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1.  21年12月期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年12月期 5,924 △55.3 △586 ― △574 ― △731 ―

20年12月期 13,265 △12.9 △24 ― 36 △90.1 △79 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年12月期 △61.82 ― △13.3 △6.4 △9.9

20年12月期 △6.73 ― △1.3 0.3 △0.1

（参考） 持分法投資損益 21年12月期  ―百万円 20年12月期  ―百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年12月期 7,828 5,107 65.0 430.51
20年12月期 10,195 5,895 57.7 497.11

（参考） 自己資本   21年12月期  5,091百万円 20年12月期  5,879百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年12月期 126 △55 △524 1,428
20年12月期 357 △399 178 1,885

2.  配当の状況 

（注）平成22年12月期の配当予想額は未定であります。（「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」欄参照） 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年12月期 ― 7.50 ― 7.50 15.00 177 ― 3.0
21年12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 ― 0.0

22年12月期 
（予想）

― ― ― ― ― ―

3.  22年12月期の連結業績予想（平成22年1月1日～平成22年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

3,900 65.0 40 ― 50 ― 49 ― 4.14

通期 8,900 50.2 130 ― 150 ― 140 ― 11.84
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4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

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

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

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については24ページ「（１株当たり情報）」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年12月期 11,837,240株 20年12月期 11,837,240株

② 期末自己株式数 21年12月期  9,509株 20年12月期  9,185株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年12月期の個別業績（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年12月期 4,882 △61.0 △556 ― △532 ― △685 ―

20年12月期 12,516 △15.3 △41 ― 6 △98.2 △103 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年12月期 △57.92 ―

20年12月期 △8.79 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年12月期 7,601 5,060 66.4 426.56
20年12月期 9,863 5,803 58.7 489.34

（参考） 自己資本 21年12月期  5,045百万円 20年12月期  5,787百万円

2.  22年12月期の個別業績予想（平成22年1月1日～平成22年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

1.上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況
の変化により上記予想値と異なる場合があります。  
2.当社は安定的な配当を行うことを基本方針としておりますが、平成22年12月期の配当予想額につきましては未定としております。現段階において設備投
資需要は底打ち状態と判断いたしますが、今後も先行き不透明な状況が続いているため第1四半期の受注状況を見極め、業績の動向および財政状態を
慎重に勘案したうえで第２四半期末までには開示いたします。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
累計期間

3,400 87.9 30 ― 40 ― 50 ― 4.23

通期 7,600 55.7 90 ― 110 ― 110 ― 9.30
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(1）経営成績に関する分析 

  

 当連結会計年度におけるわが国経済は、一昨年秋の金融危機に端を発した世界同時不況により、主要産業で輸出の

急減と大幅な生産調整が見られ企業業績が急激に悪化いたしました。期の後半、電機、自動車業界を中心に減産によ

る在庫調整が進捗したことと、国内外の景気刺激策等により新興国向けの輸出や環境対応商品に需要の回復が見られ

ましたが、景気の本格的な回復には至っておりません。 

 電子機器業界におきましては、景気の後退により生産が急激に落ち込み、メーカー各社の設備投資が急減速いたし

ました。また工作機械業界におきましても同様に自動車産業で環境対応車を除いて消費者需要が急激に落ち込んだた

め、大幅な生産調整を実施した結果、新規設備投資抑制の動きが見られました。いずれも、新興国向けの販売が回復

傾向にありますが国内の設備投資の回復には至っておりません。 

 こうした中、当社グループでは中長期経営計画である「ＧＮＰ」(GLOBAL NETWORK PLAN)戦略のもと新規商品の提

案、商流の拡大に努力してまいりましたが、急激な景気の悪化により設備投資需要が落ち込み、受注環境が悪化した

ため、その対応策としてキャッシュ・フロー改善のための在庫商品の優先販売と業務及び経費の見直しによる効率化

及びコストの削減を実施いたしました。しかしながら電子機器及び工作機械等の主力商品の販売が大きく減少したた

め、非常に厳しい経営成績となりました。 

 当連結会計年度の売上高は59億２千4百万円（前期比55.3％減）、営業損失５億８千６百万円、経常損失５億７千

４百万円となり、従業員の希望退職を実施したことにより、特別損失として退職特別加算金６千５百万円を計上した

ため、税金等調整前当期純損失は６億５千３百万円に、また、繰延税金資産の回収可能性を検討し、その一部を取崩

し法人税等調整額が６千７百万円になった結果、当期純損失は７億３千１百万円となりました。  

 商品別の概況は次のとおりであります。 

 (電子機器) 

 当社が国内メーカーより仕入れ、国内及び海外ユーザー（主に台湾及び中国）に販売しております。 

 主要商品はチップマウンタ、ダイボンダ等の電子部品実装機であります。世界的な景気後退により国内外電機各社

が生産調整に入り、設備投資の凍結等が見られた結果、売上高は17億１千１百万円（前期比77.2％減）となりまし

た。 

 (工作機械) 

 当社が海外メーカーより仕入れ、国内ユーザーに販売しております。 

 主要商品は金属加工目的の工具研削盤、平面研削盤、特殊研削盤であります。特殊形状加工に用いる特殊研削盤等

の需要がありましたが、自動車関連の設備需要が落ち込んだことにより、売上高は14億１千万円（前期比21.3％減）

となりました。 

 (測定機器) 

 当社が海外メーカーより仕入れ、国内ユーザーに販売しております。 

 主要商品は製品の形状測定を行う非接触三次元測定システム及び工具測定機・工具測定機能付ツールプリセッター

であります。非接触三次元測定システムは幅広い業種での用途がありますが、世界的な景気の後退により需要が停滞

し、売上高は３億８千万円（前期比54.9％減）となりました。 

 (産業機械) 

 当社が海外メーカーより仕入れ、国内ユーザーに販売しております。 

 主要商品は金属表面のコーティングシステムであります。この商品は工作機械と同じく、主に工具業界より需要の

ある商品で、売上高は４億１千８百万円（前期比30.6％減）となりました。。 

 (光電子装置及び光電子部品) 

 当社の連結子会社であるサンインスツルメント㈱が国内及び海外メーカーより仕入れ、国内及び海外ユーザーに販

売しております。 

 主要商品は、光アンプ、ファイバーレーザー等であり、主に光通信業界向けに販売しております。光アンプが好調

に推移したことにより、売上高は９億９千５百万円（前期比32.5％増）となりました。 

 次期の見通しにつきましては、国内景気には下げ止まり感はあるものの、急回復は難しく輸出関連産業を中心に

徐々に回復するものと思われます。当社グループの主要取引先である、電機、機械、自動車関連業界では設備投資の

抑制が続いておりましたが、電子機器においては中華圏向けの受注状況が回復傾向にあり、工作機械においても設備

計画の進捗が見られるようになりました。また、特定の新商品に縛り込んだ販売戦略を実施することにより、販売の

回復に努め、コスト面でも当期実施した業務の効率化を継続実施することにより収益の改善に努めてまいります。  

 これらの要因により平成22年12月期の連結業績予想は、売上高89億円、営業利益は１億３千万円、経常利益は１億

５千万円、当期純利益は１億４千万円を見込んでおります。 

１．経営成績
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(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

