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１．平成17年12月期の連結業績（平成17年１月１日～平成17年12月31日）

(1）連結経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

17年12月期 20,021 (　－　) 612 (　－　) 690 (　－　)

16年12月期 13,692 (　－　) 247 (　－　) 291 (　－　)

当期純利益
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

株主資本
当期純利益率

総資本
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

17年12月期 371 ( － ) 46 40 46 23 6.8 5.7 3.4

16年12月期 163 ( － ) 25 09  － 3.9 3.0 2.1

（注）①持分法投資損益 17年12月期 －百万円 16年12月期 －百万円

　　　②期中平均株式数（連結） 17年12月期 8,001,842株 16年12月期 6,569,850株

③会計処理の方法の変更 無

④平成16年12月期は決算期変更により９ヶ月決算でしたので、対前期比較は行っておりません。

(2）連結財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭

17年12月期 13,791 6,284 45.6 638 20

16年12月期 10,238 4,497 43.9 630 26

（注）期末発行済株式数（連結） 17年12月期 9,847,122株 16年12月期 7,135,851株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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

17年12月期 △323 △110 2,824 4,738

16年12月期 △389 △103 415 2,321

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

連結子会社数 ２社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 －社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） －社 （除外） －社 持分法（新規） －社 （除外） －社

２．平成18年12月期の連結業績予想（平成18年１月１日～平成18年12月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 10,300 300 160

通　期 20,500 570 300

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　25円39銭

※ １株当たりの予想当期純利益は平成18年2月17日付けの株式分割（1：1.2）後の発行株式数により計算しております。

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、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の８ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況
　当社グループはＹＫＴ株式会社（以下「当社」という。）と連結子会社２社で構成され、電子部品実装機等の電子機

器、および、工作機械、測定機器、産業機械等の設備機器の販売、ならびにそれら取引に関連する保守・サービス等を

中心に、営業活動を行っております。また、平成17年１月、当社グループのグローバル戦略におけるの欧州地域の拠点

としてドイツ国内に現地法人（YKT Europe GmbH・非連結子会社）を設立いたしました。

　その主な事業の系統図は、次のとおりであります。

設備機械の販売

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　電子機器（チップマウンタ、ダイボンダ、ＬＣＤパネル組立機等）

　以上述べた概略図は次のとおりであります。

 

国 内 メ ー カ ー 

Ｙ  Ｋ  Ｔ  株  式  会  社 
（当 社） 

国 内 ユ ー ザ ー 海 外 ユ ー ザ ー 

微科帝(上海)国際貿易有限公司 

(連結子会社) 

商 品 の 仕 入 

商 品 の 販 売 商 品 の 販 売 

商 品 の 販 売 

商 品 の 販 売 

100％出資 
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②　工作機械、測定機器、産業機械、その他関連部品

　当社が国内及び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　工作機械（工具研削盤、円筒研削盤、平面研削盤、多軸自動盤等）

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）

産業機械（コーティングシステム等）

　以上述べた概略図は次のとおりであります。

 

海 外 メ ー カ ー 国 内 メ ー カ ー 

Ｙ Ｋ Ｔ 株 式 会 社 
（当 社） 

国 内 ユ ー ザ ー 

商 品 の 仕 入 商 品 の 仕 入 

商 品 の 販 売 

③　光電子装置及び光電子部品の販売

　サンインスツルメント株式会社（100％子会社・連結子会社）が国内メーカー及び海外メーカーより仕入れ、国内

及び海外ユーザー（主に米国）に販売しております。

主要商品　光電子装置、光電子部品（光アンプ、ファイバーレーザー等）

　以上述べた概略図は次のとおりであります。

 

Ｙ Ｋ Ｔ 株 式 会 社 
（当 社） 

海 外 メ ー カ ー 国 内 メ ー カ ー 

サンインスツルメント株式会社 
（連結子会社） 

国 内 ユ ー ザ ー 海 外 ユ ー ザ ー 

100％出資 

商 品 の 仕 入 商 品 の 仕 入 

商 品 の 販 売 商 品 の 販 売 
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２．経営方針
(1）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、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）利益配分に関する基本方針

