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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55期 第56期 第57期 第58期 第59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) 38,221 43,934 45,812 50,414 52,101

経常利益 (百万円) 3,840 6,648 7,829 9,989 8,075

当期純利益 (百万円) 2,159 3,924 4,713 6,333 3,566

純資産額 (百万円) 44,266 47,647 53,675 58,893 59,004

総資産額 (百万円) 80,002 82,602 79,326 86,003 84,761

１株当たり純資産額 (円) 596.43 642.10 723.24 790.68 803.14

１株当たり当期純利益 (円) 28.19 51.89 62.47 85.07 48.37

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) 25.32 46.60 56.13 76.85 43.66

自己資本比率 (％) 55.3 57.7 67.7 68.5 69.6

自己資本利益率 (％) 5.0 8.5 9.3 11.3 6.0

株価収益率 (倍) 25.90 14.22 22.31 12.82 12.65

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 9,946 7,664 6,166 7,059 6,573

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,222 △992 △1,831 △2,749 △8,247

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △184 △3,349 △11,525 △1,343 △2,125

現金及び現金同等物の
期末残高

(百万円) 18,600 21,900 14,857 17,858 14,004

従業員数
(外、平均臨時雇用者数)

(名)
897
(111)

932
(81)

943
(67)

979
(73)

968
(121)

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　従業員数は就業人員であります。

３　純資産額の算定にあたり、平成19年３月期から「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」（企業会計基準適用

指針第８号）を適用しております。
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(2) 提出会社の経営指標等

　

回次 第55期 第56期 第57期 第58期 第59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) 33,870 39,349 40,551 44,915 46,169

経常利益 (百万円) 3,062 5,747 6,815 8,817 7,012

当期純利益 (百万円) 1,737 3,408 4,170 5,355 2,985

資本金 (百万円) 9,325 9,325 9,341 9,532 9,532

発行済株式総数 (株) 74,165,01074,165,01074,198,62174,599,87574,599,875

純資産額 (百万円) 41,581 44,354 49,071 53,136 52,875

総資産額 (百万円) 75,230 76,878 72,061 77,497 75,690

１株当たり純資産額 (円) 560.21 597.65 661.10 713.38 719.72

１株当たり配当額
(１株当たり中間配当
額)

(円)
9.00
(4.50)

10.00
(4.50)

11.00
(5.50)

14.00
(6.00)

16.00
(8.00)

１株当たり当期純利益 (円) 22.50 44.92 55.15 71.93 40.49

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) 20.21 40.34 49.55 64.97 36.54

自己資本比率 (％) 55.3 57.7 68.1 68.6 69.9

自己資本利益率 (％) 4.3 7.9 8.9 10.5 5.6

株価収益率 (倍) 32.44 16.43 25.28 15.17 15.11

配当性向 (％) 38.4 22.3 19.9 19.5 39.5

従業員数
(外、平均臨時雇用者数)

(名)
723
(101)

737
(78)

741
(63)

738
(70)

696
(116)

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　従業員数は就業人員であります。

３　純資産額の算定にあたり、平成19年３月期から「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」（企業会計基準適用

指針第８号）を適用しております。
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２ 【沿革】

昭和25年２月 軸受等の販売を目的として名古屋市に大一工業株式会社を設立。

昭和31年３月 ニードルベアリング(針状ころ軸受)の研究開発に着手。

昭和31年７月 日本トムソンベアリング株式会社と業務提携。ニードルベアリングの販売を開始。

昭和34年９月 ニードルベアリングの生産を開始。

昭和38年６月 本社を東京都に移転、名古屋を支店とする。

昭和38年７月 (アイケイオー)を当社ブランドとして商標登録。

昭和38年８月 社名を日本トムソン株式会社に変更。

昭和38年10月株式を東京証券取引所市場第二部に上場。

昭和39年２月 日本トムソンベアリング株式会社を吸収合併。

昭和42年８月 大阪証券取引所市場第二部に上場。

昭和43年２月 本社を現在地に新築移転。

昭和43年６月 東京・大阪証券取引所の市場第一部に指定替え。

昭和44年５月 スウェーデンのベアリングメーカーSKF社と４年間にわたり業務提携を結ぶ。

昭和44年５月 岐阜製作所を新設。

昭和44年12月米国に販売会社IKO INTERNATIONAL, INC.を設立(現連結子会社)。

昭和46年１月 日本トムソン販売株式会社(現連結子会社、昭和50年12月に「アイケイオー販売株

式会社」から商号変更)を設立。

昭和48年３月 株式会社不二越と提携する。

昭和48年９月 株式会社笠神製作所を設立(現連結子会社)。

昭和50年11月オランダに販売会社NIPPON THOMPSON EUROPE B.V.を設立(現連結子会社)。

昭和57年５月 日本ディック株式会社(現連結子会社、平成４年３月に「ダルマ産業株式会社」か

ら商号変更)に資本参加する。

昭和57年10月スイス・フラン建転換社債を発行。

昭和58年11月第２回スイス・フラン建転換社債を発行。

昭和61年９月 スイス・フラン建新株引受権付社債を発行。

平成元年２月 株式会社武芸川製作所を設立(現連結子会社)。

平成元年３月 米ドル建新株引受権付社債を発行。

平成10年４月 株式会社八生商会に資本参加する。

平成13年６月 第１回無担保転換社債を発行。

平成15年３月 大阪証券取引所市場第一部の上場を廃止。

平成18年２月 中国に販売会社艾克欧東晟商貿(上海)有限公司(IKO-THOMPSON(SHANGHAI)LTD.)を

設立。

平成18年３月 ベトナムに製造会社IKO THOMPSON VIETNAM CO.,LTD.を設立(現連結子会社)。
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３ 【事業の内容】

当社の企業集団は、当社及び子会社13社で構成され、針状ころ軸受等及び直動案内機器(以下、軸受等)な

らびに諸機械部品の製造・販売を単一の事業として運営しているため、事業の種類別セグメント及び事業

部門は一括して記載しております。
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４ 【関係会社の状況】

　

名称 住所

資本金

又は出資金

(百万円)

主要な事業の

内容

議決権の

所有割合

(％)

関係内容

(連結子会社)

日本トムソン販売㈱

(注)２、３
東京都港区 20 軸受等販売

100.0

(60.0)
当社の軸受等ならびに諸機械部品の販売

IKO INTERNATIONAL, INC.

(注)３
米国 6,000千米ドル 〃

100.0

(73.3)

当社の軸受等ならびに諸機械部品の販売

役員の兼任　１名

NIPPON THOMPSON EUROPE

B.V.

(注)２、３

オランダ 9,000千ユーロ 〃 100.0
当社の軸受等ならびに諸機械部品の販売

役員の兼任　１名

日本ディック㈱ 名古屋市中区 90
軸受等、機械

部品販売

100.0

(82.0)
当社の軸受等ならびに諸機械部品の販売

㈱武芸川製作所 　　 (注)２ 岐阜県関市 30 軸受等製造
100.0

(60.0)
当社の軸受等の一部を製造

㈱笠神製作所 岐阜県美濃市 20 〃
100.0

(60.0)
〃

IKO THOMPSON VIETNAM CO.,

LTD.
ベトナム 8,000千米ドル 〃 100.0

当社の軸受等の一部を製造

役員の兼任　１名

(注) １　「議決権の所有割合」欄の(内書)は、間接所有割合であります。

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％を超える連結子会社は次のと

おりであります。

　

区分 日本トムソン販売㈱ IKO INTERNATIONAL, INC.
NIPPON THOMPSON EUROPE
B.V.

売上高(百万円)
経常利益(百万円)
当期純利益(百万円)

8,557
210
136

5,266
567
348

5,739
471
341

純資産額(百万円)
総資産額(百万円)

1,348
2,330

4,022
4,467

3,279
5,398
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５ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

当社及び連結子会社(以下、当社グループ)は、軸受等ならびに諸機械部品の製造・販売を単一の事業と

して運営しているため、事業の種類別セグメント及び事業部門は一括して記載しております。

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(名)

軸受等ならびに諸機械部品 897(121)

全社(共通) 71

合計 968(121)

(注) １　従業員数は就業人員であります。

２　「従業員数」欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。

　

(2) 提出会社の状況

平成20年３月31日現在

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円)

696(116) 40.9 19.3 6,847,702

(注) １　従業員数は就業人員であります。

２　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　「従業員数」欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。

　

(3) 労働組合の状況

労働組合とは相互信頼を基調として、関係する諸問題の円満解決を図るなど、労使関係は安定しており

ます。
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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の経済は、堅調な企業業績を背景とした設備投資意欲の持続に加え、ア

ジアをはじめ、欧州地域や新興国等の経済成長に支えられた外需も好調であったことなどから、前半は緩

やかな成長が続きました。しかし、年度後半からは、米国のサブプライムローン問題による金融不安が深

まり、急激な為替変動や株価下落の進行、原油・原材料価格の更なる高騰等により、しだいに世界経済全

体に先行き不透明感が強まってまいりました。

このような情勢のもとで、当社グループといたしましては、事業規模を拡大し、企業価値を高めるため

の諸施策を展開してまいりました。

販売面では、「ユーザーに密着した提案型営業活動」を継続的に推進し、国内外市場ともに、幅広い産

業の需要開拓に注力するとともに、製品性能で優位性の高い高剛性・高精度のローラタイプ直動案内機

器等を工作機械等の潜在需要の大きな産業に対し、積極的な受注活動を展開しました。

製品開発面では、ローラタイプ直動案内機器のパイオニアとして用途の拡大を目指し、環境負荷低減と

ユーザーの給油管理工数削減を実現させる当社独自の開発製品「メンテナンスフリーシリーズ」との融

合で生まれたＣルーブリニアローラウェイスーパーＸの品種を積極的に強化するなど、当連結会計年度

は14品目の新製品を開発し、市場に投入しました。

生産面では、海外を中心に需要が拡大している針状ころ軸受等の生産能力を、前期に引き続き増強しま

した。また、直動案内機器については、ベトナムの生産子会社「IKO THOMPSON VIETNAM CO.,LTD.」を含

め、グループ全体で製品ごとの負荷状況に応じた生産体制の最適化を推進し、生産強化を図りました。

その結果、当連結会計年度の売上高は52,101百万円(前年同期比3.3％増)となりました。しかし、収益面

につきましては、原価低減や事務合理化、経費節減等に注力しましたが、原材料価格の高騰等による材料

費・加工費等の増加、税制改正等による減価償却費負担増や販売費増等の影響により売上原価及び経費

が前年同期に比べ膨らんだ結果、経常利益は8,075百万円(前年同期比19.2％減)となり、当期純利益は、減

損処理による投資有価証券評価損の特別損失の計上もあり3,566百万円(前年同期比43.7％減)となりま

した。

また、当連結会計年度における軸受等の生産高(平均販売価格による)は41,338百万円(前年同期比

2.7％減)となり、軸受等ならびに諸機械部品の受注高は53,931百万円(前年同期比7.8％増)となりまし

た。

　

①　事業の種類別セグメントについて、当社グループは、軸受等ならびに諸機械部品の製造販売を主な単

一の事業として運営しているため、事業の種類別セグメント及び事業部門は一括して記載しておりま

す。なお、部門別では、軸受等の売上高は44,964百万円(前年同期比3.5％増)で、諸機械部品の売上高は、

7,136百万円(前年同期比2.7％増)となりました。
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部門別売上高

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

比較増減(自　平成18年４月１日 (自　平成19年４月１日

  至　平成19年３月31日)   至　平成20年３月31日)

金額(百万円) 比率(％) 金額(百万円) 比率(％)金額(百万円)伸び率(％)

軸　受　等 43,46486.2 44,96486.3 1,500 3.5

諸機械部品 6,95013.8 7,13613.7 186 2.7

売上高合計 50,414100.0 52,101100.0 1,687 3.3

　

②　所在地別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

日本

国内市場は、堅調な設備投資と輸出を背景に好調であった工作機械向けに、高剛性・高精度のロー

ラタイプ直動案内機器が伸張し、針状ころ軸受等では輸送機械や油圧機械向けが増加しました。反

面、半導体製造装置・電子部品実装機等のエレクトロニクス関連産業向けなどは、新規設備投資の先

送りなどから減少となりました。国内代理店向けもエレクトロニクス関連産業や自動車産業向け設

備需要の伸び悩みの影響等により減少しました。一方、輸出は、アジアや欧州地域をはじめとした堅

調な経済成長に加え、日本企業の海外生産シフトの進展等により需要が拡大しました。その結果、売

上高は41,114百万円(前年同期比0.1％増)に留まり、営業利益は売上原価や経費等の増加により

7,785百万円(前年同期比18.7％減)となりました。

　

北米

北米地域は、エレクトロニクス関連産業向けは伸び悩みましたが、工作機械や医療機器向けが好調

に推移したことのほか、幅広い産業分野での需要開拓を展開したことにより、売上高は5,265百万円

(前年同期比4.7％増)となりましたが、販売費増等により営業利益は485百万円(前年同期比15.1％

減)となりました。

　

欧州

欧州地域は、前期に引き続き国内外需要が堅調であり、域内景気は拡大基調を持続しました。その

結果、工作機械や医療機器向けをはじめ、総じて各需要業界向けが好調に推移したことに加え、為替

変動による増収効果もあり、売上高は5,721百万円(前年同期比32.8％増)となり、営業利益は465百万

円(前年同期比34.2％増)となりました。
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(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は、前連結会計年度末より3,853百万円減少し14,004百

万円となりました。

　

①　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キャッシュ・フローは、前年同期に比べ485百万円減少し6,573百万円と

なりました。これは主に、税金等調整前当期純利益7,102百万円、減価償却費3,187百万円、投資有価証券

評価損990百万円等による収入と、法人税等の支払額4,471百万円、たな卸資産の増加額1,136百万円等

の支出との差額によるものであります。

　

②　投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動により使用されたキャッシュ・フローは、前年同期に比べ5,498百万円増加し8,247百万円

となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出4,095百万円、投資有価証券の取得による支

出3,512百万円等によるものであります。

なお、営業活動によるキャッシュ・フローから投資活動によるキャッシュ・フローを除いたフリー

キャッシュ・フローは、前年同期に比べ5,984百万円減少し、△1,674百万円となりました。

　

③　財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動により使用されたキャッシュ・フローは、前年同期に比べ782百万円増加し2,125百万円と

なりました。これは主に、配当金の支払額1,183百万円、自己株式の取得による支出1,170百万円等によ

るものであります。

　

なお、事業の状況における記載金額には、消費税等は含まれておりません。

　

２ 【生産、受注及び販売の状況】

当社グループは、軸受等ならびに諸機械部品の製造・販売を単一の事業として運営しているため、生産、

受注及び販売の状況は、「第２　事業の状況　１ 業績等の概要 (1) 業績」に一括して記載しております。

　

３ 【対処すべき課題】

(1)　当社グループの対処すべき課題

当社グループは、世界規模で技術革新が進展する中、急激に変化する国内外の市場動向を的確に把握

し、売上の最大化を軸とした事業規模の拡大を図り、環境対策面や性能面に優れたＩＫＯブランド製品

を通じて企業価値の向上を目指すための取り組みとして、以下の諸施策を講じてまいります。
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(ア)　販売活動につきましては、当社グループの販売戦略の根幹をなす『ユーザーに密着した提案型営業

