している退職給付制度の概要

当社及び連結子会社は、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。

２　退職給付債務に関する事項

 

 前連結会計年度

平成19年３月31日

 当連結会計年度

平成20年３月31日

イ　退職給付債務 △3,296百万円  △3,135百万円

ロ　年金資産 1,590  1,290

ハ　未積立退職給付債務(イ＋ロ) △1,706  △1,844

ニ　未認識数理計算上の差異 173  329

ホ　退職給付引当金(ハ＋ニ) △1,532  △1,515

 

３　退職給付費用に関する事項

 

 前連結会計年度
自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日

 当連結会計年度
自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

イ　勤務費用 137百万円  141百万円

ロ　利息費用 97  82

ハ　期待運用収益 △47  △47

ニ　数理計算上の差異の費用処理額 25  35

ホ　退職給付費用(イ＋ロ＋ハ＋ニ) 212  211

 

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

 

 前連結会計年度
自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日

 当連結会計年度
自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

イ　退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準  同左

ロ　割引率 2.5％  同左

ハ　期待運用収益率 3.0％  同左

ニ　数理計算上の差異の処理年数 10年　定額法  同左
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(ストック・オプション等関係)

前連結会計年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)及び当連結会計年度(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。
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(税効果会計関係)

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

 

 前連結会計年度

平成19年３月31日

 当連結会計年度

平成20年３月31日

繰延税金資産    

　未払賞与 90百万円  85百万円

　製品補修対策引当金 44  ―

　投資有価証券評価損 173  143

　退職給付引当金 619  612

役員退職慰労引当金 41  ―

  未払役員退職金 ―  40

　繰越欠損金 13  64

　その他 81  68

繰延税金資産小計 1,064  1,015

評価性引当額 △15  △55

繰延税金資産合計 1,048  959

繰延税金負債    

　その他有価証券評価差額金 △621  △69

繰延税金負債合計 △621  △69

繰延税金資産の純額 426  890

 

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間に重要な差異があるときの、当該差

異の原因となった主要な項目別の内訳

 

 
前連結会計年度

平成19年３月31日
 

当連結会計年度

平成20年３月31日

法定実効税率 40.4％  40.4％

(調整)    

　交際費等永久に損金に算入されない項目 12.3  7.9

　受取配当金等永久に益金に算入されない
項目

△3.9  △4.0

　在外持分法適用会社の投資利益等 3.8  △0.3

　住民税均等割等 15.1  9.1

　評価性引当額の増減 9.6  21.8

　その他 △0.6  0.5

税効果会計適用後の法人税等の負担率 76.7  75.4
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)

 

 
空調関連事業
(百万円)

サーモデバイ
ス事業
(百万円)

その他の事業
(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

8,132 2,277 3,445 13,855 ― 13,855

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

223 ― 141 365 (365) ―

計 8,356 2,277 3,587 14,221 (365) 13,855

　　営業費用 8,443 2,724 3,740 14,908 (394) 14,514

　　営業損失(△) △87 △447 △153 △687 28 △659

Ⅱ　資産、減価償却費及び
　　資本的支出

      

　　資産 5,730 1,867 4,066 11,664 6,503 18,168

　　減価償却費 104 63 59 228 ― 228

　　資本的支出 28 45 50 124 ― 124

 

当連結会計年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

 

 
空調関連事業
(百万円)

サーモデバイ
ス事業
(百万円)

その他の事業
(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

8,166 2,243 4,110 14,520 ― 14,520

　(2) セグメント間の内
部
　　　売上高又は振替高

252 ― 166 418 (418) ―

計 8,418 2,243 4,276 14,939 (418) 14,520

　　営業費用 8,373 2,229 4,223 14,827 (444) 14,383

　　営業利益 44 14 53 111 25 137

Ⅱ　資産、減価償却費及び
　　資本的支出

      

　　資産 5,742 2,158 4,306 12,207 5,397 17,605

　　減価償却費 117 58 77 253 ― 253

　　資本的支出 41 14 288 344 ― 344
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(注) １　事業区分は内部管理上使用している区分によっております。

２　各事業の主な製品

◎空調関連事業……………ファンコイルユニット、エアハンドリングユニット、ボイラー、バーナー、

循環温浴器、空気清浄機等

◎サーモデバイス事業……液晶表示装置（LCD）製造用の熱処理炉等

◎その他の事業……………景観製品、残さ処理設備、空調設備工事、各種鋳物製品等

３　「消去又は全社」に含めた金額及び主な内容は以下のとおりであります。

 

 
前連結会計年度
(百万円)

当連結会計年度
(百万円)

主な内容

消去又は全社の項目に
含めた全社資産の金額 6,570 5,476

提出会社における余資運用資金(現金
及び預金)、長期投資資金(投資有価証
券)及び管理部門に係る資金等

 

４　会計処理の変更

 

　　　　（当連結会計年度）

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項　４　会計処理基準に関する事項　(2) 重要な減

価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおり、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度から、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は、改正後の法人税法に定める償却方法に変更して

おります。

これによる各セグメントの損益に与える影響額は軽微であります。

 

５　追加情報

 

　　　　（当連結会計年度）

　　　重要な減価償却資産の減価償却の方法

　　　　　　　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項　４　会計処理基準に関する事項　(2) 重要な減価償却

資産の減価償却の方法」に記載のとおり、当連結会計年度から、平成19年３月31日以前に取得した有

形固定資産については、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から、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。