　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、厳しい経営環境のもとにおいても安定的

な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、安定的な配当を業績に応じて行うことを基本方針とし

ております。

　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。

(3）投資単位の引き下げに関する考え方及び方針等

　当社は株式の流動性の向上と個人投資家拡大を重要視しております。その施策として、当社は平成16年５月１日付

けをもって、１単元の株式数を1,000株から100株に変更しております。

(4）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。当社グループの取扱う電子機器、工作機

械機械等の設備機械の販売は業界の設備投資動向の影響を受け、業績の変動も予想されますが、当社グループでは、

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、今後も売上高経常利益率3.0％の

水準を維持していくことを目標としております。

(5）中長期的な経営戦略

　今後も、当社の取り扱っている高密度・高精度の商品、質の高い技術サービスをもって、収益の向上に努めてまい

ります。

　また、当社グループ及び取引先を含めたＹＫＴグローバルネットワークを活用し、顧客のニーズにあった新規商品

及びサービスの提供を行い、顧客企業の満足度の向上に努めてまいります。

　具体的には以下の点を基本戦略とし、速やかに実行してまいります。

１）各営業、技術人員のゼネラリスト化を推進し、多くの商品販売及びサービスに適応できる能力をもつ人員育成。

２）社内ＬＡＮシステム（Ｙネット）を最大限活用し、「ユーザーサポートシステム」（ＹＫＴコンタクトセン

ター）の構築により、顧客への更なるサービス向上に努めます。

３）社員教育を徹底し、より能力・成果を重視した評価制度、賃金体系の構築。

４）上海現地法人（微科帝（上海）国際貿易有限公司）の営業力、技術力向上による、販売・サービスの強化。

５）顧客のニーズを捉えた関連機器の自社開発を行い、新規事業の開発に努めます。

６）ドイツ現地法人の設立により、欧州での新規取扱商品（輸出入）の開発及び市場の拡大。

７）企業活動から発生する環境負荷を削減し、地球環境問題に積極的に取り組みます。

(6）会社の対処すべき課題

　当社グループは、長年機械商社として設備機械の販売を通じ、多くの取引先と信頼関係を築いてまいりました。こ

れまでは海外メーカーの商品を日本国内に、また国内メーカーの商品を日本国内または中華圏（台湾、中国）へ、と

いった流れが主流でしたが、現在は、取引先のグローバル化に伴い、これまでにない流通、欧州から中華圏、中華圏

から日本へなどというニーズが聞かれます。このことに対処するため当社グループは、当社グループ及び取引先を含

めたＹＫＴグローバルネットワークを活用し、お客様のニーズに適した商品及びサービスが提供できるよう努力して

まいります。またその過程において新たなビジネスチャンスをつくり、将来を見据えた事業展開を進めていく所存で

あります。

　また、企業活動において収益第一主義ではなく、コンプライアンスを第一に考え、コーポレート・ガバナンスの整

備、充実を重要視し、安全かつ活力のある企業グループの発展を目指してまいります。
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(7）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況

（コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方）

当社は公正で透明性の高い経営を行うことを基本方針としております。取締役４名、社外監査役１名を含む３名の監

査役体制で開催する月次定例取締役会や、必要に応じて開催する臨時取締役会において、迅速かつ的確な意思決定を図

り、積極的に情報開示を行う、経営体制構築に取組んでおります。また、監査役は取締役の職務執行に対し、厳正なる

監査を行っております。

（コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況）

1）会社の機関の内容

当社は監査役制度を採用しており、監査役３名のうち１名が社外監査役です。監査役は監査役会が定めた監査方針

に従い、月次定例取締役会や臨時取締役会に常時出席し、必要に応じ意見を述べ、取締役の職務執行を監視しており

ます。

2）内部統制システムの整備の状況

当社は、コンプライアンス（法令遵守）を重要視しております。これを全社員に徹底すべく全管理職会議において、

意識の確認を行い、コンプライアンス体制の強化を図っております。また内部統制システムの一つとして、専任スタッ

フ1名による内部監査室を設置しております。内部監査室は内部監査規程に則り年間計画を立て、業務手続の妥当性や

業務実施の有効性、法律・法令の遵守状況について内部監査を実施しております。また、内部監査実施報告書を作成

し、業務改善事項の助言・勧告を行っております。

3）リスク管理体制の整備の状況

リスク管理体制につきましては、内部監査による報告ならびに、各部署からの報告を経営本部の判断により、情報

管理を行っております。また、法律的な判断、専門知識が必要な場合は弁護士または専門家より適正な助言、指導を

行う体制になっております。

4）内部監査及び監査役監査、会計監査の状況

内部監査につきましては、専任スタッフ１名を置いた内部監査室を設置しております。内部監査規程に則り、年間

計画を立て実行しております。その中で改善すべき事項あれば、勧告書により改善勧告をします。被監査部門の責任

者は勧告に対し回答書により改善状況を報告し、内部監査室において改善実施状況の確認を行っております。監査役

監査につきましても、監査役会規程に則った監査計画に従い財産の保全状況、経営計画の進捗状況、法令遵守状況等

監査しております。

商法及び証券取引法に基づく会計監査につきましては、監査法人トーマツと監査契約を締結しております。同監査

法人及び当社の監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には特別な利害関係はありません。当期におい

て業務を執行した公認会計士の氏名及び継続監査年数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 所属する監査法人名 継続監査年数

 指定社員　業務執行社員　諏訪部　慶吉 　　　監査法人トーマツ １年 

 指定社員　業務執行社員　平野　　満 　　　監査法人トーマツ ４年 

 当社の会計監査の業務に係る補助者は、公認会計士３名、会計士補４名であります。

5）役員報酬及び監査報酬

平成17年12月期における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬、ならびに監査法人に対する監査報酬は以下のと

おりであります。

役員報酬　　　　　　　　　　　 監査報酬

取締役報酬　121,800千円　　　　監査証明に係る報酬　16,000千円

監査役報酬　 23,400千円　　　　その他の報酬 　　　　2,000千円

6）会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係の概要

社外監査役との特別な利害関係ありません。また、社外取締役はおりません。
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7）会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近１年間における実施の状況

取締役規程に基づき、月１回、定時取締役会を、その他必要に応じ臨時取締役会を開催し、経営計画の策定、遂行、

進捗状況等を議論しております。また、監査役全員で構成される監査役会も定期的に開催され監査が適正かつ有効的

に行われております。

(7) 親会社等に関する事項

　該当事項はありません。

(8）内部管理体制の整備・運用状況

 ① 内部牽制組織、組織上の業務部門及び管理部門の配置状況、社内規程の整備状況等

　当社は経営本部（管理部門）とそれ以外の業務部門を組織的に明確に分離し、営業業務部門のバックオフィスで

ある業務管理機能を経営本部内に設けることで、受発注等の業務処理の厳正化を図っております。また、経営本部

内の総務、経理、財務及び業務管理の各機能についても部または課として組織的に分離し、これらの各機能間の相

互牽制が適正かつ合理的に働くよう組織運営しております。

　社内規程としては組織的な牽制が十分機能するように設計された組織規程、業務分掌規程、職務権限規程を定め

ております。更に取締役会直轄の独立組織として設置した内部監査室により、法令・社内規程の遵守状況等につき、

内部監査を実施し、処理の適正化と内部牽制の有効性確保のため、具体的な助言・勧告を行っております。

 ② 内部管理体制の充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況

　平成17年4月の個人情報保護法施行に合わせ、関連規程の見直し、社内掲示板への記載により社員向けに認知徹底

を行い、各方面の顧客情報管理の厳正化を徹底しております。
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３．経営成績及び財政状態
(1）経営成績