（流動資産） 

当連結会計年度末における流動資産は前連結会計年度末に比べ39.1％減少し35億５千９百万円となりました。こ

れは売掛金の回収により受取手形及び売掛金が６億７千７百円減少したこと及び在庫商品の販売が進み、商品が５

億９千３百万円減少したことなどによるものです。 

（固定資産） 

当連結会計年度末における固定資産は前連結会計年度末に比べ2.0％減少し42億６千８百万円となりました。こ

れは名古屋支店隣接地の土地取得により土地が４千５百万円増加しましたが、繰延税金資産の取崩しを行い、繰延

税金資産が６千２百万円減少したことなどによるものです。 

（流動負債） 

当連結会計年度末における流動負債は前連結会計年度末に比べ37.9％減少し19億４千５百万円となりました。こ

れは短期借入金の増加が５億円ありましたが、支払手形及び買掛金が７億２千６百万円減少したこと、社債の償還

により一年以内償還予定社債が３億円減少したことなどによるものです。 

（固定負債） 

当連結会計年度末における固定負債は前連結会計年度末に比べ33.6％減少し７億７千４百万円となりました。こ

れは長期借入金が４億２千４百万円減少したことなどによるものです。 

（純資産） 

当連結会計年度末における純資産は前連結会計年度末に比べ13.4％減少し51億７百万円となりました。これは当

期純損失が７億３千１百万円になったことと配当金の支払額８千８百万円により利益剰余金が８億１千９百万円減

少したことによるものです。 

②キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ４億５千７百

万円減少し、当連結会計年度末には14億２千８百万円（前期比24.2％減）となりました。 

 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果獲得した資金は１億２千６百万円となりました。これは主として、税金等調整前当期純損失が６

億５千３百万円、仕入債務の減少額が７億２千６百万円となりましたが、売掛金回収により売上債権の減少額が６

億６千１百万円になったこと及び在庫商品の販売が進捗し、たな卸資産の減少額が５億９千３百万円になったこと

によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は５千５百万円となりました。これは主として、名古屋支店隣接地の土地取得等に

より有形固定資産の取得による支出が５千４百万円あったことによるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は５億２千４百万円となりました。これは主として、短期借入れによる収入７億

円、長期借入れによる収入５億円がありましたが、短期借入金の返済による支出２億円及び長期借入金の返済によ

る支出11億３千３百万円と社債の償還による支出が３億円あったことによるものです。 
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（キャッシュ・フロー関連指標の推移） 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

※株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

※キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。 

※有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象としており

ます。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は、株主に対する利益還元を経営の最重要政策の一環と考えており、安定した経営基盤の確保と株主資本利益

率の向上に努めるとともに、安定的な配当を継続して行うことを基本方針としておりますが、当期の配当につきまし

ては大幅な売上高の減少、当期純損失の計上等の業績結果により無配といたしたく考えております。 

 次期につきましても経済環境には若干の明るさも見えてまいりましたが、依然として先行き不透明な状況が続いて

いるため、業績の動向を見据えて配当額を決定する予定であります。 

 また、内部留保資金につきましては、経営体質の強化ならびに事業展開に向けての投資、事業開発活動に活用し、

事業拡大に努めてまいる所存であります。 

(4）事業等のリスク 

 当社グループの経営成績、財政状態及び株価に影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがありま

す。 

① 設備投資需要の変動 

 製造業の設備投資は景気動向に大きく左右されます。当社グループの主要商品である電子機器、工作機械の需要先

は主に電機・機械・自動車等の製造業であり、当社グループの経営成績はこれら業界の設備投資需要により、大きく

変動する要素があります。  

② 海外需要の変動 

 当社グループの取扱商品である電子機器の輸出販売先は主に中華圏（台湾、中国）のユーザーであります。これら

のユーザーは大規模な生産設備を有する場合が多く、大型の設備投資となることがあります。その反面、世界的な景

気動向により設備投資が大きく変動することがあり、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

③ 為替変動が収益に与える影響 

 当社グループの取扱商品のうち工作機械、産業機械は、海外メーカーからの外貨による仕入れであります。これら

の商品については基本的に為替相場の変動によるリスクを回避する目的で為替予約取引を行っておりますが、為替相

場の変動が販売価格に転嫁され収益に影響を及ぼす可能性があります。 

 また、電子機器の輸出販売は円貨建て取引のため、急激な為替相場の変動により、顧客の購入価格が割高になる事

があり、その場合顧客の購入意欲が減退し、当社の収益に影響を及ぼす可能性があります。 

④ 特定取引先への依存状況 

 当社グループは主要商品であるパナソニックファクトリーソリューションズ㈱製の電子機器を、国内販売は同社の

国内販売会社であるパナソニックＦＳエンジニアリング㈱から、輸出販売はパナソニック㈱を経由して仕入れており

ます。これらパナソニックグループからの仕入高が総仕入高に占める割合は、当連結会計年度において20.4％となっ

ております。 

  平成18年12月期 平成19年12月期 平成20年12月期 平成21年12月期 

自己資本比率（％）  56.7  59.4  57.7  65.0

時価ベースの自己資本比率

（％） 
 51.0  41.0  24.0  14.1

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（％） 
 802.3  －  737.7  1,509.1

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍） 
 8.8  －  7.6  3.1
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 現在メーカーであるパナソニックファクトリーソリューションズ㈱及び同社の国内販売会社であるパナソニックＦ

Ｓエンジニアリング㈱と当社は代理店契約を締結しており、当該契約は今後も継続される予定ですが、契約が解除さ

れた場合及びパナソニックグループの事業計画の変更により当該事業が縮小された場合、当社グループの事業及び経

営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

⑤ 継続企業の前提に関する重要事象等 

   設備投資需要低迷による売上高の減少について 

  当社グループの主要商品である電子機器及び工作機械の販売先は、電機、機械、自動車等の製造業であり、一昨年

秋以降の世界的な大きな景気の落ち込みにより、設備投資需要が低迷しております。その結果、当社グループの売上

高が前連結会計年度に比べ73億４千万円減少し、営業損失５億８千６百万円、経常損失５億７千４百万円、当期純損

失７億３千１百万円を計上しました。製造業の在庫調整の進捗、新興国需要の伸長等により企業収益は回復傾向にあ

りますが、設備投資の急回復には及びません。この状況が予想以上に長期化した場合、今後の業績に悪影響をもたら

すことがあります。 

 また、これにより経営計画を見直した場合、資産の減損及び繰延税金資産の計上基準の見直し等により、損失が発

生することがあります 。 

  当社グループの対応策としては、電子機器関連では、設備投資が回復基調にある中華圏（台湾、中国）へ電子部品

実装機以外の検査機、ＬＣＤパネル組立機等の利益率の高い電子機器関連商品を拡販することにより利益の確保に努

めるとともに、国内においては、新規設備需要に加え、積極的に機械の更新需要を掘り起こしてまいります。コスト

面では当期実施しました経費削減、人員削減策により事業規模に合った適正なコスト負担とし、売上の急回復がなく

とも、収益を確保できる体制を築いてまいります。  

 従いまして、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判断し、「継続企業の前提に関する注

記」には記載しておりません。  
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当社グループはＹＫＴ株式会社と連結子会社３社及び非連結子会社１社で構成され、電子機器及び工作機械、測定

機器等の設備機械の販売、ならびにそれらの取引の関連する保守・サービス等を中心に事業活動を行っております。

なお、当社グループの事業は設備機械販売という単一セグメントのため品目別に記載しております。 

（1）電子機器、その他関連部品  

当社が国内メーカーより仕入れ、国内及び海外ユーザー（主に台湾及び中国）に販売しております。  

主要商品はパナソニックファクトリーソリューションズ㈱製の電子機器（チップマウンタ、ダイボンダ、LCD

パネル組立機等）であります。国内は当社が販売し、海外は、微科帝（上海）国際貿易有限公司（連結子会

社・中国）、微科帝貿易股份有限公司（連結子会社・台湾）を経由して販売しております。 

（2）工作機械、測定機器、産業機械、その他関連部品  

当社が海外メーカーより仕入れ、国内ユーザーに販売しております。  

主要商品は欧州メーカーの工作機械（工具研削盤、平面研削盤、多軸自動盤等）、米国及び欧州メーカーの

測定機器（非接触三次元測定システム、ツールプリセッター等）、欧州メーカーの産業機械（コーティングシ

ステム等）であります。 

（3）光電子装置及び光電子部品 

サンインスツルメント株式会社（連結子会社）が国内及び海外メーカーより仕入れ、国内及び海外ユーザー

に販売しております。 

主要商品は光アンプ、ファイバーレーザー等であります。 

[事業系統図] 