これにより、従来の方法によった場合と比べて、減価償却費は、空調関連事業が19百万円、サーモデ

バイス事業が1百万円、その他の事業が13百万円増加し、営業利益がそれぞれ同額減少しております。
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【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)及び当連結会計年度(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及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める日本の割合が

いずれも90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

 

【海外売上高】

前連結会計年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)

 アジア 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 1,955 1,955

Ⅱ 連結売上高(百万円)  13,855

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合(％)

14.1 14.1

 

当連結会計年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

 アジア 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 2,201 2,201

Ⅱ 連結売上高(百万円)  14,520

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合(％)

15.2 15.2

（注）１. 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２. 区分に属する国又は地域

アジア ‥‥‥中国、台湾、韓国

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。

 

【関連当事者との取引】

前連結会計年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)及び当連結会計年度(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。
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(企業結合等関係)

前連結会計年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)及び当連結会計年度(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。
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(１株当たり情報)

 
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１株当たり純資産額 659.33円１株当たり純資産額 569.38円

１株当たり当期純利益金額 3.64円１株当たり当期純利益金額 5.04円

なお、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をしており

ません。

同左

(注)　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。

 

 
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当期純利益(百万円) 32 44

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)
32 44

普通株式の期中平均株式数(株) 8,901,421 8,886,033

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分
前期末残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金 4,002 3,998 1.75 ―

１年以内に返済予定の長期借入

金
822 122 2.38 ―

１年以内に返済予定のリース債
務

― ― ― ―

長期借入金(１年以内に返済予
定のものを除く)

852 1,530 2.42
平成21年５月19日～
平成31年４月30日

リース債務(１年以内に返済予
定のものを除く)

― ― ― ―

合計 5,677 5,651 ― ―

(注)１　「平均利率」については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとお

りであります。

 

区分
１年超２年以内
(百万円)

２年超３年以内
(百万円)

３年超４年以内
(百万円)

４年超５年以内
(百万円)

長期借入金 522 822 22 22

 

 

(2) 【その他】

該当事項はありません。
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２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】
 

  
前事業年度

(平成19年３月31日)
当事業年度

(平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)        

Ⅰ　流動資産        

１　現金及び預金   2,165   1,979  

２　受取手形
※

1,2,5
 1,732   2,083  

３　売掛金 ※２  3,365   3,068  

４　完成工事未収入金   181   185  

５　製品   258   308  

６　原材料   420   437  

７　仕掛品   774   1,066  

８　未成工事支出金   67   17  

９　前払費用   14   14  

10　繰延税金資産   133   84  

11　その他   186   311  

貸倒引当金   △5   △31  

流動資産合計   9,29354.7  9,52658.2

Ⅱ　固定資産        

１　有形固定資産        

(1) 建物 ※１ 3,088   3,198   

減価償却累計額  2,089 999  2,166 1,031  

(2) 構築物  205   219   

減価償却累計額  155 49  164 54  

(3) 機械及び装置 ※１ 3,123   3,311   

減価償却累計額  2,663 459  2,740 571  

(4) 車輌運搬具  53   56   

減価償却累計額  48 4  50 6  

(5) 工具器具備品  1,959   1,955   

減価償却累計額  1,813 146  1,832 122  

(6) 土地 ※１  1,492   1,492  

(7) 建設仮勘定   37   22  

有形固定資産合計   3,19018.8  3,30120.2
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前事業年度

(平成19年３月31日)
当事業年度

(平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

２　無形固定資産        

(1) 借地権   63   63  

(2) ソフトウェア   23   13  

(3) その他   11   11  

無形固定資産合計   99 0.6  89 0.5

３　投資その他の資産        

(1) 投資有価証券 ※1,3  3,367   1,965  

(2) 関係会社株式   194   144  

(3) 出資金   137   110  

(4) 関係会社出資金   210   210  

(5) 従業員長期貸付金   12   8  

(6) 破産債権・更生債権

等
  23   26  

(7) 長期前払費用   19   15  

(8) 繰延税金資産   256   771  

(9) 保険積立金   24   19  

(10) その他 ※２  207   233  

貸倒引当金   △54   △59  

投資その他の資産合計   4,39925.9  3,44621.1

固定資産合計   7,68845.3  6,83741.8

資産合計   16,982100.0  16,363100.0
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前事業年度

(平成19年３月31日)
当事業年度

(平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)        

Ⅰ　流動負債        

１　支払手形 ※５  1,460   2,009  

２　買掛金 ※２  1,062   1,154  

３　工事未払金   66   162  

４　短期借入金 ※１  4,750   4,050  

５　未払金   30   31  

６　未払費用 ※２  429   414  

７　未払法人税等   90   17  

８　未成工事受入金   85   4  

９　預り金 ※３  333   39  

10　従業員預り金   228   224  

11　設備支払手形   ―   104  

12　製品補修対策引当金   110   ―  

流動負債合計   8,64750.9  8,21150.2

Ⅱ　固定負債        

１　長期借入金 ※１  600   1,300  

２　預り保証金   442   440  

３　退職給付引当金   1,531   1,514  

４　役員退職慰労引当金   102   ―  

５　長期未払金   ―   100  

固定負債合計   2,67615.8  3,35520.5

負債合計   11,32366.7  11,56770.7

        

(純資産の部)        