活動』をより積極的に展開して、新規市場の開拓や既存市場に対する当社製品の浸透を図ってまいり

ます。そのために、国内外の市場の変化に適応した合理的、効率的な販売体制の構築を継続的に推進し

てまいります。

① 国内市場に対する施策

当社グループは先端産業等の主要な需要産業のみならず、市場規模にとらわれない緻密な販売活動

を図り、当社グループの強みである多品種生産体制を生かしながら、提案型営業活動の要となる

「ユーザーを直接訪問して行うミニ展示会・技術セミナー」を積極的に開催し、幅広い産業分野の需

要を開拓することで、特定産業に傾斜しないバランスの取れた売上構成を形成してまいります。

② 海外市場に対する施策

当社グループがＩＫＯブランド製品の市場浸透力を高め、事業規模の拡大を図るためには、海外市場

に対する販売強化は不可欠であります。そのために、海外現地法人を中心に販売網を整備・拡大して、

新興国等の需要開拓を積極的に推進するとともに、経済成長の著しい中国については、販売子会社の販

売力の強化を図ってまいります。今後もグローバルな視点で販売網を充実させ、市場ニーズの掘り起こ

しと販売拡大を進展させてまいります。

　

(イ)　製品開発につきましては、新製品開発能力の向上は、当社グループが製品を通じて社会への貢献を可

能にするとともに、当社グループの企業価値を高める上で必要不可欠な要素であると認識しておりま

す。当社グループは、社内体制として確立している「ユーザーニーズを反映させた製品開発体制」に

より、顧客満足が得られる独創的な高付加価値製品を開発し、ＩＫＯブランド製品が有する多様な優

位性を訴求していくことで、需要の拡大を促進してまいります。当連結会計年度は14品目の新製品を

市場に投入しましたが、今後も永続的なテーマとして、市場ニーズに基づいた最適製品の開発に注力

してまいります。

　

(ウ)　生産活動につきましては、需要の変化に柔軟に対応できるよう国内生産拠点を整備・強化しながら、

競争が激しさを増す世界市場においても収益性の高い生産体制を構築してまいります。具体的には、

需要増が続いている針状ころ軸受等の生産能力を増強するため、引き続き積極的な設備投資を推し進

め、直動案内機器では、生産品目の需要動向に合致した生産体制を構築するとともに、海外生産子会社

においては、生産品目の拡充を図り国際競争力を強化してまいります。今後は、激しさを増す国際競争

の中でも、高い収益性を確保できる合理的な生産体制を確立するため、国内生産部門と海外生産子会

社が一層密接に連携するなど、需要の変化に対応した製品供給を実現し、グループ全体の市場競争力

を向上させてまいります。
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(エ)　社会の信頼を得ながら、当社グループが引き続き発展するためには、法令遵守や社会貢献についての

取り組みも重要な課題のひとつとしてとらえています。環境面では、国際規格「ISO14001」に基づく

保全活動の継続のほか、当社グループの環境保全への取り組みを象徴する「オイル・ミニマム

(Oil Minimum)」をキーワードとした積極的な環境負荷低減製品の開発を推進しております。また、内

部統制システムを整備・運用することにより、社会から信頼される体制を構築してまいります。

　

(2)　株式会社の支配に関する基本方針

(ア)　基本方針の内容

当社は、当社の企業価値が、「社会に貢献する技術開発型企業」という企業理念に基づいて、永年に

わたり蓄積してきた営業・技術・生産のノウハウ等を駆使した機動性のある企業活動に邁進し、国内

外の社会の発展に貢献することにより、株主の皆様をはじめとした多くのステークホルダーの皆様共

同の利益を向上させていくことにその淵源を有することに鑑み、特定の者またはグループによる当社

の総議決権の20％以上に相当する議決権を有する株式の取得により、このような当社の企業価値また

は株主の皆様共同の利益が毀損されるおそれが存する場合には、かかる特定の者またはグループは当

社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であるとして、法令及び定款によって許容

される限度において、当社の企業価値または株主の皆様共同の利益の確保・向上のための相当な措置

を講じることを、その基本方針とします。

(イ)　基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止

するための取り組み

当社は、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されるこ

とを防止するための取り組みの一つとして、平成19年５月14日開催の取締役会において、当社株式の

大規模買付行為に関する対応方針(以下、「本プラン」)を導入し、平成19年６月28日開催の第58回定

時株主総会において、本プランについて株主の皆様のご承認をいただきました。また、当社は本プラン

の導入に伴い、独立委員会を設置し、独立委員会委員として、伊集院功氏、齊藤聡氏、佐藤順哉氏、武井

洋一氏、古川行正氏の５名を選任いたしました。

本プランの概要は、以下に記載のとおりですが、本プランの詳細につきましては、当社ホームぺージ

に掲載の「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の導入に関するお知らせ」を

ご覧ください。　（参考URL: http://www.ikont.co.jp/）

　①　本プランの導入の目的

本プランは、大規模買付者に対して事前に大規模買付行為に関する必要な情報の提供及び考慮・交

渉のための期間の確保を求めることによって、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様

が適切に判断されること、取締役会が、当該大規模買付行為に対する賛否の意見または代替案を株主

の皆様に対して提示すること、あるいは、株主の皆様のために大規模買付者と交渉を行うことなどを

可能とし、もって当社の企業価値ないし株主の皆様共同の利益の確保・向上を実現することを目的と

して、導入されたものです。
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　②　本プランに基づく対抗措置の発動に係る手続

　 ?　対象となる大規模買付行為

次のいずれかに該当する行為またはその可能性のある行為がなされ、またはなされようとする場

合に、本プランに基づく対抗措置が発動される場合があります。

・当社が発行者である株券等に関する大規模買付者の株券等保有割合が20％以上となる当該株券等

の買付けその他の取得

・当社が発行者である株券等に関する大規模買付者の株券等保有割合とその特別関係者の株券等保

有割合との合計が20％以上となる当該株式等の買付けその他の取得

・大規模買付者が、当社の他の株主との間で行う当該他の株主が当該大規模買付者の共同保有者に

該当することとなるような行為(ただし、当該大規模買付者の株券等保有割合が20％以上となる場

合に限ります)

　 ?　大規模買付者に対する情報提供要求

大規模買付者には、大規模買付行為の開始または実行に先立ち、意向表明書及び大規模買付情報

を提出・提供していただきます。

　 ?　取締役会評価期間の設定等

取締役会は、対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社の全ての株券等の買付けが行わ

れる場合には、60日間、それ以外の場合には、90日間の期間を、取締役会評価期間として設定し、当社

の企業価値及び株主の皆様共同の利益の確保・向上の観点から企図されている大規模買付行為に

関して評価、検討、意見形成、代替案立案及び大規模買付者との交渉を行うものとします。

　 ?　独立委員会の勧告及び取締役会による決議

独立委員会は、大規模買付者が大規模買付ルールにつきその重要な点において違反した場合で、

取締役会がその是正を書面により当該大規模買付者に対して要求した後５営業日以内に当該違反

が是正されない場合には、原則として、取締役会に対して、大規模買付行為に対する対抗措置の発動

を勧告します。

他方、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合、独立委員会は、原則として、取締役会に

対して、大規模買付行為に対する対抗措置の不発動を勧告しますが、大規模買付ルールが遵守され

ている場合であっても、当該大規模買付者がいわゆるグリーンメイラーである場合等一定の事情を

有していると認められる者である場合には、取締役会に対して、対抗措置の発動を勧告します。

取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重したうえで、対抗措置の発動または不発動その他必

要な決議を行うものとします。なお、取締役会は、一定の場合には、対抗措置を発動するか否かを株

主の皆様に問うべく株主総会を招集することができるものとします。

　 ?　対抗措置の具体的内容

当社が本プランに基づき発動する大規模買付行為に対する対抗措置は、新株または新株予約権の

無償割当て等、会社法その他の法令及び当社の定款が取締役会の権限として認める措置とします。

　③　本プランの特徴

　 ?　基本方針の制定

本プランは、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を制定し

たうえで、導入されたものです。
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　 ?　独立委員会の設置

当社は、本プランの必要性及び相当性を確保するために独立委員会を設置し、取締役会が対抗措

置を発動する場合には、その判断の公正を担保し、かつ、取締役会の恣意的な判断を排除するため

に、独立委員会の勧告を最大限尊重するものとしています。

　 ?　株主総会における本プランの承認

本プランにつきましては、第58回定時株主総会において、株主の皆様のご承認をいただきました。

　 ?　適時開示

取締役会は、本プラン上必要な事項について、適用ある法令等及び証券取引所規則に従って、適時

適切な開示を行います。

　 ?　本プランの有効期間

本プランの有効期間は、平成19年５月14日から第58回定時株主総会終了後２年以内に終了する事

業年度のうち最終のものに関する定時株主総会後最初に開催される取締役会の終結時までとしま

す。ただし、かかる有効期間の満了前であっても、株主総会において本プランを廃止する旨の議案が

承認された場合、または取締役会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合、本プラン

はその時点で廃止されるものとします。

　④　株主の皆様への影響

　 ?　本プランの導入時に株主の皆様へ与える影響

本プランの導入時には、対抗措置の発動は行われません。従って、本プランが本プラン導入時に株

主の皆様の権利及び経済的利益に直接具体的な影響を与えることはありません。

　 ?　新株予約権の発行時に株主の皆様へ与える影響

対抗措置として新株予約権の無償割当てが行われた場合においても、保有する当社株式１株当た

りの価値の希釈化は生じるものの、保有する当社株式全体の価値の希釈化は生じないことから、株

主の皆様の法的権利及び経済的利益に対して直接的具体的な影響を与えることは想定しておりま

せん。ただし、例外事由該当者については、対抗措置が発動された場合、結果的に、その法的権利また

は経済的利益に何らかの影響が生じる可能性があります。

(ウ)　上記の取り組みに対する取締役会の判断及びその判断に係る理由

当社は、前記(イ)①記載のとおり、本プランは企業価値ないし株主の皆様共同の利益の確保・向上

という目的をもって導入されたものであり、基本方針に沿うものと考えます。特に本プランは、1)株主

総会において本プランを廃止する旨の議案が承認された場合には本プランはその時点で廃止される

ものとしており、その存続が株主の皆様の意思にかからしめられている点において株主の皆様のご意

思を重視していること、2)大規模買付行為に関する評価、検討、意見形成、代替案立案及び大規模買付

者との交渉を行うにあたり、取締役会が独立した第三者的立場にある専門家の意見を取得できるこ

と、3)独立性の高い独立委員会の設置を伴うものであり、対抗措置の発動に際しては必ず独立委員会

の勧告を経る仕組みとなっているうえ、独立委員会は更に独立した第三者的立場にある専門家の意見

を取得できること、4)対抗措置の発動、不発動または中止に関する判断の際に拠るべき基準が設けら

れていることなどから、当社は、本プランは当社の企業価値ないし株主の皆様共同の利益を損なうも

のではなく、当社の取締役の地位の維持を目的とするものではないと考えております。
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４ 【事業等のリスク】

当社グループの事業展開上、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性のあるリスクには、以下のよう

なものがあります。当社グループは、これらリスク発生の可能性を認識した上で、発生の予防及び発生した

場合の対応に努める方針であります。

なお、文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日(平成20年６月27日)現在において、当社

グループが判断したものであります。

　

(1) 市場環境

当社グループの売上高の内訳は、軸受等が全体の85％程度、諸機械部品は15％程度でありますが、当面、

この傾向に大きな変化はないものと考えております。また、新たな事業への進出は、現在のところ考えて

おりません。

当社グループの製品は、国内外の半導体製造装置関連、工作機械、自動車・自動二輪車をはじめ、電気機

械、ロボット、建設機械や一般産業機械等の幅広い分野で使用されております。従いまして、日本、北米、欧

州、アジアを含む当社グループの主要市場における景気後退及びそれに伴う需要の縮小は、当社グループ

の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

　

(2) 製品開発

当社グループが生産・販売する軸受等は、販売戦略の根幹である「ユーザーに密着した提案型営業活

動」により収集されたユーザーニーズを反映させた製品であり、競合他社製品との差別化を図った製品

を多数開発し、市場に投入しております。しかしながら、品質、性能の優位性よりも廉価な類似製品に需要

が傾斜した場合、当社製品の付加価値に見合った販売価格の設定が困難になる恐れがあります。

　

(3) 生産体制

当社グループは、常に変化する国内外市場の需要と短納期化の要請に応えるため、資材、生産設備等の

先行投資が不可欠であると考えております。従いまして、ユーザーからの需要の変化に柔軟に対応できる

生産体制の維持・改善に努めておりますが、予想を超える短期間での需要の変化は、供給の遅延やコスト

の増加を招く恐れがあります。

　

(4) 為替変動

当社グループは、北米、欧州、アジアをはじめとした世界市場へ製品の販売を行っております。そのた

め、為替予約等により為替相場の変動リスクをヘッジしておりますが、そのリスクを全て排除することは

不可能であります。また、米国、オランダなどの海外連結子会社における売上、費用、資産を含む外貨建て

項目は、連結財務諸表作成のために円貨換算しており、為替相場の変動の影響があります。

　

以上のような様々なリスクが存在しておりますが、ここに記載したリスクが当社グループの全てのリ

スクではありません。
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５ 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

　

６ 【研究開発活動】

当社グループは、「社会に貢献する技術開発型企業」を経営理念として掲げ、軸受等の製造・販売を通じ

て内外社会に貢献し、社会の信頼を得ながら発展する国際企業を目指しております。規模の大きさのみを追

うのではなく、質の高い企業であることを目標に、ユーザーニーズに即した高付加価値製品の開発を使命と

して、当社のブランドである『ＩＫＯ』が意味するところの、常に当社の製品が、革新的で(Ｉnnovation)、

高度な技術に立脚し(Ｋnow-how)、そして創造性に富む(Ｏriginality)製品であるよう、全社を挙げて取り

組んでおります。

現在、研究開発は、技術センター、開発センター、製品開発推進部及び生技センターが中心となって、製品

開発、素材研究等を推進しております。そして、これらの部門及び各工場と、ユーザーニーズを素早く捉える

営業技術部門との相互連携により、永年培った軸受製造技術と精密加工技術をベースに、新製品の開発はも

とより、地球環境に配慮し、環境負荷を低減する製品開発にも取り組んでおります。

当連結会計年度における研究開発費は、軸受等の新製品開発や素材研究、製造技術研究等を中心に1,151

百万円でありました。

なお、当社グループは、軸受等ならびに諸機械部品の製造・販売を単一の事業として運営しているため、

事業の種類別セグメント及び事業部門は一括して記載しております。

　

７ 【財政状態及び経営成績の分析】

(1) 連結の範囲について

当社グループの連結財務諸表は、当社及び連結子会社７社(国内販売子会社２社、海外販売子会社２社、

国内製造子会社２社、海外製造子会社１社)より構成され、非連結子会社６社については、小規模で、連結

財務諸表上、重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除いております。

　なお、当社及び連結子会社の連結売上高に占める割合は、当社及び国内連結子会社が８割強、海外連結子

会社が２割強であります。

　

(2) 重要な会計処理基準及び見積り

当社グループの連結財務諸表は、「第５　経理の状況　１　連結財務諸表等　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」に記載のごとく、わが国において一般に公正妥

当と認められる会計基準に基づいて作成しております。その他、税効果計算上の繰延税金資産の回収可能

性については、将来の課税所得を合理的に見積り計上しております。
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(3) 当連結会計年度の経営成績の分析