以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 

 
  

２．企業集団の状況
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(1）会社の経営の基本方針 

 当社グループは、創業以来、「産業の西と東を結ぶかけ橋」として国内外の生産設備をお客様へ紹介し、発展、成

長してきました。現在では単なる機械専門商社としてではなく、技術部門を強化し自社において機械の試運転からア

フターサービスを行い、セールスエンジニアによる適切なアドバイス、ＩＴ技術を駆使した情報伝達により瞬時に問

題解決を図る等、機械設備の総合プランナーとしてお客様へ信頼と感動を与える商品とサービスを提供いたしており

ます。 

 また、機械専門商社として環境に与える影響を十分理解し、企業活動から発生する環境負荷の削減を責務と考えて

おり、地球環境問題にも積極的に取り組んでおります。 

(2）目標とする経営指標 

 当社グループでは、売上高経常利益率を経営目標として掲げております。当期においては急激な景気の後退によ

り、想定以上に業績が悪化いたしましたが、中長期経営計画であります「ＧＮＰ」戦略を実践し、より高付加価値な

商品及びサービスの提供、販売管理費の抑制等を行うことにより、売上高経常利益率4.0％の水準を目標としており

ます。 

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 今後も、電子機器、工作機械等の設備機械の販売を通じ、顧客企業の満足度の向上に努め、産業の発展に貢献して

まいります。当社グループの中長期経営計画として「ＧＮＰ」戦略を掲げ、以下の点をその基本戦略として実践して

まいります。 

１）お客様の多様なニーズに応えるべく、新規商品の開拓、商流の拡大 

   顧客のニーズを捉えた関連機器の自社開発、新規商品提案 

 現地法人（中国、台湾、ドイツ）による海外市場の拡大 

２）技術サービスの向上 

 技術員の技術力の向上と迅速な対応体制の整備 

３）安定した利益体質の確立 

 上記戦略を実行することにより安定した収益体制を構築   

４）地球環境問題への対応 

 企業活動から発生する環境負荷の削減に具体的目標を定め、地球環境問題に積極的に取り組む    

(4）会社の対処すべき課題 

 当社グループの主力商品は、電子機器、工作機械であり、これらの商品の販売は景気の動向に左右されやすいユー

ザーの設備投資の影響を大きく受けます。一昨年秋以降の世界同時不況により企業の設備需要は減退し、当社グルー

プにとっても、非常に厳しい経営環境が続いております。しかし、そのような環境の中でも、経営の効率化や新規商

品の開発等を実践するユーザーには、設備機械に対する多様なニーズが存在します。そのことに対処するため、当社

グループの中長期経営計画であります「ＧＮＰ」戦略を基本に、新規商品の開拓やより広い産業分野に提供できる商

品の販売強化に努め、お客様の満足のいく商品及びサービスを提供することを目指しております。 

  また、当社グループ内で業務改革による無駄を廃した徹底的な効率化を継続実践し、経営基盤の強化に努めてまい

ります。 

(5）その他、会社の経営上重要な事項 

 該当事項はありません。 

  

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,866,373 1,414,940

受取手形及び売掛金 ※2  1,775,664 ※2  1,097,722

有価証券 12,787 17,846

たな卸資産 1,346,442 －

商品 － 752,482

繰延税金資産 75,226 72,507

その他 767,839 205,947

貸倒引当金 △3,406 △1,897

流動資産合計 5,840,927 3,559,549

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,306,052 1,305,955

減価償却累計額 △702,163 △741,594

建物及び構築物（純額） 603,889 564,361

土地 1,697,233 1,742,311

建設仮勘定 4,890 －

その他 145,041 156,856

減価償却累計額 △116,912 △127,612

その他（純額） 28,128 29,243

有形固定資産合計 2,334,142 2,335,915

無形固定資産 59,935 34,010

投資その他の資産   

投資有価証券 317,351 347,381

長期貸付金 100,000 100,000

繰延税金資産 64,601 1,686

投資不動産 798,142 798,142

減価償却累計額 △9,271 △30,354

投資不動産（純額） 788,871 767,788

差入保証金 725,157 717,307

その他 ※1  81,828 ※1  80,532

貸倒引当金 △116,880 △116,159

投資その他の資産合計 1,960,929 1,898,537

固定資産合計 4,355,007 4,268,464

資産合計 10,195,935 7,828,013
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 ※2  1,200,648 ※2  473,885

短期借入金 － 500,000

1年内返済予定の長期借入金 1,041,736 833,096

1年内償還予定の社債 300,000 －

未払法人税等 10,252 8,522

役員賞与引当金 450 －

その他 581,077 130,207

流動負債合計 3,134,164 1,945,711

固定負債   

長期借入金 998,910 574,151

繰延税金負債 － 34,979

退職給付引当金 147,116 145,254

その他 20,290 20,300

固定負債合計 1,166,316 774,684

負債合計 4,300,481 2,720,396

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,374,102 1,374,102

資本剰余金 1,997,995 1,997,995

利益剰余金 2,514,325 1,694,403

自己株式 △2,958 △3,004

株主資本合計 5,883,465 5,063,497

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 33,880 50,986

繰延ヘッジ損益 △29,632 △15,051

為替換算調整勘定 △7,924 △7,481

評価・換算差額等合計 △3,676 28,454

新株予約権 15,664 15,664

純資産合計 5,895,453 5,107,617

負債純資産合計 10,195,935 7,828,013
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（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 13,265,340 5,924,554

売上原価 11,069,913 4,867,862

売上総利益 2,195,426 1,056,691

販売費及び一般管理費 ※1  2,219,789 ※1  1,643,526

営業損失（△） △24,362 △586,834

営業外収益   

受取利息 24,565 22,897

受取配当金 9,609 6,064

仕入割引 54,162 6,946

有価証券運用益 － 2,450

為替差益 34,969 －

不動産賃貸料 8,661 33,804

助成金収入 － 10,396

その他 8,157 11,496

営業外収益合計 140,125 94,055

営業外費用   

支払利息 35,807 36,360

社債利息 3,207 1,335

為替差損 － 10,855

社債保証料 2,610 －

売上債権売却損 6,079 1,634

有価証券運用損 13,230 －

不動産賃貸費用 10,982 30,731

その他 7,560 1,152

営業外費用合計 79,479 82,068

経常利益又は経常損失（△） 36,283 △574,847

特別利益   

貸倒引当金戻入額 8,900 1,509

特別利益合計 8,900 1,509

特別損失   

貸倒引当金繰入額 116,880 8,079

投資有価証券評価損 6,739 120

固定資産除却損 ※2  698 －

退職特別加算金 － 65,752

前期損益修正損 － 6,290

特別損失合計 124,318 80,242

税金等調整前当期純損失（△） △79,134 △653,580

法人税、住民税及び事業税 23,721 9,681

法人税等調整額 △23,325 67,949

法人税等合計 396 77,631

当期純損失（△） △79,531 △731,211
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,371,512 1,374,102

当期変動額   

新株の発行 2,590 －

当期変動額合計 2,590 －

当期末残高 1,374,102 1,374,102

資本剰余金   

前期末残高 1,997,995 1,997,995

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,997,995 1,997,995

利益剰余金   

前期末残高 2,771,169 2,514,325

当期変動額   

剰余金の配当 △177,312 △88,710

当期純損失（△） △79,531 △731,211

当期変動額合計 △256,843 △819,922

当期末残高 2,514,325 1,694,403

自己株式   

前期末残高 △2,841 △2,958

当期変動額   

自己株式の取得 △117 △45

当期変動額合計 △117 △45

当期末残高 △2,958 △3,004

株主資本合計   

前期末残高 6,137,836 5,883,465

当期変動額   

新株の発行 2,590 －

剰余金の配当 △177,312 △88,710

当期純損失（△） △79,531 △731,211

自己株式の取得 △117 △45

当期変動額合計 △254,371 △819,967

当期末残高 5,883,465 5,063,497
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 102,941 33,880