Ⅰ　株主資本        

１　資本金   1,6419.7  1,64110.0

２　資本剰余金        

（1）資本準備金  1,832   1,832   

（2）その他資本剰余金  162   162   

資本剰余金合計   1,99411.7  1,99412.2

３　利益剰余金        

その他利益剰余金        

別途積立金  1,000   1,000   

繰越利益剰余金  128   81   

利益剰余金合計   1,1286.6  1,0816.6

４　自己株式   △19 △0.1  △22 △0.1

株主資本合計   4,74427.9  4,69428.7

Ⅱ　評価・換算差額等        

その他有価証券評価差額
金

  914 5.4  102 0.6
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評価・換算差額等合

計
  914 5.4  102 0.6

純資産合計   5,65833.3  4,79629.3

負債純資産合計   16,982100.0  16,363100.0

        
 

EDINET提出書類

昭和鉄工株式会社(E01688)

有価証券報告書

 65/107



② 【損益計算書】

 

  
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ　売上高        

１　製商品売上高 ※1,4 10,891   11,107   

２　完成工事高  783 11,674100.0 990 12,098100.0

Ⅱ　売上原価        

１　製商品売上原価        

(1) 製品期首たな卸高  305   258   

(2) 当期製品製造原価※2,4 9,485   9,320   

(3) 当期商品仕入高 ※４ 389   257   

合計  10,179   9,836   

(4) 製品期末たな卸高  258   308   

(5) 他勘定振替高 ※３ 24 9,897  9 9,517  

２　完成工事原価 ※４  734   892  

合計   10,63291.1  10,41086.0

売上総利益   1,0428.9  1,68714.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費        

１　発送費  450   401   

２　販売手数料  105   64   

３　広告宣伝費  17   24   

４　役員報酬  106   104   

５　給料  293   257   

６　賞与  62   87   

７　退職給付費用  24   41   

８　役員退職慰労引当金
繰入額

 19   －   

９　福利厚生費  83   78   

10　交際費  29   25   

11　旅費交通費  79   84   

12　通信費  25   26   

13　事務用消耗品費  7   10   

14　租税公課  63   24   

15　地代家賃 ※４ 54   55   

16　減価償却費  10   9   

17　研究開発費 ※２ 58   59   

18　その他  238 1,72914.8 234 1,59213.2

営業利益又は
営業損失(△)

  △687△5.9  95 0.8
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前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅳ　営業外収益        

１　受取利息  1   7   

２　受取配当金  73   66   

３　受取地代家賃 ※４ 50   37   

４　その他  30 156 1.3 26 138 1.1

Ⅴ　営業外費用        

１　支払利息  94   105   

２　その他 ※５ 45 140 1.2 49 155 1.3

経常利益又は
経常損失(△)

  △671△5.8  77 0.6

Ⅵ　特別利益        

１　固定資産売却益 ※６ 1,000   6   

２　投資有価証券売却益  81 1,0819.3 143 149 1.3

Ⅶ　特別損失        

１　製品補修対策損失  －   83   

２　関係会社株式評価損  －   50   

３　貸倒引当金繰入額  1   26   

４　製品補修対策引当金繰入額  110   －   

５　たな卸資産廃却損  80   －   

６　たな卸資産評価損  6   －   

７　減損損失 ※９ 27   －   

８　固定資産除却損 ※７ 20   －   

９　事業撤退損失 ※８ 15   －   

10　投資有価証券評価損  5   －   

11　投資有価証券売却損  3 269 2.3 － 159 1.3

税引前当期純利益   140 1.2  67 0.6

法人税、住民税
及び事業税

 90   14   

法人税等調整額  △7 82 0.7 73 87 0.8

当期純利益又は

当期純損失(△)
  58 0.5  △20 △0.2
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製造原価明細書

 

  
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

１　原材料費        

原材料期首たな卸高  454   420   

当期原材料仕入高  3,763   4,187   

原材料期末たな卸高  420 3,79740.4 437 4,17043.0

２　外注加工費   2,47326.3  2,52326.1

３　労務費        

賃金給料  1,384   1,308   

賞与  291   172   

退職給付費用  135   119   

福利厚生費  250 2,06122.0 239 1,83919.0

４　経費        

電力料  136   148   

減価償却費  186   212   

固定資産税  51   49   

外注修繕費  74   71   

運搬費  57   61   

業務委託費  92   86   

事務用消耗品費  16   14   

その他  441 1,05611.3 511 1,15511.9

当期総製造費用   9,389100.0  9,688100.0

仕掛品期首たな卸高   1,020   774  

仕掛品期末たな卸高   774   1,066  

他勘定振替高 ※２  150   76  

当期製品製造原価   9,485   9,320  

        
 

(脚注)

 

科目 前事業年度 当事業年度

　１　原価計算の方法 組別総合原価計算 同　左

※２　他勘定振替高の内訳 販売費及び一般管理費
(その他)

25百万円

販売費及び一般管理費
(研究開発費)

56百万円

特別損失
(たな卸資産廃却損及
び評価損)

67百万円

特別損失
(事業撤退損失)

1百万円

計 150百万円

販売費及び一般管理費
(その他)

17百万円

販売費及び一般管理費
(研究開発費)

58百万円

計 76百万円
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完成工事原価報告書

 

  
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

１　材料費  126 17.2 197 22.1

２　労務費  79 10.8 105 11.8

３　外注費  511 69.6 549 61.6

４　経費  17 2.4 40 4.5

完成工事原価  734 100.0 892 100.0
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③ 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)

 

 