当連結会計年度の日本経済は、前半は国内企業の堅調な業績を背景とした設備投資の持続に加え、アジ

アをはじめ、欧州地域、新興国等の経済成長に支えられ緩やかな成長が続きました。しかし、年度後半から

は、米国のサブプライムローン問題による金融不安から発した急激な為替変動や株価の下落、また、原油

・原材料価格の更なる高騰等により、世界経済全体に先行き不透明感が強まってまいりました。 

　このような情勢のもと、当社グループの売上高は、前連結会計年度に比べ3.3％増の52,101百万円となり

ました。しかし、収益面につきましては、操業度の改善や経費節減に注力しましたが、原材料価格の高騰等

による材料費・加工費等の増加や販売費が前連結会計年度に比べ膨らんだ結果、経常利益は、前連結会計

年度に比べ19.2％減の8,075百万円、当期純利益は、減損処理による投資有価証券評価損の特別損失の計

上もあり、前連結会計年度に比べ43.7％減の3,566百万円となりました。 

　売上高は、軸受等が前連結会計年度に比べ3.5％増の44,964百万円となり、諸機械部品の7,136百万円(前

年同期比2.7％増)とあわせて52,101百万円となりました。また、国内・海外に分けてみますと、国内売上

高は、堅調な民間設備投資と海外の経済成長を背景に工作機械産業向けは伸びましたが、エレクトロニク

ス関連産業や自動車産業向けの設備需要は伸び悩み、前連結会計年度34,690百万円に対し3.3％減の

33,539百万円となりました。海外売上高については、アジアや欧州地域の堅調な経済成長に加え、日本企

業の海外生産シフトによる現地需要の拡大により順調に推移しました。その結果、前連結会計年度に比べ

18.0％増の18,561百万円となりました。また、海外売上高比率は、前連結会計年度の31.2％から35.6％と

4.4ポイント上昇しました。これらの増収要因は、世界規模で技術革新が進展する中、急激に変化する市場

動向を的確に把握し、当社グループの販売戦略の根幹をなす「ユーザーに密着した提案型営業活動」の

推進により、ユーザーニーズを積極的に掘り起こし、そのニーズに最適な製品を数多く開発し、市場投入

して需要を喚起できたことに加え、当社グループの国内外拠点が密接に連携を図り、迅速で適切な製品供

給ができた結果であると考えております。 

売上原価は、売上高の増加に伴う生産操業度の向上のほか、継続的に進めている生産効率の向上や固定

費の見直し等の諸施策を推し進めましたが、原材料価格の高騰等による材料費・加工費の増加等により

33,188百万円となり、売上原価比率は2.3ポイント上昇し63.7％となりました。 

　販売費及び一般管理費は、コスト削減に不断の努力を続けておりますが、税制改正等による減価償却費

負担増や販売費増等の影響により、前連結会計年度より1,125百万円増加の10,760百万円となり、販売費

及び一般管理費の売上高に対する比率は、前連結会計年度19.1％に対して20.7％と1.6ポイント上昇しま

した。なお、売上原価ならびに販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費は1,151百万円と、売上高に対

して2.2％であり、当社グループの業容拡大に必要不可欠である新製品開発等を中心に活動しました。 

　以上の結果、営業利益は、前連結会計年度に比べ1,700百万円減益(前年同期比17.3％減)の8,153百万円

となりました。 

　営業外損益では、営業外収益から営業外費用を差し引いた純額は△78百万円となり、経常利益は8,075百

万円(前年同期比19.2％減)となりました。更に、減損処理による投資有価証券評価損を含めた特別損失

1,012百万円を計上した結果、税金等調整前当期純利益は7,102百万円(前年同期比32.6％減)となりまし

た。 

　法人税等及び法人税等調整額は、あわせて3,535百万円を計上し、その実効税率は49.8％となりました。 

税金等調整前当期純利益から法人税等及び法人税等調整額を差し引いた当期純利益は、前連結会計年度

より2,767百万円減少し3,566百万円(前年同期比43.7％減)となりました。その結果、１株当たり当期純利

益は48円37銭となり、当社グループの主要な経営指標の一つである自己資本当期純利益率（ＲＯＥ）は

前連結会計年度に比べ5.3ポイント低下し、6.0％となりました。
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(4) 当連結会計年度の財政状態の分析

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ1,242百万円減少し84,761百万円となりまし

た。

　流動資産は、前連結会計年度末に比べ2,129百万円減少し57,272百万円となりました。これは主に、現金

及び預金が14,804百万円と前連結会計年度末に比べ3,253百万円減少し、たな卸資産が1,240百万円増加

し26,594百万円となったことによるものです。固定資産は、有形固定資産や投資有価証券の取得等により

前連結会計年度末に比べ887百万円増加し27,489百万円となりました。

　負債については、支払手形及び買掛金は材料調達により903百万円増加しましたが、未払法人税等が942

百万円減少したことや、繰延税金負債が660百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ

1,353百万円減少し25,757百万円となりました。その他、機動的な資金調達を考慮して前連結会計年度同

様に36億円のコミットメントライン設定契約を締結しております。

　純資産は、利益剰余金の2,382百万円増加や、自己株式を1,169百万円取得したことなどにより、前連結会

計年度末に比べ110百万円増加し59,004百万円となりました。この結果、自己資本比率は69.6％、１株当た

り純資産額は803円14銭となりました。 

　

キャッシュ・フロー

当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況については、「第２事業の状況　１業績等の概要　(2)

キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
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第３ 【設備の状況】

１ 【設備投資等の概要】

当社グループは、新製品の開発や製品の安定供給及び品質向上に対応した生産の合理化、コスト削減、環

境対策等のための投資を継続的に行っております。当連結会計年度につきましては、全体で3,455百万円の

設備投資を行いました。

　所要資金については、自己資金を充当しました。

　なお、当社グループは、軸受等ならびに諸機械部品の製造・販売を単一の事業としているため、事業の種類

別セグメント及び事業部門に関連した説明は一括して記載しております。

　

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。

なお、当社グループは、軸受等ならびに諸機械部品の製造・販売を単一の事業として運営しているため、

事業の種類別セグメント及び事業部門には区分掲記しておりません。

(1) 提出会社

平成20年３月31日現在

事業所名
(所在地)

設備の内容

帳簿価額(百万円)
従業員数
(名)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

岐阜製作所
(岐阜県美濃市)

軸受等生産設備 4,002 7,624
1,096

(429,329)
1,35414,078

390
[116］

中部支社
(名古屋市中川区)
外21ヵ所

軸受等販売設備 16 0
142

(3,413)
16 175 201

開発センター
(神奈川県鎌倉市)

研究開発用設備 19 29
1

(260)
72 120 34

本社
(東京都港区)

その他設備 807 144
122
(737)

245 1,318 71

(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。

２　上表には、貸与中のものが土地69百万円(60,443㎡)及び機械装置、工具器具備品等522百万円含まれておりま

す。

３　土地及び建物の一部を賃借しております。年間賃借料は277百万円であります。

４　上表のほか、工具器具備品を中心に賃借資産３百万円(年間リース料)があります。

５　「従業員数」欄の[外書]は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。
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(2) 国内子会社

平成20年３月31日現在

子会社名
事業所名
(所在地)

設備の
内容

帳簿価額(百万円)
従業員数
(名)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

日本トムソン販売㈱
本社外
(東京都港
区)

軸受等
販売設備

73 0
65
(32)

0 139
15
[2]

日本ディック㈱
(注)２

本社外
(名古屋市
中区)

軸受等・
機械部品
販売設備

149 －
57
(553)

0 206 29

(注) １　帳簿価額のうち「その他」は、工具器具備品の合計であります。

２　土地の一部を賃借しております。年間賃借料は９百万円であります。

３　「従業員数」欄の[外書]は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。

　

(3) 在外子会社

平成20年３月31日現在

　　　　 子会社名
事業所名
(所在地)

設備の
内容

帳簿価額(百万円)
従業員数
(名)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

IKO THOMPSON VIETNAM CO.,
LTD.

本社
(ベトナム
 ハイフォ
ン市)

軸受等
生産設備

400 34
－ 

(20,400)
6 441 66

(注) １　帳簿価額のうち「その他」は、工具器具備品の合計であります。

２　土地の使用権を賃借しております。

　

３ 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

当社グループの設備投資計画については、生産計画、需要予測等を総合的に勘案して、主に提出会社が

行っております。

　なお、当社グループは、軸受等ならびに諸機械部品の製造・販売を単一の事業として運営しているため、

事業の種類別セグメント及び事業部門には区分掲記しておりません。

　当連結会計年度末における重要な設備の新設計画は、次のとおりであります。

　

会社名
事業所名
(所在地)

設備の内容

投資予定金額
資金調達
方法

着手及び完了
予定年月

完成後の
増加能力

総額
(百万円)

既支払額
(百万円)

着手 完了

日本トムソン㈱
岐阜製作所外
(岐阜県美濃市)

軸受等生産設
備・研究開発
用設備等

911 3 自己資金
平成19
年10月

平成20
年9月

設備の更新・生産合理
化のため、能力の増加
は軽微となる見込。

　

(2) 重要な設備の除却等

経常的な設備の更新のための除却・売却を除き、重要な設備の除却・売却の計画はありません。

　

なお、設備の状況における記載金額には、消費税等は含まれておりません。
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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 291,000,000

計 291,000,000

　

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 74,599,87574,599,875
東京証券取引所
(市場第一部)

―

計 74,599,87574,599,875― ―

(注)　「提出日現在発行数」には、平成20年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの転換社債の株式への転換に

より発行された株式数は、含まれておりません。

　

(2) 【新株予約権等の状況】

当社は、旧商法に基づき転換社債を発行しております。当該転換社債の残高、転換価格及び資本組入額

は、次のとおりであります。

第１回無担保転換社債(平成13年６月20日発行)

　
事業年度末現在
(平成20年３月31日)

提出日の前月末現在
(平成20年５月31日)

転換社債の残高(百万円) 7,586 7,586

転換価格(円) 952 952

資本組入額(円) 476 476

　

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。
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(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16年４月１日～
平成17年３月31日 
(注)

1,363 74,165 535 9,325 535 12,679

平成17年４月１日～
平成18年３月31日 
(注)

33 74,198 15 9,341 15 12,695

平成18年４月１日～
平成19年３月31日 
(注)

401 74,599 190 9,532 190 12,886

(注)　新株予約権の行使(旧転換社債の権利行使)による増加であります。

　

(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)

― 54 25 139 166 3 3,0803,467 ―

所有株式数
(単元)

― 34,220 925 7,41220,267 18 11,43574,277322,875

所有株式数
の割合(％)

― 46.07 1.25 9.98 27.29 0.02 15.39 100 ―

(注)　自己株式1,133,824株は「個人その他」に1,133単元及び「単元未満株式の状況」に824株含めて記載しておりま

す。なお、自己株式1,133,824株は株主名簿記載上の株式数であり、平成20年３月31日現在の実質所有株式数は

1,132,824株であります。
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(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(％)

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海１―８―11 7,061 9.46

日本生命保険相互会社
東京都千代田区丸の内１―６―６
日本生命証券管理部内

4,669 6.25

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社(信託口)

東京都港区浜松町２―11―３ 3,284 4.40

資産管理サービス信託銀行株式
会社(年金信託口)

東京都中央区晴海１―８―12
晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタ
ワーＺ棟

2,624 3.51

日本トムソン取引先持株会 東京都港区高輪２―19―19 2,220 2.97

シービーホンコン　コジェント　
ハンター　ホール　バル　ジーアー
ル
(常任代理人　シティバンク銀行
株式会社)

L E V E L  2 . 6 0  C A S T L E R E A G H  S
TREET SYDNEY NSW 2000
(東京都品川区東品川２―３―14)

1,924 2.57

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２―７―１ 1,612 2.16

あいおい損害保険株式会社 東京都渋谷区恵比寿１―28―１ 1,500 2.01

資産管理サービス信託銀行株式
会社(証券投資信託口)

東京都中央区晴海１―８―12
晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタ
ワーＺ棟

1,421 1.90

みずほ信託退職給付信託みずほ
銀行口再信託受託者資産管理
サービス信託

東京都中央区晴海１―８―12
晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタ
ワーＺ棟

1,305 1.74

計 　　　― 27,620 37.02

(注)１　三井アセット信託銀行株式会社から、平成16年７月15日付(報告義務発生日　平成16年６月30日)にて大量保　　　　

　　　　　　　有(変更)報告書が提出されておりますが、当社としては当事業年度末における実質保有株式数の確認が

できませんので、上記「大株主の状況」には考慮しておりません。

氏名又は名称 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(％)

三井アセット信託銀行株式会社 2,163 2.92

    ２　シュローダー投信投資顧問株式会社から、平成16年８月３日付(報告義務発生日　平成16年７月31日)にて大量保

有(変更)報告書が提出されておりますが、当社としては当事業年度末における実質保有株式数の確認ができませ

んので、上記「大株主の状況」には考慮しておりません。

氏名又は名称 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(％)

シュローダー投信投資顧問株式会社 1,617 2.18

シュローダー・インベストメント・
マネージメント・ノースアメリカ・
リミテッド

607 0.82

シュローダー・インベストメント・
マネージメント・リミテッド

530 0.71
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    ３　日本生命保険相互会社から、平成17年８月15日付(報告義務発生日　平成17年７月31日)にて大量保有(変更)報告

書が提出されておりますが、当社としては共同保有者について当事業年度末における実質保有株式数の確認がで

きませんので、上記「大株主の状況」には考慮しておりません。

氏名又は名称 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(％)

ニッセイアセットマネジメント株式
会社

39 0.05

    ４　株式会社ＵＦＪ銀行(現株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行)から、平成17年９月13日付(報告義務発生日　平成17年８

月31日)にて大量保有(変更)報告書が提出されておりますが、当社としては共同保有者について当事業年度末に

おける実質保有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」には考慮しておりません。

氏名又は名称 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(％)

ＵＦＪ信託銀行株式会社 355 0.48

ＵＦＪアセットマネジメント株式会
社

36 0.05

ＵＦＪつばさ証券株式会社 32 0.04

    ５　モルガン・スタンレー証券株式会社から、平成19年５月８日付(報告義務発生日　平成19年４月30日)にて大量保

有(変更)報告書が提出されておりますが、当社としては当事業年度末における実質保有株式数状況の確認ができ

ない部分につきましては、上記「大株主の状況」には考慮しておりません。

氏名又は名称 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(％)

モルガン・スタンレー証券株式会社 277 0.37

モルガン・スタンレー・アンド・カ
ンパニー・インコーポレーテッド

608 0.82

モルガン・スタンレー・アンド・カ
ンパニー・インターナショナル・
ピーエルシー

2,235 2.97

    ６　アクサ・ローゼンバーグ証券投信投資顧問株式会社から、平成19年５月18日付(報告義務発生日　平成19年

５月15日)にて大量保有(変更)報告書が提出されておりますが、当社としては当事業年度末における実質保有株

式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」には考慮しておりません。

氏名又は名称 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(％)

アクサ・ローゼンバーグ証券投信投
資顧問株式会社

2,926 3.92

    ７　バークレイズ・グローバル・インベスターズ信託銀行株式会社から、平成19年６月７日付(報告義務発生日　平

成19年５月31日)にて大量保有(変更)報告書が提出されておりますが、当社としては当事業年度末における実質

保有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」には考慮しておりません。

氏名又は名称 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(％)

バークレイズ・グローバル・インベ
スターズ信託銀行株式会社

858 1.15

バークレイズ・グローバル・インベ
スターズ株式会社

1,804 2.42

バークレイズ・グローバル・インベ
スターズ、エヌ・エイ

711 0.95

バークレイズ・キャピタル・セキュ
リティーズ・リミテッド

79 0.11
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    ８　ゴールドマン・サックス証券株式会社から、平成19年11月６日付(報告義務発生日　平成19年10月31日)にて大量

保有(変更)報告書が提出されておりますが、当社としては当事業年度末における実質保有株式数の確認ができま

せんので、上記「大株主の状況」には考慮しておりません。

氏名又は名称 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(％)