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △69,060 17,105

当期変動額合計 △69,060 17,105

当期末残高 33,880 50,986

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 6,946 △29,632

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △36,578 14,581

当期変動額合計 △36,578 14,581

当期末残高 △29,632 △15,051

為替換算調整勘定   

前期末残高 10,146 △7,924

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △18,071 443

当期変動額合計 △18,071 443

当期末残高 △7,924 △7,481

評価・換算差額等合計   

前期末残高 120,034 △3,676

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △123,711 32,130

当期変動額合計 △123,711 32,130

当期末残高 △3,676 28,454

新株予約権   

前期末残高 10,522 15,664

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5,142 －

当期変動額合計 5,142 －

当期末残高 15,664 15,664

純資産合計   

前期末残高 6,268,394 5,895,453

当期変動額   

新株の発行 2,590 －

剰余金の配当 △177,312 △88,710

当期純損失（△） △79,531 △731,211

自己株式の取得 △117 △45

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △118,568 32,130

当期変動額合計 △372,940 △787,836

当期末残高 5,895,453 5,107,617
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純損失（△） △79,134 △653,580

減価償却費 73,305 81,720

貸倒引当金の増減額（△は減少） 19,405 △2,230

未払賞与の増減額（△は減少） △67,225 △31,888

退職給付引当金の増減額（△は減少） 25,829 △1,862

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △14,050 △450

受取利息及び受取配当金 △34,174 △28,961

支払利息 39,015 37,695

貸倒引当金戻入額 △8,900 －

貸倒引当金繰入額 100,000 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,325,736 661,930

たな卸資産の増減額（△は増加） △372,685 593,670

その他の流動資産の増減額（△は増加） 29,832 434,839

仕入債務の増減額（△は減少） △210,925 △726,050

その他の流動負債の増減額（△は減少） △55,363 △361,672

その他 △73,711 29,992

小計 696,955 33,151

利息及び配当金の受取額 13,639 29,841

利息の支払額 △41,853 △40,372

法人税等の支払額 △310,814 △20,298

法人税等の還付額 － 124,064

営業活動によるキャッシュ・フロー 357,926 126,387

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △149,694 △54,764

無形固定資産の取得による支出 △344 △2,492

投資有価証券の取得による支出 △2,461 △1,308

賃貸用不動産の取得による支出 △154,445 －

長期貸付けによる支出 △100,000 －

その他 7,911 2,696

投資活動によるキャッシュ・フロー △399,033 △55,867

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 1,160,000 700,000

短期借入金の返済による支出 △1,160,000 △200,000

長期借入れによる収入 1,550,000 500,000

長期借入金の返済による支出 △1,134,306 △1,133,399

社債の償還による支出 △60,000 △300,000

配当金の支払額 △177,124 △90,782

その他 △102 △45

財務活動によるキャッシュ・フロー 178,466 △524,227

現金及び現金同等物に係る換算差額 △11,541 △3,348

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 125,818 △457,055

現金及び現金同等物の期首残高 1,760,099 1,885,917

現金及び現金同等物の期末残高 1,885,917 1,428,862
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 該当事項はありません。  

   

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

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20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数 ３社 

主要な連結子会社の名称 

微科帝（上海）国際貿易有限公司 

微科帝貿易股份有限公司 

サンインスツルメント㈱ 

(1) 連結子会社の数 ３社 

同左  

  （2）主要な非連結子会社の名称等 

主要な非連結子会社 

YKT Europe GmbH 

 （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。  

（2）主要な非連結子会社の名称等 

同左 

２．持分法の適用に関する事

項 

持分法を適用していない非連結子会社

（YKT Europe GmbH）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

あり、かつ、全体としても重要性がないた

め持分法の適用範囲から除外しておりま

す。 

同左 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

全ての連結子会社の決算日は連結決算日

と一致しております。 

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 

① 有価証券 

売買目的有価証券 

時価法（売却原価は移動平均法に

より算定） 

① 有価証券 

売買目的有価証券 

同左 

  

  その他有価証券 

（時価のあるもの） 

連結決算日の市場価格に基づく時

価法（評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定） 

その他有価証券 

（時価のあるもの） 

同左 

  （時価のないもの） 

移動平均法に基づく原価法 

（時価のないもの） 

同左 

  ② デリバティブ 

時価法 

② デリバティブ 

同左 

  ③ たな卸資産 

商品（機械本体） 

個別法に基づく原価法 

③ たな卸資産 

商品（機械本体） 

個別法に基づく原価法（貸借対照

表価額は収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法により算定） 

  商品（部品類） 

個別法に基づく原価法、ただし、

一部移動平均法に基づく原価法 

商品（部品類） 

個別法に基づく原価法、ただし、

一部移動平均法に基づく原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法により

算定） 
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項目 
前連結会計年度

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

(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 

定率法を採用しております。 

ただし、平成10年4月１日以降に取得

した建物（附属設備を除く）について

は、定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。 

建物及び構築物  ３年～50年 

その他      ３年～15年 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法を採用しております。 

ただし、平成10年4月１日以降に取得

した建物（附属設備を除く）について

は、定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。 

建物及び構築物  ３年～50年 

その他      ３年～15年 

(追加情報） 

当社及び国内子会社は、法人税法の

改正に伴い、平成19年３月31日以前に

取得した資産については、改正前の法

人税法に基づく減価償却の方法の適用

により取得価額の５％に到達した連結

会計年度の翌連結会計年度より、取得

価額の５％相当額と備忘価額との差額

を５年間にわたり均等償却し、減価償

却費に含めて計上しております。 

 なお、この変更に伴う営業損失、経

常利益、税金等調整前当期純損失に与

える影響は軽微であります。 

  ② 無形固定資産 

定額法を採用しております。 

なお、ソフトウェア（自社利用）に

ついては、社内における見込利用可能

期間（２～５年）による定額法を採用

しております。 

② 無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法を採用しております。 

なお、ソフトウェア（自社利用）に

ついては、社内における見込利用可能

期間（３～10年）による定額法を採用

しております。 

  ③     ────── ③ リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース

取引に係るリース資産はリース期間を

耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法を採用しております。 

  ④ 投資不動産 

建物（附属設備を除く）は定額法、

その他は定率法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は10年～47年で

あります。 

④ 投資不動産 

同左 

(3)重要な引当金の計上基

準 

① 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、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 役員賞与引当金 

役員に対する賞与の支出に備えるた

め、支給見込額を計上しております。 

② 役員賞与引当金 

同左 

  ③ 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

の見込額に基づき計上しております。 

③ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債務

の見込額に基づき計上しております。 

  (追加情報） 

当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

採用しておりましたが、平成20年1月に

適格退職年金制度について、確定拠出

年金制度へ移行しました。 

当該移行に関しては、「退職給付制

度間の移行等に関する会計処理」（企

業会計基準適用指針第1号）を適用して

おります。 
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項目 
前連結会計年度

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

(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。 

────── 

  

  