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成18年３月31日残高(百万円) 1,641 1,832 162 1,994

事業年度中の変動額     

　剰余金の配当(注)     

　当期純利益     

　自己株式の取得     

　株主資本以外の項目の
　事業年度中の変動額(純額)

    

事業年度中の変動額合計(百万

円)
－ － － －

平成19年３月31日残高(百万円) 1,641 1,832 162 1,994

 

 

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計その他利益剰余金
利益剰余金合計

別途積立金 繰越利益剰余金

平成18年３月31日残高(百万円) 1,000 114 1,114 △14 4,735

事業年度中の変動額      

　剰余金の配当(注)  △44 △44  △44

　当期純利益  58 58  58

　自己株式の取得    △5 △5

　株主資本以外の項目の
　事業年度中の変動額(純額)

     

事業年度中の変動額合計(百万

円)
－ 13 13 △5 8

平成19年３月31日残高(百万円) 1,000 128 1,128 △19 4,744

 

 

評価・換算差額等

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 1,055 1,055 5,791

事業年度中の変動額    

　剰余金の配当(注)   △44

　当期純利益   58

　自己株式の取得   △5

　株主資本以外の項目の
　事業年度中の変動額(純額)

△141 △141 △141

事業年度中の変動額合計(百万円) △141 △141 △133

平成19年３月31日残高(百万円) 914 914 5,658
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（注）　平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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当事業年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

 

 

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成19年３月31日残高(百万円) 1,641 1,832 162 1,994

事業年度中の変動額     

　剰余金の配当     

　当期純損失     

　自己株式の取得     

　株主資本以外の項目の
　事業年度中の変動額(純額)

    

事業年度中の変動額合計(百万

円)
－ － － －

平成20年３月31日残高(百万円) 1,641 1,832 162 1,994

 

 

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計その他利益剰余金
利益剰余金合計

別途積立金 繰越利益剰余金

平成19年３月31日残高(百万円) 1,000 128 1,128 △19 4,744

事業年度中の変動額      

　剰余金の配当  △26 △26  △26

　当期純損失  △20 △20  △20

　自己株式の取得    △2 △2

　株主資本以外の項目の
　事業年度中の変動額(純額)

     

事業年度中の変動額合計(百万

円)
－ △46 △46 △2 △49

平成20年３月31日残高(百万円) 1,000 81 1,081 △22 4,694

 

 

評価・換算差額等

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日残高(百万円) 914 914 5,658

事業年度中の変動額    

　剰余金の配当   △26

　当期純損失   △20

　自己株式の取得   △2

　株主資本以外の項目の
　事業年度中の変動額(純額)

△811 △811 △811

事業年度中の変動額合計(百万円) △811 △811 △861

平成20年３月31日残高(百万円) 102 102 4,796
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重要な会計方針

 

項目
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20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によっ

ております。

(1) 子会社株式及び関連会社株式

同左

 (2) その他有価証券

　　時価のあるもの

　　　期末日の市場価格等に基づく時

価法によっております。(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

均法により算定しておりま

す。)

　　時価のないもの

　　　移動平均法による原価法によっ

ております。

(2) その他有価証券

　　時価のあるもの

　　　         同左

 

 

 

 

 

　　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) 製品及び仕掛品は主として総平

均法による原価法によっておりま

す。

同左

 (2) 原材料は移動平均法による原価

法によっております。

 

 (3) 未成工事支出金は個別法による

原価法によっております。

 

３　固定資産の減価償却の

方法

(1) 有形固定資産
　定率法によっております。但し、
平成10年4月1日以降に取得した建
物(建物附属設備は除く)について
は、定額法を採用しております。主
な耐用年数は、建物(3年～50年)、
機械及び装置(12年)であります。

(1) 有形固定資産
　　定率法によっております。但し、
　平成10年4月1日以降に取得した建物　
(建物附属設備は除く)については、　
　定額法を採用しております。主な耐
用年数は、建物(3年～50年)、機械及
び装置(12年)であります。

 

（会計処理の変更）
　　　法人税法の改正に伴い、当事業年度
から、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は、
改正後の法人税法に定める償却方
法に変更しております。
これによる損益に与える影響額
は軽微であります。

 

（追加情報）

　　　当事業年度から、平成19年３月31日
以前に取得した有形固定資産につ
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
の翌事業年度から、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。

　　　これにより、営業利益、経常利益及

び税引前当期純利益はそれぞれ32

百万円減少しております。
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 (2) 無形固定資産

　　定額法によっております。

 

(2) 無形固定資産

同左
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項目
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

４　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) 製品補修対策引当金

　　過去の売上製品の一部について、

今後無償の点検修理を見込んでお

り、必要と認められる額を計上し

ております。

（追加情報）

　この引当金は特定の製品に不具

合が判明したことに伴い、当事業

年度から計上しております。

　　これにより、税引前当期純利益は、

110百万円減少しております。

――――――

 (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、

当期末において発生していると認

められる額を計上しております。

　　数理計算上の差異は、各期の発生

時における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数(10年)によ

る定額法により按分した額をそれ

ぞれ発生の翌期から費用処理する

こととしております。

(3) 退職給付引当金

同左

 (4) 役員退職慰労引当金

　　役員の退職慰労金の支出に備える

ため、役員退職慰労金規程に基づ

く期末要支給額を計上しておりま

す。

 

――――――

５　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。

 