ゴールドマン・サックス証券株式会
社

186 0.25

ゴールドマン・サックス・アセット
・マネジメント・エル・ピー

2,468 3.31

ゴールドマン・サックス・アセット
・マネジメント株式会社

123 0.16

    ９　株式会社みずほ銀行から、平成19年12月21日付(報告義務発生日　平成19年12月14日)にて大量保有(変更)報告書

が提出されておりますが、当社としては当事業年度末における実質保有株式数の確認ができませんので、上記

「大株主の状況」には考慮しておりません。

氏名又は名称 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(％)

株式会社みずほ銀行 1,306 1.75

みずほ証券株式会社 103 0.14

みずほ信託銀行株式会社 3,348 4.49

みずほ投信投資顧問株式会社 75 0.10

    10　住友信託銀行株式会社から、平成20年２月７日付(報告義務発生日　平成20年１月31日)にて大量保有(変更)報告

書が提出されておりますが、当社としては当事業年度末における実質保有株式数の確認ができませんので、上記

「大株主の状況」には考慮しておりません。

氏名又は名称 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(％)

住友信託銀行株式会社 2,830 3.79

　

(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 

1,132,000
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

73,145,000
73,145 ―

単元未満株式
普通株式

322,875
― ―

発行済株式総数 74,599,875― ―

総株主の議決権 ― 73,145 ―

(注)　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式824株が含まれております。
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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)
日本トムソン株式会社

東京都港区高輪２－19－191,132,000― 1,132,0001.51

計 ― 1,132,000― 1,132,0001.51

(注)　株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式数が1,000株(議決権１個)あります。な

お、当該株式数は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄に含めております。

　

(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。

　

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３号及び会社法第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】

区分 株式数(株) 価額の総額(千円)

取締役会(平成19年７月17日決議)での決議状況
(取得期間　平成19年７月19日～平成19年７月25日)

1,100,000 1,400,000

当事業年度前における取得自己株式 ― ―

当事業年度における取得自己株式 1,000,000 1,152,000

残存決議株式の総数及び価額の総額 100,000 248,000

当事業年度の末日現在の未行使割合 (％) 9.09 17.71

当期間における取得自己株式 ― ―

提出日現在の未行使割合 (％) 9.09 17.71

　

(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(千円)

当事業年度における取得自己株式 19,045 18,509

当期間における取得自己株式 39 27

(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によ

る株式は含まれておりません。
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(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
(千円)

株式数(株)
処分価額の総額
(千円)

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(単元未満株式の買増請求) 1,342 873 ― ―

保有自己株式数 1,132,824 ― 1,132,863 ―

(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に

よる株式は含まれておりません。

　

３ 【配当政策】

当社の配当政策につきましては、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営課題のひとつとして位置

づけており、業績水準等を総合的に勘案し、安定的な配当を継続することを基本方針としております。

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。

　当事業年度の剰余金の配当につきましては、継続的な安定配当の基本方針のもと、期末配当金は１株に

つき８円とし、中間配当金とあわせて16円としております。

　また、内部留保資金につきましては、今後の経営環境等に留意しながら、企業価値の最大化に向けて、収

益力の向上と経営基盤の強化を図るとともに、急速な技術革新と需要の変化に対応させた生産設備増強

・更新、新製品開発等の投資に充てる考えであります。

　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19年11月12日取締役会 587 8.00

平成20年６月27日定時株主総会 587 8.00

　

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55期 第56期 第57期 第58期 第59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) 816 882 1,430 1,480 1,195

最低(円) 403 581 666 1,006 559

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部の取引に基づくものであります。
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(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) 1,087 990 893 781 736 651

最低(円) 933 741 781 619 593 559

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部の取引に基づくものであります。
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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)

代表取締役
取締役社長

― 山　下　　　皓 昭和18年12月14日生

昭和42年３月 当社入社

(注)２ 17

平成２年７月 当社生産部長

平成７年７月 当社岐阜製作所長

平成８年６月 当社取締役岐阜製作所長

平成10年12月 当社取締役岐阜製作所長兼岐阜製

作所第四工場長

平成11年６月 当社取締役岐阜製作所長

平成12年６月 当社常務取締役

平成16年６月 当社代表取締役社長(現)

専務取締役

技術セン
ター・開発
センター・
製品開発推
進部・生技
センター担
当

上　村　明　彦 昭和21年３月16日生

昭和43年４月 当社入社

(注)２ 21

平成９年７月 当社開発センター技術研究所長

平成10年７月 当社営業技術部長

平成11年９月 当社開発センター所長

平成12年６月 当社取締役開発センター所長

平成12年７月 当社取締役開発センター所長兼開

発センター技術室長

平成14年６月 当社取締役開発センター所長

平成16年６月 当社常務取締役

平成20年６月 当社専務取締役(現)

専務取締役

生産部門・
人事総務部
担当
法務室長

末　田　廣　平 昭和21年１月８日生

昭和43年４月 当社入社

(注)２
　

10

平成６年７月 当社岐阜製作所第一工場長

平成９年４月 当社岐阜製作所第五工場長

平成12年６月 当社岐阜製作所長

平成14年６月 当社取締役岐阜製作所長

平成18年３月 当社取締役岐阜製作所長兼第四工

場長

平成18年６月 当社常務取締役

平成20年６月 当社専務取締役(現)

常務取締役

営業部門・
営業技術部
・国際営業
推進部担当

駒　場　　潔 昭和23年８月20日生

昭和46年４月 当社入社

(注)２ 10

平成７年７月 当社東部支社南関東支社長

平成16年７月 当社営業部長

平成17年７月 当社営業部長兼国際営業推進部長

平成18年６月 当社取締役営業部長兼国際営業推

進部長

平成18年７月 当社取締役営業部長

平成20年６月 当社常務取締役(現)

常務取締役

経営企画部
・秘書室担
当
輸出管理室
長

近　藤　俊　夫 昭和25年３月３日生

昭和47年４月 当社入社

(注)２ 11

平成16年７月 当社経営企画部副部長

平成18年６月 当社取締役経営企画部長

平成18年８月 当社取締役経営企画部長兼法務室

管理責任者

平成20年６月 当社常務取締役(現)

取締役 中部支社長 柏　原　吉　寛 昭和23年３月21日生

昭和45年４月 当社入社

(注)２ 3

平成12年９月 当社東部支社東北支社長

平成14年６月 当社東部支社南関東支社長

平成16年６月 当社中部支社長

平成18年６月 当社取締役中部支社長(現)

取締役
岐阜製作所
長

武　田　幸　兒 昭和23年12月15日生

昭和46年４月 当社入社

(注)２ 10
平成12年６月 当社岐阜製作所第五工場長

平成16年２月 当社岐阜製作所生産総括部長

平成18年６月 当社取締役岐阜製作所長(現)

取締役

海外営業部
長兼海外営
業部営業第
二部長兼輸
出管理室管
理責任者

田　中　清　春 昭和27年１月24日生

昭和49年４月 当社入社

(注)２ 3

平成17年10月 当社海外営業部営業第一部長

平成18年７月 NIPPON THOMPSON EUROPE B.V. 取

締役社長

平成20年６月 当社取締役海外営業部長兼海外営

業部営業第二部長兼輸出管理室管

理責任者(現)
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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
人事総務部
長兼法務室
管理責任者

服　部　信　一 昭和25年９月12日生

昭和50年４月 当社入社

(注)２ 4

平成15年７月 当社岐阜製作所管理部長

平成18年４月 当社総務部副部長

平成18年７月 当社人事総務部副部長

平成20年６月 当社取締役人事総務部長兼法務室

管理責任者(現)

取締役
技術セン
ター所長兼
技術部長

田　中　一　彦 昭和28年１月10日生

昭和51年４月 当社入社

(注)２ 3

平成14年６月 当社技術センター技術部長

平成16年７月 当社技術センター品質保証部長

平成17年７月 当社技術センター所長兼品質保証

部長

平成18年７月 当社技術センター所長

平成19年７月 当社技術センター所長兼技術部長

平成20年６月 当社取締役技術センター所長兼技

術部長(現)

常勤監査役 ― 鈴　木　一　夫 昭和24年４月２日生

昭和48年４月 株式会社東海銀行(現株式会社三

菱東京ＵＦＪ銀行)入行
(注)３ 3

平成14年11月 当社入社、参与社長付

平成15年６月 当社常勤監査役(現)

監査役 ― 武　井　洋　一 昭和36年６月10日生

平成５年４月 弁護士登録(第一東京弁護士会)、

岩田合同法律事務所入所

(注)３ ―
平成12年４月 明哲綜合法律事務所パートナー

平成15年６月 当社監査役(現)

平成20年４月 成和明哲法律事務所パートナー

(現)

監査役 ― 石　部　憲　治 昭和22年５月４日生

昭和45年７月 株式会社東海銀行(現株式会社三

菱東京ＵＦＪ銀行)入行

(注)３ ―

平成11年４月 同行執行役員投資銀行営業本部長

平成12年４月 東海インターナショナル証券株式

会社(現三菱ＵＦＪ証券株式会社)

常務取締役

平成13年４月 ＵＦＪパートナーズ投信株式会社

(現三菱ＵＦＪ投信株式会社)専務

取締役

平成14年４月 同社常勤監査役(現)

平成16年６月 当社監査役(現)

監査役 ― 齊　藤　　聡 昭和34年５月16日生

昭和57年４月 株式会社東海銀行(現株式会社三

菱東京ＵＦＪ銀行)入行

(注)３ ―

平成14年４月 学校法人産業能率大学経営情報学

部助教授

平成17年４月 学校法人産業能率大学経営学部教

授(現)

平成19年６月 当社監査役(現)

計 95

　 (注)１　監査役武井洋一、石部憲治及び齊藤聡は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

　　２　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22年３月期に係る定時株主総会終結　の時

までであります。

　　３　監査役の任期は、平成19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

までであります。
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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、社会的使命に配慮した企業活動を推進し、ユーザーニーズに即した技術の開発と豊かな地球環

境の実現を目指すことにより、社会とともに発展し続けるという経営の基本方針に基づき、迅速で適切な

意思決定と業務執行に対する監督機能の充実を図り、コンプライアンスを徹底し、経営の透明性を高める

ことが重要な課題であると考えております。

　

(2) 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況

①　会社の機関の内容

　　取締役会は取締役10名で構成され、取締役の職務執行の効率性を確保するために、毎月の定例取締役会

のほか、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催し、法令に定められた事項や経営に関する重要事項

を決定するとともに、業務執行状況を監督しております。

　加えて、役付取締役による経営会議を原則として毎週開催しており、目標展開や課題に対する進捗状

況の確認等を行うことにより、迅速な経営判断と業務執行を行っております。

②　内部統制システムの整備の状況

当社は、監査役制度を採用しており、社外監査役３名を含む監査役４名は、原則として全員が取締役

会に出席し、取締役から事業の報告等を受け、必要に応じて意見を述べるなど、取締役の業務執行状況

の監視・監督を行っております。さらに、監査役会を定期的に開催し、監査計画に基づき、監査活動を実

施しております。加えて、コーポレート・ガバナンス体制に関して、顧問弁護士、会計監査人である監査

法人からは第三者としての立場より、必要に応じてアドバイスを受けております。

　また、平成18年５月15日付で当社グループの「内部統制基本方針」を制定し、同方針に沿ってコーポ

レート・ガバナンス体制の整備を進めていますが、その一環として、当社グループの業務運営状況を独

立の立場で監査し、業務の適正性・効率化を図るための内部監査部門として、取締役社長直轄となる

「内部監査室」を設置し、取締役や従業員の職務執行が法令や定款に適合し、効率的な企業活動を遂行

しているかの監査を実施する体制を整備しております。

　

(3) 会計監査の状況

当社は、監査法人トーマツとの間で、会社法監査と金融商品取引法監査について、監査契約を締結して

おります。当期において業務を執行した公認会計士の氏名及び監査業務に係る補助者の構成は、次のとお

りであります。

　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　杉本　茂次

　　指定社員・業務執行社員　國井　泰成

　　　(注)　継続監査年数については、全員７年以内であるため記載を省略しております。

　会計監査業務に係る補助者の構成

　　　公認会計士　４名、会計士補等　４名
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(4) 役員報酬等の内容

取締役　  11名　 291百万円　(当社には社外取締役はおりません。)

監査役　  ４名　　44百万円　(うち社外監査役　３名　18百万円)

合　計　  15名　 336百万円　

(注)　取締役の報酬の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

　

(5) 監査報酬等の内容

当社の監査法人トーマツに対する監査報酬は、以下のとおりであります。

　①　公認会計士法(昭和23年法律第103号)第２条第１項に規定する業務

       (監査証明業務)に基づく報酬                                    25百万円

　②　上記以外の業務に基づく報酬                                    ８百万円

　

(6) 会社と会社の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

①　当社には社外取締役はおりません。

②　当社の監査役は４名で構成されておりますが、このうち３名は社外監査役であります。なお、社外監

査役はいずれも当社との間には、特別な人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はあり

ません。

　なお、第三者としてコーポレート・ガバナンス体制に関与する顧問弁護士、会計監査人である監査法

人及びその指定社員・業務執行社員に関しましても、当社の間には必要に応じてアドバイスを受ける

以外、特別な利害関係はありません。

　

(7) 取締役の定数

当社は、「当会社の取締役は、15名以内とする。」旨を定款に定めております。

　　

(8) 取締役の選任及び解任の決議要件

当社は、「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、また、「取締役の選任決議は、累積投票によら

ない。」旨を定款に定めております。

　

(9) 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項

①　自己株式の取得

　　当社は、「当会社は、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。」旨を定款に定めております。これは、自己の株式の取得について機動的な資本政策

の遂行を可能とするものであります。

②　中間配当

　　当社は、会社法第454条第５項の規定に基づき、「当社は、取締役会の決議によって、毎年９月30日を基

準日として中間配当をすることができる。」旨を定款に定めております。これは、株主への安定的・継

続的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
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(10) 株主総会の特別決議要件

　　当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、「会社法第309条第２項に定

める決議は、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３分の２以上をもって行う。」旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決

議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
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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 18,058 14,804

　２　受取手形及び売掛金 ※２ 13,040 13,199

　３　たな卸資産 25,353 26,594

　４　繰延税金資産 1,789 1,864

　５　その他 1,196 845

　　　貸倒引当金 △35 △36

　　　流動資産合計 59,40169.1 57,27267.6

Ⅱ　固定資産

　１　有形固定資産

　　(1) 建物及び構築物 16,330 16,982

　　　　減価償却累計額 10,961 5,368 11,403 5,578

　　(2) 機械装置及び運搬具 38,301 39,382

　　　　減価償却累計額 30,345 7,956 31,433 7,948

　　(3) 工具器具備品 8,219 8,831

　　　　減価償却累計額 6,919 1,300 7,419 1,411

　　(4) 土地 1,506 1,484

　　(5) 建設仮勘定 431 320

　　　有形固定資産合計 16,56319.2 16,74319.7

　２　無形固定資産 334 0.4 340 0.4

　３　投資その他の資産

　　(1) 投資有価証券 ※１ 6,540 7,242

　　(2) 繰延税金資産 13 13

　　(3) その他 ※１ 3,210 3,201

　　　貸倒引当金 △60 △51

　　　投資その他の資産合計 9,70311.3 10,40512.3

　　　固定資産合計 26,60130.9 27,48932.4

　　　資産合計 86,003100.0 84,761100.0
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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 9,009 9,912