(5)重要なヘッジ会計の方

法 

① ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっております。 

為替予約が付されている外貨建金銭

債務については、振当処理を行ってお

ります。 

また、特例処理の要件を満たす金利

スワップについては、特例処理を採用

しております。 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

a ヘッジ手段  為替予約 

 ヘッジ対象  外貨建予定取引 

                外貨建金銭債務 

b ヘッジ手段  金利スワップ 

 ヘッジ対象  借入金利息 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  ③ ヘッジ方針 

為替予約取引は、外貨建営業取引に

係る輸入実績等を踏まえ、為替相場の

変動リスクを回避する目的で行ってお

ります。 

金利スワップ取引は、金利の将来変

動や借入の期間等を踏まえ、市場金利

の変動リスクを回避する目的で行って

おります。 

③ ヘッジ方針 

同左 

  ④ ヘッジ有効性評価の方法 

為替予約は、為替予約と外貨建予定

取引及び外貨建金銭債務の重要な条件

が同一であるため、ヘッジ有効性の評

価を省略しております。また、特例処

理によっている金利スワップについて

も、ヘッジ有効性の評価を省略してお

ります。  

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(6)重要な外貨建ての資産

又は負債の本邦通貨へ

の換算の基準 

────── 

  

 外貨建金銭債権債務は、連結決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理しております。な

お、在外子会社の資産、負債、収益及び

費用は各在外子会社の決算日の直物為替

相場により円貨に換算し、換算差額は純

資産の部における為替換算調整勘定に含

めて計上しております。  

(7)その他連結財務諸表作

成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜き方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しておりま

す。 

同左 

６．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から６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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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

────── （棚卸卸資産の評価に関する会計基準の適用） 

 当社及び国内連結子会社は、通常の販売目的で保有

する棚卸資産については、従来、主として個別法に基

づく原価法によっておりますが、当連結会計年度より

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準

第９号 平成18年７月５日）が適用されたことに伴

い、主として個別法に基づく原価法（貸借対照表価額

については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法に

より算定）を適用しております。 

 これによる当連結財務諸表及びセグメント情報に与

える影響はありません。 

（リース取引に関する会計基準の適用） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっておりましたが、当連結会計年度より「リース取

引に関する会計基準」(企業会計基準第13号（平成５年

６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月

30日 改正）)及び「リース取引に関する会計基準の適

用指針」(企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月

18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成

19年３月30日改正））を適用し、通常の売買取引に準

じた会計処理によっております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有

権移転外ファイナンス・リース取引については、引き

続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を

適用しております。 

これによる当連結財務諸表及びセグメント情報に与え

る影響はありません。 
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表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

────── 

  

  

  

  

  

（連結損益計算書） 

 「有価証券運用損」は、前連結会計年度においては運用

益であり、営業外収益の「その他」に含めて表示しており

ましたが、当連結会計年度は運用損となり、重要性が増し

たため区分掲記しております。 

 なお、前連結会計年度における「有価証券運用益」の金

額は833千円であります。 

（連結貸借対照表）  

 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等

の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府

令第50号）が適用となることに伴い、前連結会計年度にお

いて「たな卸資産」として掲記されていたものは、当連結

会計年度から「商品」に掲記しております。 

────── 

注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成20年12月31日） 

当連結会計年度 
（平成21年12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。 

投資その他の資産「その他」

（出資金） 
千円55,008

※１．非連結子会社に対するものは次のとおりでありま

す。 

投資その他の資産「その他」

（出資金） 
千円55,008

※２．連結会計年度末日満期手形の会計処理については、

手形交換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、

次の当連結会計年度末日満期手形が当連結会計年度末

残高に含まれております。 

受取手形 108,792千円

支払手形 58,261千円

※２．連結会計年度末日満期手形の会計処理については、

手形交換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、

次の当連結会計年度末日満期手形が当連結会計年度末

残高に含まれております。 

受取手形 5,707千円

支払手形 23,788千円

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12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。 

従業員給与手当 769,669千円 

退職給付費用 102,270千円 

旅費交通費 274,334千円 

減価償却費 73,305千円 

賃借料 144,852千円 

従業員賞与 77,731千円 

役員報酬 123,990千円 

※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。 

従業員給与手当 644,852千円 

退職給付費用 105,185千円 

旅費交通費 120,342千円 

減価償却費 81,720千円 

賃借料 119,834千円 

従業員賞与 21,792千円 

役員報酬 97,852千円 

※２．固定資産除却損の内訳は、建物及び構築物492千

円、その他206千円であります。 

※２．         ────── 
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前連結会計年度（自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加15,080株は、新株予約権の権利行使による新株の発行による増加でありま

す。 

２．普通株式の自己株式数は、単元未満株式の買取請求による買取により434株増加しております。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(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 

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  （注）1  11,822,160  15,080  －  11,837,240

合計  11,822,160  15,080  －  11,837,240

自己株式         

普通株式  （注）2  8,751  434  －  9,185

合計  8,751  434  －  9,185

区分 新株予約権の内訳 
新株予約権の
目的となる株
式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  
当連結会計
年度末残高
（千円） 

前連結会計
年度末  

当連結会計
年度増加  

当連結会計
年度減少  

当連結会計
年度末  

 提出会社 

（親会社） 

 ストック・オプションとし

ての新株予約権 
 － －  －   －  －  15,664

 合計  －  － －   － －   15,664

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日

平成20年３月26日 

定時株主総会 
普通株式  88,600  7.50 平成19年12月31日 平成20年３月27日 

平成20年８月12日 

取締役会 
普通株式  88,711  7.50 平成20年６月30日 平成20年９月12日 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成21年３月25日 

定時株主総会 
普通株式  88,710 利益剰余金  7.50 平成20年12月31日 平成21年３月26日
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当連結会計年度（自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注） 普通株式の自己株式数は、単元未満株式の買取請求による買取により324株増加しております。 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(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 

 該当事項はありません。 

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  （注）1  11,837,240  －  －  11,837,240

合計  11,837,240  －  －  11,837,240

自己株式         

普通株式  （注）2  9,185  324  －  9,509

合計  9,185  324  －  9,509

区分 新株予約権の内訳 
新株予約権の
目的となる株
式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  
当連結会計
年度末残高
（千円） 

前連結会計
年度末  

当連結会計
年度増加  

当連結会計
年度減少  

当連結会計
年度末  

 提出会社 

（親会社） 

 ストック・オプションとし

ての新株予約権 
 －  －  －  －  －  15,664

 合計  －  －  －  －  －  15,664

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日

平成21年３月25日 

定時株主総会 
普通株式  88,710  7.50 平成20年12月31日 平成21年３月26日 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12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 

※１. 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

（平成20年12月31日現在） （平成21年12月31日現在）

  

現金及び預金勘定 1,866,373千円

預け金（流動資産その他） 19,543千円

現金及び現金同等物 1,885,917千円

現金及び預金勘定 1,414,940千円

預入期間が６か月を超える定

期預金  
△3,600千円

預け金（流動資産その他） 17,521千円

現金及び現金同等物 1,428,862千円
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１. 売買目的有価証券 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

  

３．連結会計年度中に売却したその他有価証券 

      該当事項はありません。  

４．時価評価されていない主な有価証券の内容 

（有価証券関係）

前連結会計年度（平成20年12月31日） 当連結会計年度（平成21年12月31日） 

連結貸借対照表計上額 
（千円） 

 当連結会計年度の損益に含
まれた評価差額（千円）  

連結貸借対照表計上額
（千円） 

当連結会計年度の損益に含
まれた評価差額（千円）  

 12,787  △14,314  17,846  601

  種類 

前連結会計年度（平成20年12月31日） 当連結会計年度（平成21年12月31日）

取得原価
（千円） 

連結貸借対
照表計上額 
（千円） 

差額
（千円） 

取得原価 
（千円） 

連結貸借対
照表計上額 
（千円） 

差額
（千円） 

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えるも

の 

(1)株式 121,447 188,201 66,753  127,525  219,742 92,216

(2)債券             

①国債・地方債等 － － － － － －

②社債 － － － － － －

③その他 － － － － － －

(3)その他 － － － － － －

小計 121,447 188,201 66,753  127,525  219,742 92,216

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えない

もの 

(1)株式 38,623 22,256 △16,367  27,115  20,865 △6,250

(2)債券             

①国債・地方債等 － － － － － －

②社債 － － － － － －

③その他 － － － － － －

(3)その他 － － － － － －

小計 38,623 22,256 △16,367  27,115  20,865 △6,250

合計 160,071 210,457 50,385  154,641  240,607 85,966

  
前連結会計年度（平成20年12月31日） 当連結会計年度（平成21年12月31日）

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券     

非上場株式  106,893  106,773
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前連結会計年度（自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日）及び当連結会計年度（自 平成21年１月