同左

６　その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

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。

　なお、控除対象外消費税等は当事業

年度の期間費用としております。

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。
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会計処理の変更

 
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準)

当事業年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12

月9日 企業会計基準第5号）及び「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業

会計基準委員会 平成17年12月9日 企業会計基準適用

指針第8号）を適用しております。

なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

5,658百万円であります。

財務諸表等規則の改正により、当事業年度における

財務諸表は、改正後の財務諸表等規則により作成して

おります。

――――――

 

 

追加情報

 
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

―――――― 当社は、従来役員の退職慰労金の支出に備えるため、

役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を引当計上

しておりましたが、平成19年４月25日開催の取締役会

において、役員退職慰労金制度を第85回定時株主総会

(平成19年6月27日開催)の終結の時をもって廃止する

ことを決議し、同総会において、各役員の就任時から同

総会終結時までの退職慰労金を退任時に打ち切り支給

することを決議いたしました。同日現在の役員退職慰

労引当金残高100百万円については固定負債の「長期

未払金」に振替計上しております。
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注記事項

(貸借対照表関係)

 
前事業年度

(平成19年３月31日)
当事業年度

(平成20年３月31日)

※１　担保資産及び対応する債務

〈担保資産〉

受取手形 296百万円 (   ―百万円)

建物 168百万円 (  133百万円)

機械及び装置 9百万円 (  　9百万円)

土地 364百万円 (  266百万円)

投資有価証券 923百万円 (   ―百万円)

計 1,762百万円 (　409百万円)

　

※１　担保資産及び対応する債務

〈担保資産〉

受取手形 336百万円 (   ―百万円)

建物 158百万円 (  125百万円)

機械及び装置 7百万円 (    7百万円)

土地 364百万円 (  266百万円)

投資有価証券 503百万円 (   ―百万円)

計 1,370百万円 (  399百万円)

　

〈対応する債務〉

短期借入金 1,496百万円 (1,000百万円)

長期借入金 300百万円 (　200百万円)

(１年内返済予定額を含む)   

計 1,796百万円 (1,200百万円)

　

〈対応する債務〉

短期借入金 1,536百万円 (1,000百万円)

長期借入金 300百万円 (　200百万円)

(１年内返済予定額を含む)   

計 1,836百万円 (1,200百万円)

　
　　上記のうち(　)内は内書で、工場財団抵当及び当該債

務を示しております。

　　上記のうち(　)内は内書で、工場財団抵当及び当該債

務を示しております。

※２　関係会社に係る注記

　　　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。

※２　関係会社に係る注記

　　　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。

受取手形 659百万円

売掛金 295百万円

投資その他の資産「その他」 32百万円

買掛金 50百万円

未払費用 41百万円
　

受取手形 679百万円

売掛金 294百万円

投資その他の資産「その他」 32百万円

買掛金 27百万円

未払費用 42百万円
　

※３　投資有価証券には貸付投資有価証券370百万円が

含まれております。また、当該貸付取引の担保金

297百万円を預り金に計上しております。

――――――

４　偶発債務

　　　　借入債務保証

　　朝日テック㈱ 25百万円

４　偶発債務

　　　　借入債務保証

　　朝日テック㈱ 22百万円

※５　期末日満期手形の会計処理  
　　　　手形満期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日残高から除かれており

ます。
受　取　手　形
支　払　手　形

243百万円
17百万円

――――――
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(損益計算書関係)

 
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

※１　製品売上高と商品売上高の区分掲記が困難なた

め、合計額を製商品売上高として記載しておりま

す。

※１　製品売上高と商品売上高の区分掲記が困難なた

め、合計額を製商品売上高として記載しておりま

す。

※２　研究開発費の総額

　　　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費　　　　　　　　　　 　　　　　　183百万円

※２　研究開発費の総額

　　　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費　　　　　　　　　　 　　　　　　158百万円

※３　他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

たな卸資産廃却損及び評価損 18百万円

事業撤退損失 5百万円
　

※３　他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

たな卸資産廃却損 9百万円

  
　

※４　関係会社に係る注記

　　　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。

製商品売上高 2,197百万円

仕入高 986百万円

地代家賃 45百万円

受取地代家賃 32百万円

※４　関係会社に係る注記

　　　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。

製商品売上高 2,121百万円

仕入高 950百万円

地代家賃 45百万円

受取地代家賃 29百万円

※５　営業外費用「その他」の主な内容は、賃貸資産減

価償却費18百万円であります。

※６　土地の売却益であります。

※５　営業外費用「その他」の主な内容は、賃貸資産減

価償却費15百万円であります。

※６　土地の売却益であります。

※７　機械及び装置の廃却損であります。 ――――――

※８　不採算の小規模事業からの撤退損失であります。 ――――――

※９　減損損失

　当事業年度において当社は以下の資産グループ

について減損損失を計上しました。

用途 種類 場所 金額

遊休資産 土地 広島市西区 27百万円

（経緯）

　上記土地については、当期における利用実績がな

く、遊休資産になっております。今後の利用計画

も無く、時価も著しく下落しているため、減損損

失を認識いたしました。

（グルーピングの方法）

　事業用資産は管理会計上の区分毎に、賃貸資産及

び遊休資産は１物件毎に区分しております。

（回収可能価額の算定方法等）

正味売却価額により測定しており、固定資産評

価額を合理的に調整した価額に基づき評価して

おります。

――――――
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(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１　自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 63,788 15,583 － 79,371

 

（注）自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

　　