　２　短期借入金 1,191 981

　３　一年以内償還予定の
　　　転換社債

― 7,586

　４　未払費用 2,749 2,966

　５　未払法人税等 2,606 1,663

　６　役員賞与引当金 70 81

　７　その他 1,931 1,264

　　　流動負債合計 17,55820.4 24,45528.9

Ⅱ　固定負債

　１　転換社債 7,586 ―

　２　繰延税金負債 897 236

　３　退職給付引当金 743 679

　４　役員退職慰労引当金 298 356

　５　その他 27 27

　　　固定負債合計 9,55111.1 1,3011.5

　　　負債合計 27,11031.5 25,75730.4

(純資産の部)

Ⅰ　株主資本

　１　資本金 9,53211.1 9,53211.2

　２　資本剰余金 12,88715.0 12,88615.2

　３　利益剰余金 34,19639.7 36,57943.2

　４　自己株式 △77 △0.1 △1,246△1.5

　　　株主資本合計 56,53865.7 57,75268.1

Ⅱ　評価・換算差額等

　１　その他有価証券評価
　　　差額金

2,1902.6 1,1361.3

　２　為替換算調整勘定 164 0.2 115 0.2

　　　評価・換算差額等合計 2,3542.8 1,2521.5

　　　純資産合計 58,89368.5 59,00469.6

　　　負債純資産合計 86,003100.0 84,761100.0
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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 50,414100.0 52,101100.0

Ⅱ　売上原価 ※２ 30,92661.4 33,18863.7

　　　売上総利益 19,48838.6 18,91336.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費
※１
※２

9,63419.1 10,76020.7

　　　営業利益 9,85319.5 8,15315.6

Ⅳ　営業外収益

　１　受取利息 163 148

　２　受取配当金 89 106

　３　不動産等賃貸料 38 37

　４　その他 127 419 0.8 83 375 0.7

Ⅴ　営業外費用

　１　支払利息 11 3

　２　債権譲渡損 53 66

　３　売上割引 65 66

　４　固定資産除却損 95 80

　５　為替差損 ― 130

　６　その他 57 282 0.5 106 453 0.8

　　　経常利益 9,98919.8 8,07515.5

Ⅵ　特別利益

　１　投資有価証券売却益 127 ―

　２  過年度関税還付額 421 548 1.1 39 39 0.0

Ⅶ　特別損失

　１　固定資産売却損 ※３ ― 22

　２　投資有価証券評価損 ― ― ― 990 1,0121.9

　　　税金等調整前当期純利益 10,53820.9 7,10213.6

　　　法人税、住民税
　　　及び事業税

4,215 3,509

　　　法人税等調整額 △10 4,2048.3 26 3,5356.8

　　　当期純利益 6,33312.6 3,5666.8

　

EDINET提出書類

日本トムソン株式会社(E01631)

有価証券報告書

37/88



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） 9,341 12,695 28,802 △59 50,780

連結会計年度中の変動額

　転換社債の転換 190 190 ― ― 381

　剰余金の配当（注） ― ― △407 ― △407

　剰余金の配当 ― ― △446 ― △446

　役員賞与（注） ― ― △85 ― △85

　当期純利益 ― ― 6,333 ― 6,333

　自己株式の取得 ― ― ― △18 △18

　自己株式の処分 ― 0 ― 1 1

　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）

190 191 5,393 △17 5,758

平成19年３月31日残高（百万円） 9,532 12,887 34,196 △77 56,538

　

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） 3,049 △154 2,894 53,675

連結会計年度中の変動額

　転換社債の転換 ― ― ― 381

　剰余金の配当（注） ― ― ― △407

　剰余金の配当 ― ― ― △446

　役員賞与（注） ― ― ― △85

　当期純利益 ― ― ― 6,333

　自己株式の取得 ― ― ― △18

　自己株式の処分 ― ― ― 1

　株主資本以外の項目の連結
　会計年度中の変動額（純額）

△858 318 △540 △540

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△858 318 △540 5,218

平成19年３月31日残高（百万円） 2,190 164 2,354 58,893

（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） 9,532 12,887 34,196 △77 56,538

連結会計年度中の変動額

　剰余金の配当 ― ― △1,183 ― △1,183

　当期純利益 ― ― 3,566 ― 3,566

　自己株式の取得 ― ― ― △1,170 △1,170

　自己株式の処分 ― △0 ― 1 0

　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）

― △0 2,382 △1,169 1,213

平成20年３月31日残高（百万円） 9,532 12,886 36,579 △1,246 57,752

　

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） 2,190 164 2,354 58,893

連結会計年度中の変動額

　剰余金の配当 ― ― ― △1,183

　当期純利益 ― ― ― 3,566

　自己株式の取得 ― ― ― △1,170

　自己株式の処分 ― ― ― 0

　株主資本以外の項目の連結
　会計年度中の変動額（純額）

△1,053 △48 △1,102 △1,102

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△1,053 △48 △1,102 110

平成20年３月31日残高（百万円） 1,136 115 1,252 59,004
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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 10,538 7,102

　　　減価償却費 2,466 3,187

　　　貸倒引当金の減少額 △0 △3

　　　役員賞与引当金の増加額 70 11

　　　退職給付引当金の減少額 △308 △63

　　　役員退職慰労引当金の増加額（△減少額） △236 58

　　　受取利息及び受取配当金 △252 △255

　　　支払利息 11 3

　　　固定資産除却損 95 80

　　　投資有価証券売却益 △127 ―

　　　固定資産売却損 ― 22

　　　投資有価証券評価損 ― 990

　　　売上債権の増加額 △803 △123

　　　たな卸資産の増加額 △1,930 △1,136

　　　仕入債務の増加額 975 384

　　　未払費用の増加額 302 210

　　　役員賞与の支払額 △85 ―

　　　その他 △401 390

　　　　小計 10,312 10,859

　　　利息及び配当金の受取額 252 255

　　　利息の支払額 △64 △69

　　　法人税等の支払額 △3,441 △4,471

　　　営業活動によるキャッシュ・フロー 7,059 6,573

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

　　　定期預金の預入による支出 △200 △800

　　　定期預金の払戻による収入 ― 200

　　　有形固定資産の取得による支出 △3,221 △4,095

　　　有形固定資産の売却による収入 28 51

　　　投資有価証券の取得による支出 △31 △3,512

　　　投資有価証券の売却による収入 179 10

　　　その他 496 △100

　　　投資活動によるキャッシュ・フロー △2,749 △8,247

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

　　　短期借入れによる収入 2,536 4,387

　　　短期借入金の返済による支出 △2,748 △4,160

　　　長期借入金の返済による支出 △260 ―

　　　自己株式の取得による支出 ― △1,170

　　　配当金の支払額 △854 △1,183

　　　その他 △17 0

　　　財務活動によるキャッシュ・フロー △1,343 △2,125

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 34 △53

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額(△減少額) 3,001 △3,853

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 14,857 17,858

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 17,858 14,004
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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

(1) 連結子会社の数

７社
　なお、当連結会計年度より平成18年３
月に設立したIKO THOMPSON VIETNAM
 CO.,LTD.を連結の範囲に含めておりま
す。

７社

主要な連結子会社の名

称

　主要な連結子会社名は、「第１　企業

の概況　４ 関係会社の状況」に記載し

ているため省略しております。

同左

(2) 主要な非連結子会社の

名称

新三重精工㈱ 新三重精工㈱

艾克欧東晟商貿(上海)有限公司

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(持分に見合う

額)及び利益剰余金(持分に見合う額)

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。

同左

２　持分法の適用に関する事

項

(1) 持分法を適用した非連

結子会社又は関連会社

の数及び主要な会社等

の名称

　該当ありません。 同左

(2) 持分法を適用しない非

連結子会社又は関連会

社の主要な会社等の名

称

持分法を適用しない理

由

新三重精工㈱

　持分法を適用していない非連結子会

社は、当期純損益及び利益剰余金等に

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

用から除外しております。

新三重精工㈱

艾克欧東晟商貿(上海)有限公司

               同左

３　連結子会社の事業年度等

に関する事項

連結決算日と異なる連結

子会社

IKO INTERNATIONAL, INC. 12月31日

NIPPON THOMPSON EUROPE B.V.

　　　　　　　　　　　　12月31日

IKO THOMPSON VIETNAM CO.,LTD.

　　　　　　　　　　　　12月31日

　連結財務諸表の作成は、連結子会社の

決算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は、

連結上必要な調整を行っております。

　なお、日本ディック㈱については、決

算日変更により平成18年３月21日から

平成18年９月30日までの６ヶ月10日決

算と、平成18年10月１日から平成19年

３月31日までの６ヶ月決算となってお

ります。

IKO INTERNATIONAL, INC. 12月31日

NIPPON THOMPSON EUROPE B.V.

　　　　　　　　　　　　12月31日

IKO THOMPSON VIETNAM CO.,LTD.

　　　　　　　　　　　　12月31日

　連結財務諸表の作成は、連結子会社の

決算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)

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

 

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よる時価法

(評価差額は、全部純資産直入法により

処理し、売却原価は、主に移動平均法に

より算定)

同左

　　　　　時価のないもの 主に移動平均法による原価法 同左

②　たな卸資産 主に総平均法による原価法 同左

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法

①　有形固定資産 主に定率法

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３～50年

機械装置及び運搬具５～10年

同左

 

②　無形固定資産 定額法

　なお、自社利用ソフトウェアについて

は、主に社内における利用可能期間(５

年)に基づく定額法によっております。

同左

(3) 重要な引当金の計上基

準

①　貸倒引当金 　主に一般債権は、貸倒れによる損失に

備えるため、貸倒実績率により計上し、

貸倒懸念債権等は、回収可能性を勘案

して個別評価による貸倒見積額を計上

しております。

同左

②　役員賞与引当金 　役員の賞与支給に備えるため、役員賞

与支給見込額の当連結会計年度負担額

を計上しております。

同左

③　退職給付引当金 　主に従業員等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発生している

と認められる額を計上しております。

　なお、数理計算上の差異は、発生年度

より３年間で按分費用処理しておりま

す。

同左

④　役員退職慰労引当金 　役員の退職金支払いに備えるため、主

に内規に基づく期末要支給額を計上し

ております。

同左

(4) 重要な外貨建の資産及

び負債の本邦通貨への

換算基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の

直物為替相場により円貨換算し、換算

差額は損益処理しております。

　なお、在外連結子会社の資産及び負債

は在外連結子会社の決算日の直物為替

相場、収益及び費用は期中平均相場に

よりそれぞれ円貨換算し、換算差額は

純資産の部の「為替換算調整勘定」に

含めております。

同左

　

EDINET提出書類

日本トムソン株式会社(E01631)

有価証券報告書

42/88



　

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) 重要なリース取引の処

理方法

　当社及び国内連結子会社は、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り、在

外連結子会社については、主に通常の

売買取引に準じた会計処理によってお

ります。

同左

(6) 重要なヘッジ会計の方

法

①　ヘッジ会計の方法 　為替予約については振当処理の要件

を充たしているものは振当処理を、金

利スワップについては特例処理の要件

を充たしているものは特例処理を採用

しております。

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ

対象

(ヘッジ手段) (ヘッジ対象)

為替予約 外貨建金銭債権債

務等

金利スワップ 長期借入金の利息

同左

③　ヘッジ方針 　主に当社の社内管理規程に基づき、為

替変動リスク及び金利変動リスクを

ヘッジしております。

同左

④　ヘッジ有効性評価の

方法

　ヘッジの想定元本とヘッジ対象の重

要な条件が同一であり、ヘッジ開始時

以降、継続して相場変動又はキャッ

シュ・フロー変動を完全に相殺できる

ため、ヘッジ有効性の判定は省略して

おります。

同左

(7) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

　　　消費税等の処理方法 　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。

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、全面時価評価法によってお

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

　手許現金、随時引出可能な預金、預入

日より３ヵ月以内に期日到来する定期

預金等、容易に換金可能で、価値変動リ

スクの僅少な短期投資であります。

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)

(役員賞与に関する会計基準) ―――――――

　当連結会計年度より、「役員賞与に関する会計基準」

(企業会計基準委員会　平成17年11月29日　企業会計基準

第４号)を適用しております。

　これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期

純利益がそれぞれ70百万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。

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準) ―――――――

　当連結会計年度より、「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。

　これによる損益に与える影響はありません。

　なお、従来の資本の部の合計に相当する金額は58,893

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。

――――――― (固定資産の減価償却方法の変更)

　 　法人税法の改正((所得税法等の一部を改正する法律　

平成19年３月30日　法律第６号)及び(法人税法施行令の

一部を改正する政令　平成19年３月30日　政令第83号))

に伴い、当連結会計年度より、平成19年４月１日以降に

取得した当社及び国内連結子会社の建物を除く有形固

定資産については、主として改正後の法人税法に基づく

方法に変更しております。

　この結果、前連結会計年度と同一の方法によった場合

と比べ、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65百万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。
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　　(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)

――――――― (固定資産の残存価額の会計処理)

　 　当連結会計年度より、平成19年３月31日以前に取得した

当社及び国内連結子会社の建物を除く有形固定資産につ

いては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年より５

年間で均等償却する方法によっております。

　この結果、前連結会計年度と同一の方法によった場合と

比べ、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104百万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。

　

　　(表示方法の変更)

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)

(連結損益計算書) (連結損益計算書)

　前連結会計年度において区分掲記しておりました「受

取保険金」は、営業外収益の総額の100分の10以下となっ

たため、当連結会計年度より営業外収益の「その他」に

含めて表示しております。

　なお、当連結会計年度の「受取保険金」は21百万円であ

ります。

―――――――

─────── 　前連結会計年度において営業外費用の「その他」に含

めて表示しておりました「為替差損」は、営業外費用の

総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より区分

掲記しております。

　なお、前連結会計年度の「為替差損」は27百万円であり

ます。

(連結キャッシュ・フロー計算書) (連結キャッシュ・フロー計算書)

─────── 　前連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・

フローの「その他」に含めて表示しておりました「投資

有価証券評価損」、財務活動によるキャッシュ・フロー

の「その他」に含めて表示しておりました「自己株式の

取得による支出」については、重要性が増したため、当連

結会計年度より区分掲記しております。

　なお、前連結会計年度の「投資有価証券評価損」は０百

万円、「自己株式の取得による支出」は18百万円であり

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　非連結子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) 136百万円

出資金 150

※１　非連結子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) 136百万円

出資金 150

　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機

関とコミットメントライン設定契約を締結しておりま

す。

　この契約に基づく当連結会計年度末における借入未実

行残高は次のとおりであります。

コミットメントライン総額 3,600百万円

借入実行残高 ―

　差引額 3,600

　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機

関とコミットメントライン設定契約を締結しておりま

す。

　この契約に基づく当連結会計年度末における借入未実

行残高は次のとおりであります。

コミットメントライン総額 3,600百万円

借入実行残高 ―

　差引額 3,600
　

※２　期末日満期手形

　期末日満期手形の会計処理については、満期日に決

済が行われたとして処理しております。

　なお、当連結会計年度末日は金融機関の休日であっ

たため、次の期末日満期手形を満期日に決済が行わ

れたものとして処理しております。

　　 受取手形　　　　　　　　　　　　450百万円

※２　　　　　　　―――――――

　

(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　このうち主要なものは次のとおりであります。

従業員給与 3,839百万円

福利厚生費 663

荷造運搬費 612

賃借料 553

※１　このうち主要なものは次のとおりであります。

従業員給与 3,987百万円

福利厚生費 665

荷造運搬費 716

賃借料 558

※２　この中に研究開発費が1,315百万円含まれており　　

　ます。

※２　この中に研究開発費が1,151百万円含まれており　　

　ます。

※３　　　　　　　――――――― ※３　固定資産売却損22百万円は、土地等の売却によるも

のであります。
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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) 74,198,621 401,254 ― 74,599,875
　