１日 至 平成21年12月31日）において、当社グループは設備機械の販売商社として、同一セグメントに属す

る電子機器、工作機械、測定機器、産業機械及び光電子部品の販売を行っており、当該事業以外に種類がない

ため該当事項はありません。 

前連結会計年度（自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日）及び当連結会計年度（自 平成21年１月

１日 至 平成21年12月31日）において、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

額に占める国内事業の割合がいずれも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。 

前連結会計年度（自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日） 

（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. 各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

（1）アジア…………………………台湾、中国他 

（2）その他の地域…………………米国他 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

当連結会計年度（自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日） 

（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. 各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

（1）アジア…………………………台湾、中国他 

（2）その他の地域…………………米国他 

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。 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  4,822,862  775  4,823,638  

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  13,265,340  

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 36.4  0.0  36.4  

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,483,710  576  1,484,286  

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  5,924,554  

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 25.0  0.0  25.1  
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 （注） １株当たり当期純利益又は当期純損失金額及び潜在株式調整後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。 

  該当事項はありません。 

 （開示の省略）  

  リース取引、関連当事者取引情報、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプション等、税効果会計、企業結合

等に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略します。 

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

１株当たり純資産額 円497.11 １株当たり純資産額 円430.51

１株当たり当期純損失金額 円6.73 １株当たり当期純損失金額 円61.82

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、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損

失であるため記載しておりません。  

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、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損

失であるため記載しておりません。  

  
前連結会計年度

(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度
(自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日) 

１株当たり当期純利益又は当期純損失金額     

当期純利益又は当期純損失（△）（千円）  △79,531  △731,211

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失

（△）（千円） 
 △79,531  △731,211

期中平均株式数（株）  11,824,773  11,827,886

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額     

当期純利益調整額（千円）  －  －

普通株式増加数（株）  －  －

（うち新株予約権（株）） (－) (－) 

（重要な後発事象）
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年12月31日) 

当事業年度 
(平成21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,677,000 1,281,178

受取手形 ※2  212,675 ※2  34,945

売掛金 1,423,939 969,941

有価証券 12,787 17,846

商品 1,327,111 732,482

前渡金 327,943 99,246

前払費用 21,689 17,353

繰延税金資産 72,564 71,261

未収入金 147,941 28,615

預け金 19,543 17,521

未収消費税等 227,900 6,045

その他 7,428 6,599

貸倒引当金 △1,600 △1,000

流動資産合計 5,476,925 3,282,036

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,258,682 1,258,556

減価償却累計額 △665,893 △702,912

建物（純額） 592,788 555,644

構築物 44,436 44,436

減価償却累計額 △34,207 △36,095

構築物（純額） 10,229 8,341

工具、器具及び備品 130,106 131,208

減価償却累計額 △106,664 △116,263

工具、器具及び備品（純額） 23,441 14,945

土地 1,697,233 1,742,311

建設仮勘定 4,890 －

有形固定資産合計 2,328,583 2,321,241

無形固定資産   

電話加入権 4,802 4,802

ソフトウエア 54,107 26,291

無形固定資産合計 58,909 31,094

投資その他の資産   

投資有価証券 317,351 347,381

関係会社株式 26,293 26,293

関係会社出資金 79,868 109,160

長期貸付金 100,000 100,000

破産更生債権等 16,880 16,159

長期前払費用 9,745 8,235

繰延税金資産 62,942 －

投資不動産 798,142 798,142

減価償却累計額 △9,271 △30,354

投資不動産（純額） 788,871 767,788

差入保証金 713,537 708,381
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年12月31日) 

当事業年度 
(平成21年12月31日) 

貸倒引当金 △116,880 △116,159

投資その他の資産合計 1,998,609 1,967,239

固定資産合計 4,386,102 4,319,576

資産合計 9,863,027 7,601,612

負債の部   

流動負債   

支払手形 ※2  413,420 ※2  124,750

買掛金 751,551 309,912

短期借入金 － 500,000

1年内返済予定の長期借入金 988,416 789,756

1年内償還予定の社債 300,000 －

未払費用 101,441 43,547

未払法人税等 1,876 8,454

前受金 305,399 10,459

預り金 80,637 28,956

その他 63,093 20,804

流動負債合計 3,005,835 1,836,640

固定負債   

長期借入金 891,170 509,751

繰延税金負債 － 34,979

退職給付引当金 142,134 139,002

その他 20,290 20,300

固定負債合計 1,053,594 704,033

負債合計 4,059,429 2,540,674

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,374,102 1,374,102

資本剰余金   

資本準備金 1,373,361 1,373,361

資本剰余金合計 1,373,361 1,373,361

利益剰余金   

利益準備金 123,650 123,650

その他利益剰余金   

別途積立金 1,217,000 1,217,000

繰越利益剰余金 1,698,330 924,575

利益剰余金合計 3,038,980 2,265,225

自己株式 △2,958 △3,004

株主資本合計 5,783,485 5,009,685

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 33,880 50,986

繰延ヘッジ損益 △29,432 △15,399

評価・換算差額等合計 4,447 35,587

新株予約権 15,664 15,664

純資産合計 5,803,598 5,060,938

負債純資産合計 9,863,027 7,601,612

YKT株式会社（2693） 平成21年12月期決算短信

－26－



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 12,516,885 4,882,524

売上原価   

商品期首たな卸高 953,354 1,327,111

当期商品仕入高 10,958,719 3,413,536

合計 11,912,073 4,740,648

商品期末たな卸高 1,327,111 732,482

商品売上原価 10,584,962 4,008,165

売上総利益 1,931,922 874,359

販売費及び一般管理費   

運賃及び荷造費 18,310 13,472

広告宣伝費 102,353 24,820

旅費及び交通費 245,964 103,842

役員報酬 116,550 90,412

従業員給料及び手当 697,635 577,461

従業員賞与 68,622 12,846

退職給付費用 100,145 103,246

法定福利費 94,878 77,876

通信費 36,753 27,818

保険料 21,122 18,184

減価償却費 71,360 76,908

賃借料 97,907 78,460

その他 302,069 225,268

販売費及び一般管理費合計 1,973,674 1,430,619

営業損失（△） △41,751 △556,259

営業外収益   

受取利息 24,397 22,838

受取配当金 9,609 6,064

仕入割引 54,162 6,946

有価証券運用益 － 2,450

為替差益 20,179 －

不動産賃貸料 8,661 33,804

助成金収入 － 10,396

その他 7,693 15,086

営業外収益合計 124,704 97,586
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業外費用   

支払利息 33,695 33,411

社債利息 3,207 1,335

為替差損 － 6,335

社債保証料 2,610 －

売上債権売却損 6,079 1,634

有価証券運用損 13,230 －

不動産賃貸費用 10,982 30,731

その他 6,786 393

営業外費用合計 76,592 73,840

経常利益又は経常損失（△） 6,360 △532,513

特別利益   

貸倒引当金戻入額 8,900 600

特別利益合計 8,900 600

特別損失   

貸倒引当金繰入額 116,880 8,079

投資有価証券評価損 6,739 120

固定資産除却損 ※1  637 －

退職特別加算金 － 65,752

前期損益修正損 － 6,290

特別損失合計 124,257 80,242

税引前当期純損失（△） △108,996 △612,155

法人税、住民税及び事業税 14,705 5,592

法人税等調整額 △19,762 67,296

法人税等合計 △5,056 72,888

当期純損失（△） △103,939 △685,044
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,371,512 1,374,102