当事業年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

１　自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 79,371 10,134 － 89,505

 

（注）自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
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(リース取引関係)

 
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１　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

１　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

(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
　

(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
　

  
取得価額
相当額

 
減価償却累計額
相当額

 
期末残高
相当額

機械及び装置  297百万円 119百万円 177百万円

車輌運搬具  9百万円 8百万円 1百万円

工具器具備品  71百万円 29百万円 42百万円

ソフトウェア  5百万円 1百万円 3百万円

合計  383百万円 158百万円 225百万円

　

  
取得価額
相当額

 
減価償却累計額
相当額

 
期末残高
相当額

機械及び装置  297百万円 161百万円 136百万円

車輌運搬具  3百万円 3百万円 0百万円

工具器具備品  84百万円 31百万円 53百万円

ソフトウェア  5百万円 2百万円 2百万円

合計  390百万円 197百万円 192百万円

　
　　なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高の

有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定しております。

同左

(2) 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 56百万円

１年超 169百万円

合計 225百万円
　

(2) 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 58百万円

１年超 134百万円

合計 192百万円
　

　　なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー

ス料期末残高の有形固定資産の期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法により算定してお

ります。

同左

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 68百万円

減価償却費相当額 68百万円
　

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 60百万円

減価償却費相当額 60百万円
　

(4) 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、残存価額を零とする定

額法によっております。

（減損損失について）

減損対象となるリース資産がないため、項目等

の記載は省略しております。

 

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

 

（減損損失について）

同左

 

２　オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年以内 15百万円

１年超 30百万円

合計 46百万円
　

２　オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年以内 15百万円

１年超 15百万円

合計 30百万円
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(有価証券関係)

前事業年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)及び当事業年度(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。

 

(税効果会計関係)

 

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

 

 前事業年度

平成19年３月31日

 当事業年度

平成20年３月31日

繰延税金資産    

　未払賞与 66百万円  62百万円

製品補修対策引当金 44  ―

　投資有価証券評価損 170  141

　退職給付引当金 619  612

　役員退職慰労引当金 41  ―

未払役員退職金 ―  40

　その他 69  119

繰延税金資産小計 1,012  976

評価性引当額 △2  △50

繰延税金資産合計 1,010  925

繰延税金負債    

　その他有価証券評価差額金 △620  △69

繰延税金負債合計 △620  △69

繰延税金資産の純額 389  856

    

 

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間に重要な差異があるときの、当該差

異の原因となった主要な項目別の内訳

 

 
前事業年度

平成19年３月31日

 当事業年度

平成20年３月31日

法定実効税率 40.4％  40.4％

(調整)    

　交際費等永久に損金に算入されない項目 9.2  8.4

　受取配当金等永久に益金に算入されない
　項目

△5.0  △10.8

EDINET提出書類

昭和鉄工株式会社(E01688)

有価証券報告書

 83/107



　住民税均等割等 13.0  21.6

　評価性引当額の増減 ―  71.3

　その他 1.1  △1.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 58.7  129.8
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(企業結合等関係)

前事業年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)及び当事業年度(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。
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(１株当たり情報)

 
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１株当たり純資産額 636.45円１株当たり純資産額 540.16円

１株当たり当期純利益金額 6.54円１株当たり当期純損失金額 2.27円

なお、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金額に

ついては、１株当たり当期純損失が計上されており、ま

た、潜在株式が存在しないため記載をしておりません。

(注)　１株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額の算定上の基礎は、次のとおりであります。

 

 
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当期純利益又は当期純損失(△)(百万円) 58 △20

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)
58 △20

普通株式の期中平均株式数(株) 8,901,421 8,886,033

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

 

銘柄 株式数(株)
貸借対照表計上額
(百万円)

  （株）ふくおかフィナンシャルグループ 1,718,000 891

  （株）山武 60,000 167

  東テク（株） 378,000 143

  （株）西日本シティ銀行 500,000 131

  西日本鉄道（株） 220,000 78

  （株）福岡中央銀行 130,000 61

  （株）正興電機製作所 157,161 56

  （株）福岡カンツリー倶楽部 40 41

投資有価証券
その他有価証

券
住友商事（株） 30,026 39

  （株）十八銀行 85,053 31

  （株）Ｔ＆Ｄホールディングス 5,000 26

  
（株）三菱ＵＦＪフィナンシャル・
グループ

30,000 25

  前田証券（株） 61,920 18

  （株）山口フィナンシャルグループ 16,000 18

  
（株）メディセオ・パルタックホー
ルディングス

8,928 16

  朝日テクノス（株） 12,367 15

  朝日機器（株） 30,000 15

  その他（40銘柄） 459,909 187

  小計 3,902,404 1,965

計 3,902,404 1,965
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【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類
前期末残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産        

　建物 3,088 114 5 3,198 2,166 81 1,031

　構築物 205 13 ― 219 164 8 54

　機械及び装置 3,123 200 12 3,311 2,740 88 571

　車輌運搬具 53 3 ― 56 50 1 6

　工具器具備品 1,959 19 24 1,955 1,832 42 122

　土地 1,492 ― 0 1,492 ― ― 1,492

　建設仮勘定 37 337 352 22 ― ― 22

有形固定資産計 9,960 689 394 10,255 6,954 223 3,301

無形固定資産        

　借地権 63 ― ― 63 ― ― 63

　ソフトウェア 145 ― ― 145 131 9 13

　その他 26 ― ― 26 14 0 11

無形固定資産計 235 ― ― 235 146 9 89

長期前払費用 24 ― ― 24 8 4 15

繰延資産        

― ― ― ― ― ― ― ―

繰延資産計 ― ― ― ― ― ― ―

(注)　　当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物　　　　　古賀Ａ－６工場　　104百万円

　　　　　機械及び装置　熱処理炉　　　　　 50百万円

          機械及び装置　精鋳溶解炉　　     44百万円
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【引当金明細表】