(変動事由の概要) 

増加数の内訳は、次のとおりであります。

　転換社債の転換による増加　401,254株

　
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) 100,674 15,979 1,532 115,121
　

(変動事由の概要) 

増加数の内訳は、次のとおりであります。

　単元未満株式の買取りによる増加　15,979株

減少数の内訳は、次のとおりであります。

　単元未満株式の買増請求による減少 1,532株

　
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 407 5.50平成18年３月31日 平成18年６月30日

平成18年11月13日
取締役会

普通株式 446 6.00平成18年９月30日 平成18年12月８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28日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 595 8.00平成19年３月31日 平成19年６月29日
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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)

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) 74,599,875 ― ― 74,599,875
　

　
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) 115,121 1,019,045 1,342 1,132,824
　

(変動事由の概要) 

増加数の内訳は、次のとおりであります。

　取締役会決議による取得による増加　1,000,000株

　単元未満株式の買取りによる増加　　　 19,045株

減少数の内訳は、次のとおりであります。

　単元未満株式の買増請求による減少　    1,342株

　
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28日
定時株主総会

普通株式 595 8.00平成19年３月31日 平成19年６月29日

平成19年11月12日
取締役会

普通株式 587 8.00平成19年９月30日 平成19年12月６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20年６月27日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 587 8.00平成20年３月31日 平成20年６月30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)

※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

現金及び預金勘定 18,058百万円

預入期間が３ヵ月を超える定期預金 △200

現金及び現金同等物 17,858

※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

現金及び預金勘定 14,804百万円

預入期間が３ヵ月を超える定期預金 △800

現金及び現金同等物 14,004

重要な非資金取引の内容

転換社債の転換による資本金増加額 190百万円
転換社債の転換による資本準備金
増加額 190
端数償還金 0

転換による転換社債減少額 382

―――――――

　

(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)

　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

工具器具備品外

取得価額相当額 46百万円

減価償却累計額相当額 37

期末残高相当額 9

工具器具備品外

取得価額相当額 15百万円

減価償却累計額相当額 10

期末残高相当額 4

②　未経過リース料期末残高相当額

１年以内 4百万円

１年超 4

　計 9

　なお、取得価額相当額及び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が有形固定資産の期末残

高等に占めるその割合が低いため、「支払利子込み法」

により算定しております。

②　未経過リース料期末残高相当額

１年以内 2百万円

１年超 2

　計 4

　なお、取得価額相当額及び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が有形固定資産の期末残

高等に占めるその割合が低いため、「支払利子込み法」

により算定しております。

③　支払リース料(減価償却費相当額) 11百万円③　支払リース料(減価償却費相当額) 4百万円

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。

④　減価償却費相当額の算定方法

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 3百万円

１年超 7

　計 11
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(有価証券関係)

１　その他有価証券で時価のあるもの

　

区分

前連結会計年度
(平成19年３月31日現在)

当連結会計年度
(平成20年３月31日現在)

取得原価
(百万円)

連結決算日に
おける連結貸借
対照表計上額
(百万円)

差額
(百万円)

取得原価
(百万円)

連結決算日に
おける連結貸借
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 1,954 5,651 3,696 2,404 4,368 1,963

小計 1,954 5,651 3,696 2,404 4,368 1,963

連結貸借対照表計上
額が取得原価を超え
ないもの

株式 127 122 △4 2,199 2,103 △96

小計 127 122 △4 2,199 2,103 △96

合計 2,081 5,773 3,691 4,603 6,471 1,867

(注)　　当連結会計年度において、その他有価証券で時価がある株式について990百万円減損処理を行っております。

　なお、下落率が30～50％の株式の減損にあっては、個別銘柄毎に、当連結会計年度における最高値・最安値

と帳簿価格との乖離状況等保有有価証券の時価水準を把握するとともに発行体の外部信用格付や公表財務諸

表ベースでの各種財務比率の検討等により信用リスクの定量評価を行い、総合的に判断しております。

　

２　当連結会計年度中に売却したその他有価証券

　

区分
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)

売却額（百万円） 179

売却益の合計額（百万円） 127

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)

売却損益の合計額の金額が乏しいため、記載を省略しております。

　

３　時価評価されていない主な有価証券

その他有価証券

　

区分

前連結会計年度
(平成19年３月31日現在)

当連結会計年度
(平成20年３月31日現在)

連結貸借対照表計上額(百万円) 連結貸借対照表計上額(百万円)

非上場株式 610 625
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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　取引の内容及び利用目的等

　　当社グループは、為替変動のリスクに備えるため、外貨

建金銭債権債務残高の範囲内で為替予約取引等を社内

管理規程に基づき利用しております。

　　また、変動金利の借入金は、契約時に固定金利へ変換す

る金利スワップ取引を行っております。

　　なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っ

ております。

①　取引の内容及び利用目的等

　　当社グループは、為替変動のリスクに備えるため、外貨

建金銭債権債務残高の範囲内で為替予約取引等を社内

管理規程に基づき利用しております。

　なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っ

ております。

　(1) ヘッジ手段とヘッジ対象

(ヘッジ手段) (ヘッジ対象)

為替予約 外貨建金銭債権債務等

金利スワップ 長期借入金の利息

　(1) ヘッジ手段とヘッジ対象

(ヘッジ手段) (ヘッジ対象)

為替予約 外貨建金銭債権債務等

　(2) ヘッジ方針

　　　主に当社の社内管理規程に基づき、為替変動リスク及

び金利変動リスクをヘッジします。

　(2) ヘッジ方針

　　　主に当社の社内管理規程に基づき、為替変動リスクを

ヘッジします。

　(3) ヘッジ有効性評価の方法

　　　ヘッジの想定元本とヘッジ対象の重要な条件が同一

であり、ヘッジ開始時以降、継続して相場変動又は

キャッシュ・フロー変動を完全に相殺できるため、

ヘッジ有効性の判定は省略しております。

　(3) ヘッジ有効性評価の方法

　　　ヘッジの想定元本とヘッジ対象の重要な条件が同一

であり、ヘッジ開始時以降、継続して相場変動を完全

に相殺できるため、ヘッジ有効性の判定は省略して

おります。

②　取引に対する取組方針

　　通貨関連のデリバティブ取引は、外貨建債権債務残高

の範囲内で行っております。

　　金利関連のデリバティブ取引は、契約時に変動金利を

固定金利に変換する金利スワップ取引のみ行っており

ます。

②　取引に対する取組方針

　　通貨関連のデリバティブ取引は、外貨建債権債務残高

の範囲内で行っております。

③　取引に係るリスクの内容

　　デリバティブ取引は、信用度の高い金融機関と行って

おり、リスクは殆どありません。

③　取引に係るリスクの内容

同左

④　取引に係るリスク管理体制

　　デリバティブ取引は、社内管理規程に基づき利用して

おります。

④　取引に係るリスク管理体制

同左

　

２　取引の時価等に関する事項

前連結会計年度(平成19年３月31日現在)

為替予約及び金利スワップ取引を行っておりますが、いずれもヘッジ会計を適用しておりますので、注

記の対象から除いております。

　

当連結会計年度(平成20年３月31日現在)

為替予約を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので、注記の対象から除いております。
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(退職給付関係)

　
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　採用している退職給付制度の概要

　　　当社及び主要な国内連結子会社は、社内規程に基づく

退職一時金制度のほか、昭和41年４月１日より、勤続

３年以上の従業員については適格退職年金制度を採

用しております。

１　採用している退職給付制度の概要

　　　当社及び主要な国内連結子会社は、社内規程に基づく

退職一時金制度のほか、平成20年２月１日より、適格

退職年金制度から確定給付企業年金制度へ移行して

おります。

　これによる損益に与える影響はありません。

２　退職給付債務に関する事項

①　退職給付債務 7,882百万円

　　(内訳)

②　未認識数理計算上の差異 △470

③　年金資産 7,610

④　退職給付引当金 743
　

２　退職給付債務に関する事項

①　退職給付債務 7,058百万円

　　(内訳)

②　未認識数理計算上の差異 428

③　年金資産 5,950

④　退職給付引当金 679
　

３　退職給付費用に関する事項

①　勤務費用 340百万円

②　利息費用 161

③　期待運用収益 △153

④　数理計算上の差異の費用処理額 △453

⑤　退職給付費用 △104
　

３　退職給付費用に関する事項

①　勤務費用 329百万円

②　利息費用 158

③　期待運用収益 △150

④　数理計算上の差異の費用処理額 △161

⑤　退職給付費用 175
　

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 2.0％

④　数理計算上の差異の処理年数 ３年

　(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数による按分額を費用処理する方法)

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 2.0％

④　数理計算上の差異の処理年数 ３年

　(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数による按分額を費用処理する方法)
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(税効果会計関係)

　
前連結会計年度末
(平成19年３月31日)

当連結会計年度末
(平成20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)(流動)

　たな卸資産評価減及び未実現
　利益

1,145百万円

　賞与引当金 379

　その他 264

　繰延税金資産(流動)小計 1,789

(繰延税金資産)(固定)

　退職給付引当金 293

　出資金評価損 160

　役員退職慰労引当金 122

　その他 216

　繰延税金資産(固定)小計 791

　評価性引当額 △173

　繰延税金負債(固定)との相殺 △604

　繰延税金資産合計 1,802

(繰延税金負債)(固定)

　その他有価証券評価差額金 △1,501

　繰延税金資産(固定)との相殺 604

　繰延税金負債合計 △897

　繰延税金資産の純額 905
　

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)(流動)

　たな卸資産評価減及び未実現
　利益

1,255百万円

　賞与引当金 380

　その他 227

　繰延税金資産(流動)小計 1,864

(繰延税金資産)(固定)

　退職給付引当金 266

　出資金評価損 151

　役員退職慰労引当金 145

　その他 635

　繰延税金資産(固定)小計 1,198

　評価性引当額 △599

　繰延税金負債(固定)との相殺 △585

　繰延税金資産合計 1,877

(繰延税金負債)(固定)

　その他有価証券評価差額金 △730

　その他 △92

　繰延税金資産(固定)との相殺 585

　繰延税金負債合計 △236

　繰延税金資産の純額 1,640
　

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

　　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異が、法定実効税率の100分の５以下である

ため、注記を省略しております。

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 40.7％

(調整)

住民税均等割等 0.6％

交際費等永久に損金に算入されない項
目

0.9％

受取配当金等永久に益金に算入されな
い項目

△0.3％

評価性引当額 6.0％

その他 1.9％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 49.8％
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当社グループは、軸受等ならびに諸機械部品の製造・販売を単一の事業として運営しているため、

該当がありません。

　

【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)

　
日本
(百万円)

北米
(百万円)

欧州
(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ　売上高及び営業利益

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

41,077 5,028 4,308 50,414 ― 50,414

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

6,097 3 21 6,122 (6,122) ―

計 47,175 5,032 4,329 56,537 (6,122)50,414

営業費用 37,594 4,460 3,982 46,037 (5,476)40,561

営業利益 9,580 572 346 10,499 (645) 9,853

Ⅱ　資産 57,110 4,360 4,702 66,173 19,830 86,003

(注) １　国又は地域の区分は、地理的な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) 北米…米国

(2) 欧州…オランダ、ドイツ、イギリス、スペイン

３　営業費用のうち、「消去又は全社」に含めた配賦不能営業費用(353百万円)の主なものは、提出会社本社の人事

・総務部門等管理部門に係る費用であります。

４　資産のうち、「消去又は全社」に含めた全社資産(23,891百万円)の主なものは、提出会社の余資運用資金(現金

及び預金、有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産であります。

５　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の「会計処理の変更」に記載のとおり、当連結会計年度

より、「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成17年11月29日　企業会計基準第４号）を適

用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、「日本」の営業費用は70百万円増加し、営

業利益が同額減少しております。
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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)

　
日本
(百万円)

北米
(百万円)

欧州
(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ　売上高及び営業利益

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

41,114 5,265 5,721 52,101 ― 52,101

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

7,278 1 18 7,297 (7,297) ―

計 48,393 5,266 5,739 59,399 (7,297)52,101

営業費用 40,607 4,780 5,274 50,662 (6,714)43,948

営業利益 7,785 485 465 8,736 (583) 8,153

Ⅱ　資産 58,291 4,467 5,398 68,157 16,604 84,761

(注) １　国又は地域の区分は、地理的な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) 北米…米国

(2) 欧州…オランダ、ドイツ、イギリス、スペイン

３　営業費用のうち、「消去又は全社」に含めた配賦不能営業費用(407百万円)の主なものは、提出会社本社の人事

・総務部門等管理部門に係る費用であります。

４　資産のうち、「消去又は全社」に含めた全社資産(20,911百万円)の主なものは、提出会社の余資運用資金(現金

及び預金、有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産であります。

５　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の「会計処理の変更」に記載のとおり、法人税法の改正

((所得税法等の一部を改正する法律　平成19年３月30日　法律第６号)及び(法人税法施行令の一部を改正する

政令　平成19年３月30日　政令第83号))に伴い、当連結会計年度より、平成19年４月１日以降に取得した当社及

び国内連結子会社の建物を除く有形固定資産については、主として改正後の法人税法に基づく方法に変更し

ております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、「日本」の営業費用は65百万円増加し、営業利

益が同額減少しております。

６　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の「追加情報」に記載のとおり、当連結会計年度より、

平成19年３月31日以前に取得した当社及び国内連結子会社の建物を除く有形固定資産については、償却可能

限度額まで償却が終了した翌年より５年間で均等償却する方法によっております。この変更に伴い、従来の方

法によった場合に比べ、「日本」の営業費用は104百万円増加し、営業利益が同額減少しております。
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【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)
　

米州 欧州 アジア他 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 5,762 4,399 5,562 15,724

Ⅱ　連結売上高(百万円) ― ― ― 50,414

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

11.4 8.7 11.1 31.2

(注) １　国又は地域の区分は、地理的な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) 米州…米国、カナダ、中南米

(2) 欧州…オランダ、ドイツ、イギリス、スペイン

(3) アジア他…シンガポール、中国、台湾、中近東

３　海外売上高は、当社グループの本邦以外の国又は地域における売上高であります。

４　当連結会計年度において区分の見直しを行い、「北米」を「米州」に、「その他の地域」を「アジア他」とし

て表示しております。

　

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)
　

米州 欧州 アジア他 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 6,111 5,819 6,630 18,561

Ⅱ　連結売上高(百万円) ― ― ― 52,101

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

11.7 11.2 12.7 35.6

(注) １　国又は地域の区分は、地理的な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) 米州…米国、カナダ、中南米

(2) 欧州…オランダ、ドイツ、イギリス、スペイン

(3) アジア他…シンガポール、中国、台湾、中近東

３　海外売上高は、当社グループの本邦以外の国又は地域における売上高であります。
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【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)

該当事項はありません。

　

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。

　

(１株当たり情報)

　

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株当たり純資産額 790円68銭 803円14銭

１株当たり当期純利益 85円07銭 48円37銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 76円85銭 43円66銭

(注)　算定上の基礎

１　１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益

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)

連結損益計算書上の当期純利益 6,333百万円 3,566百万円

普通株主に帰属しない金額 ― ―

普通株式に係る当期純利益 6,333百万円 3,566百万円

普通株式の期中平均株式数 74,451,714株 73,723,046株

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用いら
れた当期純利益調整額

― ―

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用いら
れた普通株式増加数

　第１回無担保転換社債 7,968,487株 7,968,487株

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要

― ―

　

２　１株当たり純資産額

項目
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)

連結貸借対照表の純資産の部の合計 58,893百万円 59,004百万円

普通株式に係る純資産額 58,893百万円 59,004百万円

普通株式の発行済株式数 74,599,875株 74,599,875株

普通株式の自己株式数 115,121株 1,132,824株

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数 74,484,754株 73,467,051株
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(重要な後発事象)