当期変動額   

新株の発行 2,590 －

当期変動額合計 2,590 －

当期末残高 1,374,102 1,374,102

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,373,361 1,373,361

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,373,361 1,373,361

資本剰余金合計   

前期末残高 1,373,361 1,373,361

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,373,361 1,373,361

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 123,650 123,650

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 123,650 123,650

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 1,217,000 1,217,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,217,000 1,217,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,979,582 1,698,330

当期変動額   

剰余金の配当 △177,312 △88,710

当期純損失（△） △103,939 △685,044

当期変動額合計 △281,252 △773,754

当期末残高 1,698,330 924,575

利益剰余金合計   

前期末残高 3,320,232 3,038,980
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当期変動額   

剰余金の配当 △177,312 △88,710

当期純損失（△） △103,939 △685,044

当期変動額合計 △281,252 △773,754

当期末残高 3,038,980 2,265,225

自己株式   

前期末残高 △2,841 △2,958

当期変動額   

自己株式の取得 △117 △45

当期変動額合計 △117 △45

当期末残高 △2,958 △3,004

株主資本合計   

前期末残高 6,062,265 5,783,485

当期変動額   

新株の発行 2,590 －

剰余金の配当 △177,312 △88,710

当期純損失（△） △103,939 △685,044

自己株式の取得 △117 △45

当期変動額合計 △278,779 △773,799

当期末残高 5,783,485 5,009,685

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 102,941 33,880

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △69,060 17,105

当期変動額合計 △69,060 17,105

当期末残高 33,880 50,986

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 7,078 △29,432

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △36,511 14,033

当期変動額合計 △36,511 14,033

当期末残高 △29,432 △15,399

評価・換算差額等合計   

前期末残高 110,019 4,447

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △105,572 31,139

当期変動額合計 △105,572 31,139

当期末残高 4,447 35,587

YKT株式会社（2693） 平成21年12月期決算短信

－30－



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

新株予約権   

前期末残高 10,522 15,664

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5,142 －

当期変動額合計 5,142 －

当期末残高 15,664 15,664

純資産合計   

前期末残高 6,182,808 5,803,598

当期変動額   

新株の発行 2,590 －

剰余金の配当 △177,312 △88,710

当期純損失（△） △103,939 △685,044

自己株式の取得 △117 △45

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △100,429 31,139

当期変動額合計 △379,209 △742,660

当期末残高 5,803,598 5,060,938
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 該当事項はありません。 

  

  

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

重要な会計方針

項目 
第32期

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

第33期 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1)売買目的有価証券 

時価法（売却原価は移動平均法により

算定） 

(1)売買目的有価証券 

同左 

  (2)子会社株式 

移動平均法に基づく原価法 

(2)子会社株式 

同左 

  (3)その他有価証券 

（時価のあるもの） 

決算日の市場価格に基づく時価法（評

価差額は全部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法により算定）

(3)その他有価証券 

（時価のあるもの） 

同左 

  （時価のないもの） 

移動平均法に基づく原価法 

（時価のないもの） 

同左 

２．デリバティブの評価基準

及び評価方法 

時価法 同左 

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

商品 

（機械本体） 

 個別法に基づく原価法 

商品 

（機械本体） 

 個別法に基づく原価法 

 （貸借対照表価額は収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法により算定） 

  （部品類） 

 個別法に基づく原価法、ただし一部移動

平均法に基づく原価法 

（部品類） 

 個別法に基づく原価法、ただし一部移動

平均法に基づく原価法 

 （貸借対照表価額は収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法により算定） 

４．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

定率法を採用しております。 

 ただし、平成10年４月１日以降に取得

した建物（附属設備を除く）について

は、定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。 

建物         ３年～50年 

構築物        10年～20年 

工具器具備品     ３年～15年 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法を採用しております。 

 ただし、平成10年４月１日以降に取得

した建物（附属設備を除く）について

は、定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。 

建物         ３年～50年 

構築物        10年～20年 

工具器具備品     ３年～15年 

  (追加情報） 

法人税法の改正に伴い、平成19年３

月31日以前に取得した資産について

は、改正前の法人税法に基づく減価償

却の方法の適用により取得価額の５％

に到達した事業年度の翌事業年度よ

り、取得価額の５％相当額と備忘価額

との差額を５年間にわたり均等償却

し、減価償却費に含めて計上しており

ます。 

 なお、この変更に伴う営業損失、経

常利益、税引前当期純損失に与える影

響は軽微であります。 

YKT株式会社（2693） 平成21年12月期決算短信

－32－



項目 
第32期

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

第33期 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

  (2）無形固定資産 

定額法を採用しております。 

 なお、ソフトウェア（自社利用）につ

いては、社内における見込利用可能期間

（２～５年）による定額法を採用してお

ります。 

(2）無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法を採用しております。 

 なお、ソフトウェア（自社利用）につ

いては、社内における見込利用可能期間

（３～５年）による定額法を採用してお

ります。 

  (3)      ────── (3）リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース

取引に係るリース資産はリース期間を

耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法を採用しております。 

  (4）投資不動産 

建物（附属設備を除く）は定額法、そ

の他は定率法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は10年～47年であ

ります。 

(4）投資不動産 

同左  

５．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を勘案し、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）役員賞与引当金 

役員に対する賞与の支出に備えるた

め、支給見込額を計上しております。 

(2）役員賞与引当金 

同左 

  (3）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度度末における退職給付債務の見込

額に基づき計上しております。 

(3）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度度末における退職給付債務の見込

額に基づき計上しております。 

  (追加情報） 

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採用し

ておりましたが、平成20年1月に適格退

職年金制度について、確定拠出年金制

度へ移行しました。 

当該移行に関しては、「退職給付制

度間の移行等に関する会計処理」（企

業会計基準適用指針第1号）を適用して

おります。 

  

６．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっておりま

す。 

────── 

  

７．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっております。 

為替予約が付されている外貨建金銭債

務については、振当処理を行っておりま

す。 

また、特例処理の要件を満たす金利ス

ワップについては、特例処理を採用して

おります。 

(1）ヘッジ会計の方法 

同左 

  (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

a ヘッジ手段  為替予約 

 ヘッジ対象  外貨建予定取引 

        外貨建金銭債務 

b ヘッジ手段  金利スワップ 

 ヘッジ対象  借入金利息 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 
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項目 
第32期

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

第33期 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

  (3）ヘッジ方針 

為替予約取引は、外貨建営業取引に係

る輸入実績等を踏まえ、為替相場の変動

リスクを回避する目的で行っておりま

す。 

金利スワップ取引は、金利の将来変動

や借入の期間等を踏まえ、市場金利の変

動リスクを回避する目的で行っておりま

す。 

(3）ヘッジ方針 

同左 

  (4）ヘッジの有効性評価の方法 

為替予約は、為替予約と外貨建予定取

引及び外貨建金銭債務の重要な条件が同

一であるため、ヘッジ有効性の評価を省

略しております。また、特例処理によっ

ている金利スワップについても、ヘッジ

有効性の評価を省略しております。  

(4）ヘッジの有効性評価の方法 

同左 

８．重要な外貨建ての資産又

は負債の本邦通貨への換算

の基準 

────── 

  