 

区分
前期末残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金 60 56 ― 26 90

製品補修対策引当金 110 ― 110 ― ―

役員退職慰労引当金 102 ― 0 101 ―

(注)　１　貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、一般債権の貸倒実績率洗替等であります。

２　役員退職慰労引当金の「当期減少額（その他）」は、役員退職慰労金制度廃止に伴う長期未払金への

振替額等であります。

     

EDINET提出書類

昭和鉄工株式会社(E01688)

有価証券報告書

 89/107



(2) 【主な資産及び負債の内容】

当事業年度末(平成20年３月31日)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。

①　現金及び預金

 

区分 金額(百万円)

現金 4

預金  

当座預金 471

普通預金 32

通知預金 1,130

定期預金 340

計 1,974

合計 1,979

 

②　受取手形

イ　相手先別内訳

 

相手先 金額(百万円)

昭和ネオス㈱ 585

朝日機器㈱ 198

大洋商事㈱ 176

朝日テクノス㈱ 138

進和テック㈱ 101

その他　　　　　(注) 882

合計 2,083

(注)　 クノールブレムゼ商用車システムジャパン㈱他

 

ロ　期日別内訳

 

期日 金額(百万円)

平成20年４月満期 486

　　　　５月満期 458

　　　　６月満期 449

　　　　７月満期 519

　　　　８月満期 167

　　　　９月以降満期 1

合計 2,083
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③　売掛金

イ　相手先別内訳
 

相手先 金額(百万円)

CHIMEI Optoelectronics Corporation 546

昭和ネオス㈱ 237

AU Optronics Corporation 220

FAPRO ENTERPRISE CO.,LTD 183

KOREA PIONICS CO.,LTD 160

その他　　　　　(注) 1,720

合計 3,068

(注)　東テク㈱他

 

ロ　売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

前期繰越高(百万
円)
 
(Ａ)

当期発生高(百万
円)
 
(Ｂ)

当期回収高(百万
円)
 
(Ｃ)

次期繰越高(百万
円)
 
(Ｄ)

回収率(％)
 

(Ｃ)
×100

(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)
(Ａ)＋(Ｄ)
２
(Ｂ)
366

3,365 11,553 11,850 3,068 79.4 101.9

(注)　消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

④　完成工事未収入金

イ　相手先別内訳
 

相手先 金額(百万円)

福岡市 130

清水建設㈱ 20

㈱今宮組 11

㈱電永社 5

九州建設㈱ 2

その他　　　　　(注) 14

合計 185

(注)　㈱西中洲樋口建設他

 

ロ　完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

 

前期繰越高(百万
円)
 
(Ａ)

当期発生高(百万
円)
 
(Ｂ)

当期回収高(百万
円)
 
(Ｃ)

次期繰越高(百万
円)
 
(Ｄ)

回収率(％)
 

(Ｃ)
×100

(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)
(Ａ)＋(Ｄ)
２
(Ｂ)
366

181 1,040 1,036 185 84.8 64.7

(注)　消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
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⑤　製品
 

品名 金額(百万円)

熱源機器 165

景観製品 57

空調機器 46

環境機器 29

残さ処理設備 9

合計 308

 

⑥　原材料
 

品名 金額(百万円)

鋳物資材 89

自動制御機器 55

空調機器部品 49

鋼材類 42

銅管類 26

その他 174

合計 437

 

⑦　仕掛品
 

品名 金額(百万円)

鋳造品 357

熱処理炉 237

熱源機器 215

景観製品 146

空調機器 78

環境機器 31

合計 1,066
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⑧　未成工事支出金

 

工事名 金額(百万円)

エフエム福岡・西日本シティ銀行共同ビル衛生設備工事 1

ＹＳＫ企画松島冷凍・冷蔵倉庫新築工事 1

九州大学（伊都）総合体育館新営機械設備工事 1

その他 13

合計 17

 

⑨　支払手形

イ　相手先別内訳

 

相手先 金額(百万円)

有田工業㈱ 100

信和鋼板㈱ 81

日本電産サンキョー㈱ 75

三興バルブ継手㈱ 47

神商非鉄㈱ 46

その他　　　　　(注) 1,656

合計 2,009

(注)　 ㈱アサヒ汽工他

 

ロ　期日別内訳

 

期日 金額(百万円)

平成20年４月満期 521

　　　　５月満期 546

　　　　６月満期 436

　　　　７月満期 452

　　　　８月以降満期 52

合計 2,009
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⑩　買掛金

 

相手先 金額(百万円)

日本電産サンキョー㈱ 66

㈱ピー・エー・デザイン 56

菱洋商事㈱ 47

有田工業㈱ 37

信和鋼板㈱ 33

その他　　　　　(注) 912

合計 1,154

(注)　 アドマット㈱他

 

⑪　工事未払金

 

相手先 金額(百万円)