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)

―――――――

　　
重要な設備投資

１　目的

　当社は、将来を見据えた事業規模の拡大を図るため

に工場用地を取得し、新工場を建設するために、平成

20年４月23日に岐阜県土岐市と企業立地協定を締結

しました。

２　設備投資の内容

(1) 取得用地　岐阜県土岐市 土岐アクアシルヴァ

　　　　　　　工業団地内

(2) 敷地面積　約６万３千㎡

(3) 取得価額　約17億円

(4) 資金調達　自己資金

３　当該設備投資が営業・生産に及ぼす影響

　当該設備投資による業績への影響は、来期以降にな

る見通しです。
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⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

　

会社名 銘柄 発行年月日
前期末残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(％)

担保 償還期限

日本トムソン㈱
第１回無担保
転換社債

平成13年
６月20日

7,586
7,586
(7,586)

― 無担保
平成20年
９月30日

合計 ― ― 7,586
7,586
(7,586)

― ― ―

(注) １　「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。

２　第１回無担保転換社債の内容は次のとおりであります。

　

銘柄 転換の条件
転換によって発行
する株式の内容

転換請求期間

第１回

無担保

転換社債

転換価額　952円

時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合

は、次の算式により調整されます。

調整後
転換価額

＝
調整前
転換価額

×

既発行
株式数

＋

新発行
株式数

×
１株当りの
払込金額

時価

既発行株式数＋新発行株式数

日本トムソン㈱

普通株式

平成13年

７月２日から

平成20年

９月29日

　

３　連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は次のとおりであります。

　
１年以内
(百万円)

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)

7,586 ― ― ― ―

　

【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 1,191 981 5.27 ―

合計 1,191 981 ― ―

(注) 平均利率は、期末ベースで算出した加重平均利率を記載しております。

　

(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 15,773 11,765

　２　受取手形 ※３ 2,610 2,041

　３　売掛金 ※１ 8,770 9,159

　４　製品 ※２ 9,860 10,170

　５　原材料 5,030 5,199

　６　仕掛品 6,211 6,837

　７　繰延税金資産 993 945

　８　未収入金 ※１ 1,269 1,349

　９　その他 459 413

　　　貸倒引当金 △3 △7

　　　流動資産合計 50,97565.8 47,87463.3

Ⅱ　固定資産

　１　有形固定資産

　　(1) 建物 13,805 14,325

　　　　減価償却累計額 9,590 4,215 9,922 4,402

　　(2) 構築物 1,192 1,340

　　　　減価償却累計額 868 324 898 441

　　(3) 機械及び装置 37,682 38,778

　　　　減価償却累計額 29,907 7,775 31,004 7,774

　　(4) 車両運搬具 236 241

　　　　減価償却累計額 209 27 218 23

　　(5) 工具器具及び備品 7,772 8,371

　　　　減価償却累計額 6,525 1,246 7,002 1,368

　　(6) 土地 1,383 1,361

　　(7) 建設仮勘定 431 320

　　　有形固定資産合計 15,40419.9 15,69320.7
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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) ソフトウェア 180 190

　　(2) その他 18 25

　　　無形固定資産合計 199 0.2 216 0.3

　３　投資その他の資産

　　(1) 投資有価証券 5,254 6,234

　　(2) 関係会社株式 1,674 1,674

　　(3) 関係会社出資金 1,093 1,093

　　(4) 破産更生債権等 20 11

　　(5) 入会金 166 157

　　(6) 団体保険 2,586 2,605

　　(7) その他 163 161

　　　　貸倒引当金 △40 △31

　　　投資その他の資産合計 10,91814.1 11,90715.7

　　　固定資産合計 26,52234.2 27,81636.7

　　　資産合計 77,497100.0 75,690100.0

(負債の部)

Ⅰ　流動負債

　１　買掛金 8,450 9,151

　２　一年以内償還予定の
　　　転換社債

― 7,586

　３　未払金 1,652 993

　４　未払費用 2,480 2,527

　５　未払法人税等 2,217 1,249

　６　役員賞与引当金 70 80

　７　その他 210 174

　　　流動負債合計 15,08119.4 21,76128.7

Ⅱ　固定負債

　１　転換社債 7,586 ―

　２　繰延税金負債 644 7

　３　退職給付引当金 723 660

　４　役員退職慰労引当金 298 356

　５　その他 27 27

　　　固定負債合計 9,27912.0 1,0521.4

　　　負債合計 24,36131.4 22,81430.1

　

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
(％)

(純資産の部)

Ⅰ　株主資本

　１　資本金 9,53212.3 9,53212.6

　２　資本剰余金

EDINET提出書類

日本トムソン株式会社(E01631)

有価証券報告書

61/88



　　(1) 資本準備金 12,886 12,886

　　(2) その他資本剰余金 0 0

　　　　資本剰余金合計 12,88716.6 12,88617.0

　３　利益剰余金

　　(1) 利益準備金 1,416 1,416

　　(2) その他利益剰余金

　　　　配当準備積立金 1,510 1,510

　　　　退職手当積立金 500 500

　　　　別途積立金 13,500 14,500

　　　　繰越利益剰余金 12,040 12,841

　　　　利益剰余金合計 28,96637.4 30,76840.7

　４　自己株式 △77 △0.1 △1,246△1.6

　　　株主資本合計 51,30966.2 51,94168.7

Ⅱ　評価・換算差額等

　１　その他有価証券評価
　　　差額金

1,826 934

　　　評価・換算差額等合計 1,8262.4 934 1.2

　　　純資産合計 53,13668.6 52,87569.9

　　　負債純資産合計 77,497100.0 75,690100.0
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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 44,915100.0 46,169100.0

Ⅱ　売上原価

　１　製品・商品期首たな卸高 9,100 9,860

　２　当期製品製造原価 ※３ 25,723 27,239

　３　当期商品仕入高 4,181 4,336

合計 39,005 41,436

　４　製品・商品期末たな卸高 9,860 29,14464.9 10,170 31,26667.7

　　　売上総利益 15,77035.1 14,90332.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費
※
２※
３

7,01515.6 7,83417.0

　　　営業利益 8,75419.5 7,06815.3

Ⅳ　営業外収益

　１　受取利息及び配当金 ※１ 121 147

　２　不動産等賃貸料 41 40

　３　仕入割引 ― 28

　４　雑収入 ※１ 118 280 0.6 52 268 0.6

Ⅴ　営業外費用

　１　支払利息 1 2

　２　債権譲渡損 53 66

　３　固定資産除却損 95 80

　４　為替差損 32 130

　５　雑損失 34 217 0.5 44 324 0.7

　　　経常利益 8,81719.6 7,01215.2

Ⅵ　特別利益

　１　投資有価証券売却益 127 127 0.3 ― ― ―

Ⅶ　特別損失

　１　固定資産売却損 ※４ ― 21

　２　投資有価証券評価損 ― ― ― 990 1,0122.2

　　　税引前当期純利益 8,94519.9 6,00013.0

　　　法人税、住民税
　　　及び事業税

3,480 2,950

　　　法人税等調整額 110 3,5908.0 65 3,0156.5

　　　当期純利益 5,35511.9 2,9856.5
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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
(％)

Ⅰ　材料費 15,787 59.6 16,316 58.5

Ⅱ　労務費 3,127 11.8 3,177 11.4

Ⅲ　経費 ※１ 7,567 28.6 8,376 30.1

当期総製造費用 26,482100.0 27,870100.0

仕掛品期首たな卸高 5,458 6,211

合計 31,941 34,081

他勘定振替高 ※２ 7 5

仕掛品期末たな卸高 6,211 6,837

当期製品製造原価 25,723 27,239

　

(脚注)

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　このうち主要なものは次のとおりであります。

外注加工費 1,553百万円

減価償却費 2,178

業務委託費 2,538

※１　このうち主要なものは次のとおりであります。

外注加工費 1,614百万円

減価償却費 2,729

業務委託費 2,733

※２　他勘定振替高は、販売費及び一般管理費への振替で

あります。

※２　　　　　　　　　　 同左

原価計算の方法

　総合原価計算による実際原価計算

原価計算の方法
　　同左
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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） 9,341 12,695 ― 12,695

事業年度中の変動額

　転換社債の転換 190 190 ― 190

　剰余金の配当（注2） ― ― ― ―

　剰余金の配当 ― ― ― ―

　役員賞与（注2） ― ― ― ―

　別途積立金の積立（注2） ― ― ― ―

　当期純利益 ― ― ― ―

　自己株式の取得 ― ― ― ―

　自己株式の処分 ― ― 0 0

　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）

190 190 0 191

平成19年３月31日残高（百万円） 9,532 12,886 0 12,887

　

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

その他
有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計利益準備金

その他
利益剰余金
（注1）

利益剰余金
合計

平成18年３月31日残高（百万円） 1,41623,13424,551 △59 46,5282,542 2,54249,071

事業年度中の変動額

　転換社債の転換 ― ― ― ― 381 ― ― 381

　剰余金の配当（注2） ― △407 △407 ― △407 ― ― △407

　剰余金の配当 ― △446 △446 ― △446 ― ― △446

　役員賞与（注2） ― △85 △85 ― △85 ― ― △85

　別途積立金の積立（注2） ― ― ― ― ― ― ― ―

　当期純利益 ― 5,355 5,355 ― 5,355 ― ― 5,355

　自己株式の取得 ― ― ― △18 △18 ― ― △18

　自己株式の処分 ― ― ― 1 1 ― ― 1

　株主資本以外の項目の
　事業年度中の変動額（純額）

― ― ― ― ― △715 △715 △715

事業年度中の変動額合計
（百万円）

― 4,415 4,415 △17 4,780 △715 △715 4,064

平成19年３月31日残高（百万円） 1,41627,55028,966 △77 51,3091,826 1,82653,136

　

（注）１　その他利益剰余金の内訳

配当準備積立金 退職手当積立金 別途積立金 繰越利益剰余金 合計

平成18年３月31日残高（百万円） 1,510 500 12,500 8,624 23,134

事業年度中の変動額

　剰余金の配当（注2） ― ― ― △407 △407

　剰余金の配当 ― ― ― △446 △446

　役員賞与（注2） ― ― ― △85 △85

　別途積立金の積立（注2） ― ― 1,000 △1,000 ―

　当期純利益 ― ― ― 5,355 5,355

事業年度中の変動額合計
（百万円）

― ― 1,000 3,415 4,415

平成19年３月31日残高（百万円） 1,510 500 13,500 12,040 27,550

　　　２　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） 9,532 12,886 0 12,887

事業年度中の変動額

　剰余金の配当 ― ― ― ―

　別途積立金の積立 ― ― ― ―

　当期純利益 ― ― ― ―

　自己株式の取得 ― ― ― ―

　自己株式の処分 ― ― △0 △0

　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）

― ― △0 △0

平成20年３月31日残高（百万円） 9,532 12,886 0 12,886

　

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

その他
有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計利益準備金

その他
利益剰余金
（注）

利益剰余金
合計

平成19年３月31日残高（百万円） 1,41627,55028,966 △77 51,3091,826 1,82653,136

事業年度中の変動額

　剰余金の配当 ― △1,183△1,183 ― △1,183 ― ― △1,183

　別途積立金の積立 ― ― ― ― ― ― ― ―

　当期純利益 ― 2,985 2,985 ― 2,985 ― ― 2,985

　自己株式の取得 ― ― ― △1,170△1,170 ― ― △1,170

　自己株式の処分 ― ― ― 1 0 ― ― 0

　株主資本以外の項目の
　事業年度中の変動額（純額）

― ― ― ― ― △892 △892 △892

事業年度中の変動額合計
（百万円）

― 1,801 1,801△1,169 631 △892 △892 △260

平成20年３月31日残高（百万円） 1,41629,35130,768△1,24651,941 934 934 52,875

　

（注）　その他利益剰余金の内訳

配当準備積立金 退職手当積立金 別途積立金 繰越利益剰余金 合計

平成19年３月31日残高（百万円） 1,510 500 13,500 12,040 27,550

事業年度中の変動額

　剰余金の配当 ― ― ― △1,183 △1,183

　別途積立金の積立 ― ― 1,000 △1,000 ―

　当期純利益 ― ― ― 2,985 2,985

事業年度中の変動額合計
（百万円）

― ― 1,000 801 1,801

平成20年３月31日残高（百万円） 1,510 500 14,500 12,841 29,351
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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 同左

(2) 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よる時価法

(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)

               同左

　　　　時価のないもの 移動平均法による原価法 同左

２　たな卸資産の評価基準及

び評価方法　　　　　　　　　

　　製品・原材料・仕掛品　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　

総平均法による原価法 同左

３　固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産 定率法

　主な耐用年数は以下のとおりであり

ます。

　建物３～50年

　機械及び装置10年

同左

(2) 無形固定資産 定額法

　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)に基づく定額法によっております。

同左

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換算し、換算差額

は損益処理しております。

同左

５　引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金 　一般債権は、貸倒れによる損失に備え

るため、貸倒実績率により計上し、貸倒

懸念債権等は、回収可能性を勘案して

個別評価による貸倒見積額を計上して

おります。

同左

(2) 役員賞与引当金 　役員の賞与支給に備えるため、役員賞

与支給見込額の当事業年度負担額を計

上しております。

同左

(3) 退職給付引当金 　従業員等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、当期末に発生し

ていると認められる額を計上しており

ます。

　なお、数理計算上の差異は、発生年度

より３年間で按分費用処理しておりま

す。

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) 役員退職慰労引当金 　役員の退職金支払いに備えるため、内

規に基づく期末要支給額を計上してお

ります。

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。

同左

７　ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法 　為替予約については振当処理の要件

を充たしているものは振当処理を、金

利スワップについては特例処理の要件

を充たしているものは特例処理を採用

しております。

同左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象

(ヘッジ手段)

為替予約

金利スワップ

(ヘッジ対象)

外貨建金銭債権債

務等

長期借入金の利息

同左

(3) ヘッジ方針 　当社の社内管理規程に基づき、為替変

動リスク及び金利変動リスクをヘッジ

しております。

同左

(4) ヘッジ有効性評価の方

法

　ヘッジの想定元本とヘッジ対象の重

要な条件が同一であり、ヘッジ開始時

以降、継続して相場変動又はキャッ

シュ・フロー変動を完全に相殺できる

ため、ヘッジ有効性の判定は省略して

おります。

同左

８　その他財務諸表作成のた

めの重要な事項

　消費税等の処理方法 　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。

同左
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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)

(役員賞与に関する会計基準)

　当事業年度より、「役員賞与に関する会計基準」(企業

会計基準委員会　平成17年11月29日　企業会計基準第４

号)を適用しております。

　これにより、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益

がそれぞれ70百万円減少しております。

―――――――

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準)

　当事業年度より、「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。

　これによる損益に与える影響はありません。

　なお、従来の資本の部の合計に相当する金額は53,136百

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。

―――――――

――――――― (固定資産の減価償却方法の変更)

　法人税法の改正((所得税法等の一部を改正する法律　平

成19年３月30日　法律第６号)及び(法人税法施行令の一

部を改正する政令　平成19年３月30日　政令第83号))に伴

い、当事業年度より、平成19年４月１日以降に取得した建

物を除く有形固定資産については、改正後の法人税法に

基づく方法に変更しております。

　この結果、前事業年度と同一の方法によった場合と比

べ、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ

65百万円減少しております。
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(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)

――――――― (固定資産の残存価額の会計処理)