　当連結会計年度における世界経済は、原油価格高騰による景気への影響が懸念されましたが、米国経済は雇用環境

の改善と、個人消費が順調に推移したことにより、緩やかな拡大基調に推移しました。またアジア経済におきまして

も中国経済は引き続き高成長を維持しております。

　わが国経済は、企業業績の回復による設備投資の拡大、個人消費の回復がみられ堅調に推移いたしました。

　電子機器業界におきましてはＩＴ分野の在庫調整も一巡し、国内を中心にデジタル機器向け設備投資の回復が見ら

れました。また工作機械業界においては工具及び自動車関連を中心とした設備投資が拡大いたしました。

　こうした中、当社グループはより付加価値の高い商品を積極的に提案し営業活動を行いました。その結果、当連結

会計期間の売上高は200億2千1百万円となりました。

　商品別に見ますと、電子部品実装機等の電子機器の売上高は、中華圏（台湾、中国）向けの輸出取引には減速感が

あったものの国内需要が回復し、131億８千万円となりました。そのほかの商品では、工具研削盤等の工作機械が工具、

自動車関連業界向けに大きく伸長し、33億４千５百万円、測定機器が10億３千９百万円、コーティングシステム等の

産業機械が２億４百万円、光電子部品が４億２百万円、保守部品、役務の「その他」は18億５千万円となっております。

　損益面では、国内販売が回復に向かい、利益率が改善されたため、経常利益は６億９千万円、当期純利益は３億７

千１百万円となりました。

(2）財政状態

　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、税金等調整前当期純利益が６億９千万

円になったことと、新株式発行による収入などにより、当連結会計年度末には47億３千８百万円となりました。

　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）

　営業活動の結果使用した資金は３億２千３百万円となりました。これは主として工作機械の受注、販売が好調に

推移した結果、税金等調整前純利益が６億９千万円になり、在庫機械の販売も進み、たな卸資産が２億７千８百万

円減少しましたが、比較的債権回収が早い電子機器の輸出販売が減少し、国内販売が増加したため、売上債権の増

加額が８億６千４百万円になったことによるものであります。

（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１億１千万円となりました。これは主として、当社名古屋営業所ショウルームの

改装にあたり、有形固定資産の取得による支出１千７百万円と、新基幹システムの導入準備にあたり無形固定資産

の取得による支出が８千４百万円あったことによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果獲得した資金は28億２千４百万円となりました。これは主として、新株式発行による収入が13億

３千９百万円あったことと、国内販売の増加により運転資金として短期借入れによる収入が純額で12億円あったこ

とによるものであります。
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　当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成16年３月期 平成16年12月期 平成17年12月期

自己資本比率（％） 41.5 43.9 45.6

時価ベースの自己資本比率

（％）
26.8 25.1 43.8

債務償還年数（年） 2 － －

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
28.3 － －

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

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・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。

※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。

※営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動によるキャッ

シュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。 

(3) 事業等のリスク

　当社グループの経営成績及び財政状態に関して、投資者の判断に重要な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）経営成績の変動について

　当社グループは、チップマウンタ等の電子部品実装機及び工作機械、測定機器等の国内外の電子機器・機械類を取

扱う商社であります。その需要先は主に電子・電気機器・自動車業界であり、当社グループの経営成績はこれら業界

の設備投資動向の影響を受ける傾向があります。　

2）為替変動が収益に与える影響について

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

為替相場の変動によるリスク回避を目的として、為替予約取引を行っているため、業績に対する影響は軽微であります。

3）特定取引先への依存状況について

　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、国内販売は同社か

ら、輸出販売は松下電器産業㈱を経由して仕入れております。両社からの仕入高が総仕入高に占める割合は、当連結

会計期間において66.0％となっております。

　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㈱とは、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、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。