㈱テクノ菱和 50

大高建設㈱ 15

㈱照設 12

空研工業㈱ 8

㈲テクノエンジニア 7

その他　　　　　(注) 68

合計 162

(注)　㈱竹中工務店他

 

⑫　短期借入金

 

借入先 金額(百万円)

㈱福岡銀行 1,200

㈱西日本シティ銀行 600

㈱山口銀行 500

㈱三井住友銀行 400

㈱十八銀行 400

その他　　　　　(注) 950

合計 4,050

(注)　㈱みずほ銀行他
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⑬　長期借入金

 

借入先 金額(百万円)

㈱三井住友銀行 300

㈱西日本シティ銀行 300

㈱山口銀行 300

その他　　　　　(注) 400

合計 1,300

(注)　㈱福岡銀行他

 

⑭　退職給付引当金

 

区分 金額(百万円)

退職給付債務 3,134

年金資産残高 △1,290

未認識数理計算上の差異 △329

合計 1,514

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

株券の種類 10,000株券、5,000株券、1,000株券、500株券、100株券、100株未満株券

剰余金の配当の基準日 ９月30日、３月31日

１単元の株式数 1,000株

株式の名義書換え  

　　取扱場所
東京都港区芝三丁目33番１号
中央三井信託銀行株式会社　本店

　　株主名簿管理人
東京都港区芝三丁目33番１号
中央三井信託銀行株式会社

　　取次所
中央三井信託銀行株式会社　全国各支店
日本証券代行株式会社　本店、全国各支店

　　名義書換手数料 無料

　　新券交付手数料 株券１枚につき50円に、印紙税相当額を加算した額

単元未満株式の買取り  

　　取扱場所
東京都港区芝三丁目33番１号
中央三井信託銀行株式会社　本店

　　株主名簿管理人
東京都港区芝三丁目33番１号
中央三井信託銀行株式会社

　　取次所
中央三井信託銀行株式会社　全国各支店
日本証券代行株式会社　本店、全国各支店

　　買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法

当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によっ
て電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
なお、電子公告は当会社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおり
です。
http://www.showa.co.jp/

株主に対する特典 なし

（注）　当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができな

い。

　　　　会社法第189条第２項各号に掲げる権利

　　　　会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

　　　　株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

　　　　株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
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第７ 【提出会社の参考情報】

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社には、親会社等はありません。

 

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。

 

(1) 
 

有価証券報告書
及びその添付書類

事業年度
(第85期)

自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日

 
平成19年６月28日
福岡財務支局長に提出

(2)
 

有価証券報告書
の訂正報告書

上記(1) 有価証券報告書の訂正報告書 
平成19年９月12日
福岡財務支局長に提出

(3) 半期報告書 (第86期中)
 

自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日

 
 
平成19年12月20日
福岡財務支局長に提出
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書
 

 

平成19年６月27日

 

昭和鉄工株式会社

取締役会　御中

 

監査法人　トーマツ  

 

指定社員
業務執行社員

 公認会計士　　柴　　田　　良　　智　　㊞

 

指定社員
業務執行社員

 公認会計士　　内　　藤　　真　　一　　㊞

 

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている昭和鉄工株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の連結財務

諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー

計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監

査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ること

を求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経

営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んで

いる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

に準拠して、昭和鉄工株式会社及び連結子会社の平成19年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって

終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に

表示しているものと認める。

 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

 

以　上
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※　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

会社)が別途保管しております。
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独立監査人の監査報告書
 

 

平成20年６月26日

 

昭和鉄工株式会社

取締役会　御中

 

監査法人　トーマツ  

 

指定社員
業務執行社員

 公認会計士　　柴　　田　　良　　智　　㊞

 

指定社員
業務執行社員

 公認会計士　　松　　嶋　　　敦　　　　㊞

 

指定社員
業務執行社員

 公認会計士　　内　　藤　　真　　一　　㊞

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状

況」に掲げられている昭和鉄工株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの連結会計年

度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッ

シュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者

にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ること

を求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経

営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んで

いる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

に準拠して、昭和鉄工株式会社及び連結子会社の平成20年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって

終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に

表示しているものと認める。

 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。
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以　上

 

※　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

会社)が別途保管しております。
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独立監査人の監査報告書
 

 

平成19年６月27日

 

昭和鉄工株式会社

取締役会　御中

 

監査法人　トーマツ  

 

指定社員
業務執行社員

 公認会計士　　柴　　田　　良　　智　　㊞

 

指定社員
業務執行社員

 公認会計士　　内　　藤　　真　　一　　㊞

 

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている昭和鉄工株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第85期事業年度の財務諸

表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。こ

の財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表

明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求

めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者

によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監

査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、昭和鉄工株式会社の平成19年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経

営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

 

以　上
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※　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

会社)が別途保管しております。
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独立監査人の監査報告書
 

 

平成20年６月26日

 

昭和鉄工株式会社

取締役会　御中

 

監査法人　トーマツ  

 

指定社員
業務執行社員

 公認会計士　　柴　　田　　良　　智　　㊞

 

指定社員
業務執行社員

 公認会計士　　松　　嶋　　　敦　　　　㊞

 

指定社員
業務執行社員

 公認会計士　　内　　藤　　真　　一　　㊞

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状

況」に掲げられている昭和鉄工株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第86期事業

年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監

査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に

対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求

めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者

によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監

査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、昭和鉄工株式会社の平成20年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経

営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

 

以　上
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※　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

会社)が別途保管しております。
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