 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物

為替相場により円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しております。 

９．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 

 税抜き方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 

重要な会計方針の変更

第32期
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

第33期 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

────── （棚卸卸資産の評価に関する会計基準の適用） 

 通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従

来、主として個別法に基づく原価法によっております

が、当事業年度より「棚卸資産の評価に関する会計基

準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）が適

用されたことに伴い、主として個別法に基づく原価法

（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法により算定）を適用しております。 

 これによる当財務諸表及びセグメント情報に与える

影響はありません。 

（リース取引に関する会計基準の適用） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっておりましたが、当事業年度より「リース取引に

関する会計基準」(企業会計基準第13号（平成５年６月

17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日

改正）)及び「リース取引に関する会計基準の適用指

針」(企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日

（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年

３月30日改正））を適用し、通常の売買取引に準じた

会計処理によっております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有

権移転外ファイナンス・リース取引については、引き

続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を

適用しております。 

これによる当財務諸表びセグメント情報に与える影響

はありません。 
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第32期（自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式数は、単元未満株式の買取請求による買取により434株増加しております。 

表示方法の変更

第32期
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

第33期 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

（損益計算書） 

 「有価証券運用損」は、前事業年度においては運用益で

あり、営業外収益の「その他」に含めて表示しておりまし

たが、当事業年度は運用損となり、重要性が増したため区

分掲記しております。 

 なお、前事業年度における「有価証券運用益」の金額は

833千円であります。 

────── 

注記事項

（貸借対照表関係）

第32期
（平成20年12月31日） 

第33期 
（平成21年12月31日） 

１．保証債務 １．保証債務 

次の関係会社について金融機関からの借入に対し債

務保証及び保証予約を行っております。 

次の関係会社について金融機関からの借入に対し債

務保証及び保証予約を行っております。 

サンインスツルメント㈱ 

 債務保証 100,000千円

 保証予約 9,360千円

サンインスツルメント㈱ 

 債務保証 79,600千円

 保証予約 2,640千円

※２．期末日満期手形の会計処理については、手形交換日

をもって決済処理しております。なお、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当期

末残高に含まれております。 

受取手形 108,792千円

支払手形 58,261千円

※２．期末日満期手形の会計処理については、手形交換日

をもって決済処理しております。なお、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当期

末残高に含まれております。 

受取手形 5,707千円

支払手形 23,788千円

（損益計算書関係）

第32期
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

第33期 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

※１．固定資産除却損の内訳は、建物403千円、構築物89

千円、工具器具備品145千円であります。 

────── 

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末株式数 

（株） 
当事業年度増加株式数

（株） 
当事業年度減少株式数 

（株） 
当事業年度末株式数

（株） 

自己株式         

普通株式 （注）  8,751  434  －  9,185

合計  8,751  434  －  9,185
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第33期（自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式数は、単元未満株式の買取請求による買取により324株増加しております。 

第32期（平成20年12月31日現在） 

子会社株式で時価のあるものはありません。 

第33期（平成21年12月31日現在） 

子会社株式で時価のあるものはありません。 

  

 （注） １株当たり当期純利益又は当期純損失金額及び潜在株式調整後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。 

該当事項はありません。 

  
前事業年度末株式数 

（株） 
当事業年度増加株式数

（株） 
当事業年度減少株式数 

（株） 
当事業年度末株式数

（株） 

自己株式         

普通株式 （注）  9,185  324  －  9,509

合計  9,185  324  －  9,509

（有価証券関係）

（１株当たり情報）

第32期
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

第33期 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

１株当たり純資産額 円489.34 １株当たり純資産額 円426.56

１株当たり当期純損失金額 円8.79 １株当たり当期純損失金額 円57.92

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、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損

失であるため記載しておりません。  

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、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損

失であるため記載しておりません。  

  
第32期

(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

第33期 
(自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日) 

１株当たり当期純損失金額     

当期純損失（△）（千円）  △103,939  △685,044

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純損失（△）（千円）  △103,939  △685,044

期中平均株式数（株）  11,824,773  11,827,886

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額     

当期純利益調整額（千円）  －  －

普通株式増加数（株）  －  －

（うち新株予約権（株）） (－) (－) 

（重要な後発事象）

YKT株式会社（2693） 平成21年12月期決算短信

－36－



(1）役員の異動 

① 代表取締役の異動 

   該当事項はありません。 

② その他の役員の異動 

・新任監査役候補  

 （常勤）監査役 前田 永司（現 総務部長） 

・退任予定監査役 

 （常勤）監査役 蓮沼 晃 

③ 就任予定日 

平成22年３月25日  

(2）生産、受注及び販売の状況 

① 生産実績 

  該当事項はありません。 

② 仕入実績 

  当連結会計年度の仕入実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）仕入高には消費税等は含まれておりません。 

  

６．その他

品目 金額（千円） 前年同期比（％） 

電子機器 
金 額 

百分比 

 

％ 

1,376,652

32.2
 △80.6

工作機械 
金 額 

百分比 

 

％ 

986,932

23.1
 △36.3

測定機器 
金 額 

百分比 

 

％ 

247,875

5.8
 △54.4

産業機械 
金 額 

百分比 

 

％ 

334,932

7.8
 △40.3

光電子部品 
金 額 

百分比 

 

％ 

874,012

20.5
 43.6

その他 
金 額 

百分比 

 

％ 

453,500

10.6
 △58.6

合計 
金 額 

百分比 

 

％ 

4,273,905

100.0
 △62.6
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③ 受注状況 

  当連結会計年度の受注状況を品目別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．受注高及び受注残高は販売金額によっております。なお、受注高には条件変更、為替変動等に伴う金額調整

分を含めております。 

２．受注高及び受注残高には、消費税等は含まれておりません。 

④ 販売実績 

  当連結会計年度の販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。 

２．主要な輸出先、輸出販売高及び割合は、次のとおりであります。 

なお、（ ）内は総販売実績に対する輸出高の割合であります。 

  （単位：千円）

品目 受注高
前年同期比
（％） 

受注残高 
前年同期比
（％） 

電子機器 
金 額 

百分比 

 

％ 

1,939,778

36.3
 △69.4

 

％ 

662,046

43.1
 52.7

工作機械 
金 額 

百分比 

 

％ 

836,823

15.7
 △59.5

 

％ 

510,480

33.3
 △52.9

測定機器 
金 額 

百分比 

 

％ 

303,589

5.7
 △60.0

 

％ 

68,650

4.5
 △52.9

産業機械 
金 額 

百分比 

 

％ 

220,991

4.1
 △52.0

 

％ 

25,000

1.6
 △88.8

光電子部品 
金 額 

百分比 

 

％ 

1,011,689

18.9
 34.1

 

％ 

109,373

7.1
 17.1

その他 
金 額 

百分比 

 

％ 

1,029,997

19.3
 △39.1

 

％ 

160,076

10.4
 15.6

合計 
金 額 

百分比 

 

％ 

5,342,872

100.0
 △55.7

 

％ 

1,535,627

100.0
 △27.5

品目 金額（千円） 前年同期比（％） 

電子機器 
金 額 

百分比 

 

％ 

1,711,153

28.9
  △77.2

工作機械 
金 額 

百分比 

 

％ 

1,410,276

23.8
  △21.3

測定機器 
金 額 

百分比 

 

6.4％ 

380,779
  △54.9

産業機械 
金 額 

百分比 

 

％ 

418,287

7.1
  △30.6

光電子部品 
金 額 

百分比 

  

％ 

995,719

16.8
  32.5

その他 
金 額 

百分比 

  

％ 

1,008,336

17.0
  △43.1

合計 
金 額 

百分比 

  

％ 

5,924,554

100.0
 △55.3

  （単位：千円）

輸出先 
 前連結会計年度 当連結会計年度 

金額 割合 金額 割合

アジア  4,822,862 ％ 100.0  1,483,710 ％ 100.0

その他  775 ％ 0.0  576 ％ 0.0

合計 
 

（ ％）

4,823,638

38.5
％ 100.0

 

（ ％）

1,484,286

25.1
％ 100.0
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