(4）次期の見通し

　次期の見通しにつきましては、デジタル機器関連の設備投資及び工具業界での設備投資が引き続き堅調に推移する

ものと思われますが、競争の激しい輸出販売の回復により利益率の低下が予想されます。また期の後半開催予定の

JIMTOF2006（日本国際工作機械見本市）への参加費用等の販売管理費の増加も見込まれます。これにより平成18年12

月期の業績は、売上高205億円、経常利益は５億７千万円、当期純利益は３億円を見込んでおります。
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４．時価発行公募増資等に係る資金使途計画及び資金充当の実績 
（1）平成16年８月27日に実施した時価発行公募増資（調達金額４億４千７百万円）及び平成16年９月23日に実施した第

三者割当増資（調達金額６千１百万円）の資金使途計画及び資金充当実績は、概略以下のとおりであります。

1）資金使途計画

　調達資金についてはドイツ現地法人設立資本金に５千万円、本社情報システム、通信システム（ＩＰ電話）等の資

金に２億５千万円、運転資金に２億８百万円を充当する予定でありました。

2）資金充当実績

　上記資金使途計画は概ね計画どおり進行しております。本社情報システム及び通信システム（ＩＰ電話）等につき

ましては発表日現在も進行中であります。

（2）平成17年11月30日に実施した時価発行公募増資（調達金額12億５百万円）及び平成17年12月21日に実施した第三者

割当増資（調達金額１億３千３百万円）の資金使途計画及び資金充当実績は、概略以下のとおりであります。

1）資金使途計画

　調達資金については大阪営業所自社ビル用地取得及び本社ビル改修のための設備投資資金に６億円、電子部品実装

機（電子機器）に係る周辺機器の自社開発に１億円、残額を借入金返済にそれぞれ充当する予定であります。

2）資金充当実績

　上記資金使途計画は概ね計画どおり進行中であります。
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５．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

前連結会計年度
（平成16年12月31日）

当連結会計年度
（平成17年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 2,321,930 4,738,731

２．受取手形及び売掛金 ※５ 2,676,943 3,524,773

３．たな卸資産 1,472,276 1,196,072

４．繰延税金資産 44,408 87,448

５．その他 559,411 687,285

貸倒引当金 △2,640 △1,070

流動資産合計 7,072,331 69.1 10,233,241 74.2

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1)建物及び構築物 974,923 979,747

減価償却累計額 617,955 356,968 639,681 340,065

(2)土地 1,399,445 1,399,445

(3)その他 131,032 120,432

減価償却累計額 84,612 46,420 81,045 39,386

有形固定資産合計 1,802,834 17.6 1,778,897 12.9

２．無形固定資産

(1)連結調整勘定 10,835 5,417

(2)その他 37,212 116,022

無形固定資産合計 48,047 0.5 121,440 0.9

３．投資その他の資産

(1)投資有価証券 565,486 882,426

(2)差入保証金 658,747 679,853

(3)その他 ※１ 141,694 146,045

貸倒引当金 △50,200 △50,780

投資その他の資産合計 1,315,728 12.8 1,657,544 12.0

固定資産合計 3,166,610 30.9 3,557,883 25.8

資産合計 10,238,941 100.0 13,791,124 100.0
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前連結会計年度
（平成16年12月31日）

当連結会計年度
（平成17年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形及び買掛金 ※５ 2,626,179 2,019,495