　当事業年度より、平成19年３月31日以前に取得した建物

を除く有形固定資産については、償却可能限度額まで償

却が完了した翌年より５年間で均等償却する方法によっ

ております。

　この結果、前事業年度と同一の方法によった場合と比

べ、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ

103百万円減少しております。

　

(表示方法の変更)

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)

(損益計算書) (損益計算書)

　前事業年度において区分掲記しておりました「受取保

険金」は、営業外収益の総額の100分の10以下となったた

め、当事業年度より営業外収益の「雑収入」に含めて表

示しております。

　なお、当事業年度の「受取保険金」は21百万円でありま

す。

―――――――

　前事業年度まで営業外費用の「雑損失」に含めて表示

しておりました「為替差損」は、営業外費用の総額の100

分の10を超えたため、当事業年度より区分掲記しており

ます。

　なお、前事業年度の「為替差損」は８百万円でありま

す。

―――――――

――――――― 　前事業年度において営業外収益の「雑収入」に含めて

表示しておりました「仕入割引」は、営業外収益の総額

の100分の10を超えたため、当事業年度より区分掲記して

おります。

　なお、前事業年度の「仕入割引」は26百万円でありま

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　関係会社に対する主な資産のうち、区分記載したも

の以外のものは次のとおりであります。

　売掛金 1,619百万円

　未収入金 846

※１　関係会社に対する主な資産のうち、区分記載したも

の以外のものは次のとおりであります。

　売掛金 1,617百万円

　未収入金 839

※２　「商品」は少額のため「製品」に含めて表示して

おります。

※２　　　　　　　　　 同左

偶発債務

　関係会社売上債権譲渡高　　　　 　　1,191百万円

( 6,193千ユーロ )

( 938千英ポンド)

　　　外貨建の偶発債務は決算日の為替相場によっており

ます。

偶発債務

　関係会社売上債権譲渡高　　　　 　　  981百万円

( 5,310千ユーロ )

( 706千英ポンド)

　　　外貨建の偶発債務は決算日の為替相場によっており

ます。

　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機

関とコミットメントライン設定契約を締結しておりま

す。

　この契約に基づく当事業年度末における借入未実行残

高は次のとおりであります。

コミットメントライン総額 3,600百万円

借入実行残高 ―

　差引額 3,600

　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機

関とコミットメントライン設定契約を締結しておりま

す。

　この契約に基づく当事業年度末における借入未実行残

高は次のとおりであります。

コミットメントライン総額 3,600百万円

借入実行残高 ―

　差引額 3,600

※３　期末日満期手形

　期末日満期手形の会計処理については、満期日に決

済が行われたとして処理しております。

　なお、当事業年度末は金融機関の休日であったた

め、次の期末日満期手形を満期日に決済が行われた

ものとして処理しております。

　　   受取手形　　　　　　　　　　　417百万円

※３　　　　　　　―――――――
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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　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。

売上高 15,138百万円

雑収入 35

受取配当金 40

※１　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。

売上高 16,829百万円

雑収入 35

受取配当金 35

※２　このうち主要なものは次のとおりであります。

従業員給与 2,673百万円

福利厚生費 433

荷造運搬費 529

旅費交通費・通信費 330

事務費・消耗品費 224

業務委託費 685

賃借料 323

減価償却費 211

　　　販売費及び一般管理費のうち販売費の割合

　　　　　　　　　　　　　　　　約52％

※２　このうち主要なものは次のとおりであります。

従業員給与 2,658百万円

福利厚生費 422

荷造運搬費 606

業務委託費 762

減価償却費 308

　　　販売費及び一般管理費のうち販売費の割合

　　　　　　　　　　　　　　　　約50％

※３　この中に研究開発費が1,315百万円含まれておりま

す。

※３　この中に研究開発費が1,151百万円含まれておりま

す。

※４　　　　　　　─────── ※４　固定資産売却損21百万円は、土地等の売却によるも

のであります。

　

(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)

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) 100,674 15,979 1,532 115,121
　

(変動事由の概要) 

増加数の内訳は、次のとおりであります。

　単元未満株式の買取りによる増加　15,979株

減少数の内訳は、次のとおりであります。

　単元未満株式の買増請求による減少 1,532株

　
当事業年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

　

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) 115,121 1,019,045 1,342 1,132,824
　

(変動事由の概要) 

増加数の内訳は、次のとおりであります。

　取締役会決議による取得による増加　1,000,000株

　単元未満株式の買取りによる増加　　　 19,045株

減少数の内訳は、次のとおりであります。

　単元未満株式の買増請求による減少　　　1,342株
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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)

　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

工具器具及び備品外

取得価額相当額 40百万円

減価償却累計額相当額 33

期末残高相当額 7

工具器具及び備品外

取得価額相当額 9百万円

減価償却累計額相当額 5

期末残高相当額 3

②　未経過リース料期末残高相当額

１年以内 3百万円

１年超 3

　計 7

②　未経過リース料期末残高相当額

１年以内 1百万円

１年超 2

　計 3

　なお、取得価額相当額及び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が有形固定資産の期末残

高等に占めるその割合が低いため、「支払利子込み法」

により算定しております。

　なお、取得価額相当額及び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が有形固定資産の期末残

高等に占めるその割合が低いため、「支払利子込み法」

により算定しております。

③　支払リース料(減価償却費相当額) 9百万円③　支払リース料(減価償却費相当額) 3百万円

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。

④　減価償却費相当額の算定方法

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 3百万円

１年超 7

　計 11
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(有価証券関係)

前事業年度(平成19年３月31日現在)

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(平成20年３月31日現在)

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)

　
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　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)(流動)

　たな卸資産評価減 432百万円

　賞与引当金 379

　その他 182

　繰延税金資産(流動)小計 993

(繰延税金資産)(固定)

　退職給付引当金 267

　出資金評価損 151

　役員退職慰労引当金 122

　その他 220

　繰延税金資産(固定)小計 760

　評価性引当額 △164

　繰延税金負債(固定)との相殺 △596

　繰延税金資産合計 993

(繰延税金負債)(固定)

　その他有価証券評価差額金 △1,240

　繰延税金資産(固定)との相殺 596

　繰延税金負債合計 △644

　繰延税金資産の純額 349

　

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)(流動)

　たな卸資産評価減 445百万円

　賞与引当金 351

　その他 149

　繰延税金資産(流動)小計 945

(繰延税金資産)(固定)

　退職給付引当金 245

　出資金評価損 142

　役員退職慰労引当金 145

　その他 637

　繰延税金資産(固定)小計 1,169

　評価性引当額 △590

　繰延税金負債(固定)との相殺 △579

　繰延税金資産合計 945

(繰延税金負債)(固定)

　その他有価証券評価差額金 △586

　繰延税金資産(固定)との相殺 579

　繰延税金負債合計 △7

　繰延税金資産の純額 938

　
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

　　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異が、法定実効税率の100分の５以下である

ため、注記を省略しております。

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 40.7％

(調整)

住民税均等割等 0.6％

交際費等永久に損金に算入されない項
目

1.1％

受取配当金等永久に益金に算入されな
い項目

△0.3％

評価性引当額 7.1％

その他 1.1％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 50.3％
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(１株当たり情報)

　

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株当たり純資産額 713円38銭 719円72銭

１株当たり当期純利益 71円93銭 40円49銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 64円97銭 36円54銭

(注)　算定上の基礎

１　１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益

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)

損益計算書上の当期純利益 5,355百万円 2,985百万円

普通株主に帰属しない金額 ― ―

普通株式に係る当期純利益 5,355百万円 2,985百万円

普通株式の期中平均株式数 74,451,714株 73,723,046株

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用いら
れた当期純利益調整額

― ―

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用いら
れた普通株式増加数

　第１回無担保転換社債 7,968,487株 7,968,487株

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要

― ―

　

２　１株当たり純資産額

項目
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)

貸借対照表の純資産の部の合計額 53,136百万円 52,875百万円

普通株式に係る純資産額 53,136百万円 52,875百万円

普通株式の発行済株式総数 74,599,875株 74,599,875株

普通株式の自己株式数 115,121株 1,132,824株

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数 74,484,754株 73,467,051株
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(重要な後発事象)

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)

　――――――― 重要な設備投資

１　目的

　当社は、将来を見据えた事業規模の拡大を図るため

に工場用地を取得し、新工場を建設するために、平成

20年４月23日に岐阜県土岐市と企業立地協定を締結

しました。

２　設備投資の内容

(1) 取得用地　岐阜県土岐市 土岐アクアシルヴァ

　　　　　　　工業団地内

(2) 敷地面積　約６万３千㎡

(3) 取得価額　約17億円

(4) 資金調達　自己資金

３　当該設備投資が営業・生産に及ぼす影響

　当該設備投資による業績への影響は、来期以降にな

る見通しです。
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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)

投資
有価証券

その他
有価証券

日本精工㈱ 1,000,000 755

ＮＴＮ㈱ 1,000,000 680

㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 645,400 555

山陽特殊製鋼㈱ 1,186,000 533

神鋼電機㈱ 1,380,000 524

東野産業㈱ 75,000 330

㈱不二越 864,000 325

㈱アルバック 81,100 323

㈱ほくほくフィナンシャルグループ 1,000,000 300

㈱みずほフィナンシャルグループ 461 295

㈱マキタ 79,000 247

㈱三井住友フィナンシャルグループ 353 231

㈱十六銀行 300,000 172

㈱大垣共立銀行 225,000 120

ヤマハ発動機㈱ 61,000 111

その他47銘柄 2,069,432 728

計 9,966,747 6,234
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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 13,805 673 153 14,3259,922 444 4,402

　構築物 1,192 170 22 1,340 898 50 441

　機械及び装置 37,6821,905 809 38,77831,0041,842 7,774

　車両運搬具 236 8 3 241 218 12 23

　工具器具及び備品 7,772 751 152 8,371 7,002 619 1,368

　土地 1,383 ― 22 1,361 ― ― 1,361

　建設仮勘定 431 320 431 320 ― ― 320

有形固定資産計 62,5053,830 1,59564,73949,0462,96815,693

無形固定資産

　ソフトウェア ― ― ― 793 602 66 190

　その他 ― ― ― 38 13 0 25

無形固定資産計 ― ― ― 832 616 67 216

長期前払費用 18 ― ― 18 16 1 1

(注) １　当期における主な増加は次のとおりであります。

機械及び装置 岐阜製作所 ＮＣ旋盤外

２　当期における主な減少は次のとおりであります。

機械及び装置 岐阜製作所 ＮＣ旋盤外

３　無形固定資産については、資産総額の１％以下であるため「前期末残高」、「当期増加額」及び「当期減少

額」の記載を省略しております。

　

【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 43 38 18 25 38

役員賞与引当金 70 80 70 ― 80

役員退職慰労引当金 298 76 17 ― 356

(注)　貸倒引当金の当期減少額(その他)は、洗替による戻入額であります。
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(2) 【主な資産及び負債の内容】

①　現金及び預金

　

区分 金額(百万円)

現金 1

預金

当座預金 6,042

普通預金 5

大口定期預金 1,300

自由金利型定期預金 4,400

その他 15

計 11,764

合計 11,765

　

②　受取手形

相手先別内訳

　

相手先名 金額(百万円)

 マサモト㈱ 241

 神鋼電機㈱ 129

 新日本工機㈱ 84

 ㈱ヒロタ 80

 大阪機工㈱ 73

 その他 1,432

合計 2,041

　

期日別内訳

　

期日 金額(百万円)

平成20年４月満期 513

　 〃 　５月満期 509

　 〃 　６月満期 440

　 〃 　７月満期 404

　  〃 　８月満期以降 173

合計 2,041

　

EDINET提出書類

日本トムソン株式会社(E01631)

有価証券報告書

79/88



③　売掛金

相手先別内訳
　

相手先名 金額(百万円)

㈱安川電機 378

パナソニックファクトリーソリューションズ㈱ 317

JUKI電子工業㈱ 309

㈱日立ハイテクインスツルメンツ 290

川崎重工業㈱ 211

その他 7,651

合計 9,159

　

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
　

前期末残高
(百万円)

(Ａ)

当期発生高
(百万円)

(Ｂ)

当期回収高
(百万円)

(Ｃ)

当期末残高
(百万円)

(Ｄ)

当期回収率(％)

(
(Ｃ)

)
(Ａ)＋(Ｂ)

滞留月数(ヵ月)

(
(Ｄ)

)
(Ｂ)の月平均額

8,770 47,767 47,378 9,159 83.8 2.3

(注)　当期発生高には消費税等1,597百万円が含まれております。

　

④　製品
　

区分 金額(百万円)

軸受等及び諸機械部品 10,170

　

⑤　原材料
　

区分 金額(百万円)

軸受鋼 3,275

ローラ 547

部品外 1,375

合計 5,199

　

⑥　仕掛品
　

区分 金額(百万円)

軸受等 6,837
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⑦　買掛金

　

相手先名 金額(百万円)

アズマックス㈱ 783

東洋シャフト㈱ 540

㈱武芸川精工 317

㈱第一測範製作所 254

㈱武藤鉄工所 226

その他 7,028

合計 9,151

　

⑧　転換社債

　

銘柄 金額(百万円)

第１回無担保転換社債 7,586

(注)　発行年月、利率等については、「第５経理の状況」「１連結財務諸表等」「⑤連結附属明細表」の「社債明細表」

に記載しております。

　

(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 1,000株券、10,000株券及び1,000株未満の株数を表示した株券

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

　　　不所持株券の発行
　　　又は返還

１枚につき100円に印紙税相当額を加えた額

　　　汚損及び毀損に
　　　基づく再発行

１枚につき100円に印紙税相当額を加えた額

　　　その他 無料

　　株券失効に係る
　　手数料

１件8,600円に株券１枚につき500円を加えた額

単元未満株式の買取・買
増

　　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・買増手数料 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、電子公告といたします。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いたし
ます。
　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.ikont.co.jp/

株主に対する特典 なし

(注)　　当会社の株主(実質株主を含む。以下同じ。)のうち、単元未満株式を有する株主(以下、「単元未満株主」という。)

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ません。

１．会社法第189条第２項各号に掲げる権利

２．会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

３．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

４．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58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
関東財務局長に提出。

(2)  自己株券買付状況報告書を平成19年８月10日関東財務局長に提出。

(3)　有価証券報告書の訂正報告書

　　 訂正報告書(上記(1)有価証券報告書の訂正報告書)を平成19年９月14日関東財務局長に提出。

　　(4)　半期報告書
 

(第59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21日
関東財務局長に提出。
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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28日

日本トムソン株式会社

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　　杉　　本　　茂　　次　　㊞

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　國　　井　　泰　　成　　㊞

　

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

いる日本トムソン株式会社の平成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、日本トムソン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

　

※　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、その原本は当社が別途保管しています。
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独立監査人の監査報告書

　

平成20年６月27日

日本トムソン株式会社

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　　杉　　本　　茂　　次　　㊞

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　國　　井　　泰　　成　　㊞

　

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

掲げられている日本トムソン株式会社の平成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、日本トムソン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。

　

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、その原本は当社が別途保管しています。
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独立監査人の監査報告書

　

平成19年６月28日

日本トムソン株式会社

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　　杉　　本　　茂　　次　　㊞

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　國　　井　　泰　　成　　㊞

　

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

いる日本トムソン株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第58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、日本トムソン株式会社の平成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

　

※　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、その原本は当社が別途保管しています。
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独立監査人の監査報告書

　

平成20年６月27日

日本トムソン株式会社

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　　杉　　本　　茂　　次　　㊞

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　國　　井　　泰　　成　　㊞

　

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

掲げられている日本トムソン株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第59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、日本トムソン株式会社の平成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

　

※　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、その原本は当社が別途保管しています。
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