２．短期借入金 － 1,200,000

３．一年以内返済予定
長期借入金

367,204 582,940

４．一年以内償還予定社債 410,000 360,000

５．未払法人税等 15,650 294,976

６．役員賞与引当金 15,000 －

７．その他 630,867 1,013,354

流動負債合計 4,064,901 39.7 5,470,765 39.7

Ⅱ　固定負債

１．社債 1,080,000 720,000

２．長期借入金 386,540 995,700

３．繰延税金負債 19,607 148,298

４．退職給付引当金 161,454 142,041

５．その他 29,000 29,900

固定負債合計 1,676,602 16.4 2,035,940 14.7

負債合計 5,741,503 56.1 7,506,705 54.4

（資本の部）

Ⅰ　資本金 ※２ 701,512 6.8 1,371,512 9.9

Ⅱ　資本剰余金 1,328,395 13.0 1,997,995 14.5

Ⅲ　利益剰余金 2,353,497 23.0 2,594,534 18.8

Ⅳ　その他有価証券評価差額金 126,688 1.2 313,918 2.3

Ⅴ　為替換算調整勘定 △12,373 △0.1 7,765 0.1

Ⅵ　自己株式 ※３ △283 △0.0 △1,307 △0.0

資本合計 4,497,437 43.9 6,284,418 45.6

負債及び資本合計 10,238,941 100.0 13,791,124 100.0
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(2）連結損益計算書

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 13,692,521 100.0 20,021,235 100.0

Ⅱ　売上原価 11,809,088 86.2 17,130,771 85.6

売上総利益 1,883,432 13.8 2,890,464 14.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 1,636,168 11.9 2,278,419 11.3

営業利益 247,264 1.8 612,044 3.1

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 12,645 16,998

２．受取配当金 5,317 9,398

３．仕入割引 85,085 107,021

４．その他 6,628 109,677 0.8 10,523 143,942 0.6

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 13,009 32,078

２．社債利息 6,432 6,920

３．為替差損 6,722 14,311

４．支払手数料 2,991 －

５．社債発行費用 11,400 －

６．社債保証料 7,602 4,949

７．役員生命保険解約損 12,994 －

８．その他 4,107 65,260 0.5 7,515 65,775 0.3

経常利益 291,681 2.1 690,211 3.4

Ⅵ　特別利益

１．貸倒引当金戻入益 － 1,320

２．固定資産売却益 － － － 757 2,077 0.1

Ⅶ　特別損失

１．投資有価証券評価損 398 －

２．貸倒引当金繰入額 670 －

３．固定資産除却損 － 1,068 0.0 1,348 1,348 0.0

税金等調整前当期純利益 290,613 2.1 690,939 3.5

法人税、住民税及び事業
税

101,544 362,939

法人税等調整額 41,317 △42,798

過年度法人税等戻入 △15,584 127,276 0.9 － 319,688 1.6

当期純利益 163,336 1.2 371,251 1.9

－ 12 －



(3）連結剰余金計算書

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 1,073,734 1,328,395

Ⅱ　資本剰余金増加高

１．増資による新株発行 254,661 254,661 669,600 669,600

Ⅲ　資本剰余金期末残高 1,328,395 1,997,995

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 2,240,143 2,353,497

Ⅱ　利益剰余金増加高

１．当期純利益 163,336 163,336 371,251 371,251

Ⅲ　利益剰余金減少高

１．配当金 49,982 49,982 130,215 130,215

Ⅳ　利益剰余金期末残高 2,353,497 2,594,534
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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16年４月１日

至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

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 290,613 690,939

減価償却費 31,715 50,587

連結調整勘定償却額 5,417 5,417

貸倒引当金の増加額（△
減少額）

820 △900

未払賞与の増加額（△減
少額）

△26,140 51,610

退職給付引当金の減少額 △99,566 △19,413

受取利息及び受取配当金 △17,963 △26,397

支払利息 19,441 38,999

売上債権の増加額 △485,447 △864,679

たな卸資産の減少額（△
増加額）

△340,880 278,495

その他流動資産の増加額 △120,529 △187,030

仕入債務の増加額（△減
少額）

562,294 △582,957

役員賞与引当金の減少額 △2,000 △15,000

その他流動負債の増加額 61,011 329,741

その他固定負債の減少額 23,033 900

その他 6,342 46,544

小計 △91,837 △203,143

利息及び配当金の受取額 5,607 9,742

利息の支払額 △19,902 △39,824

法人税等の支払額 △283,409 △89,861

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

△389,542 △323,086
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前連結会計年度
（自　平成16年４月１日

至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　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

△43,398 △17,571

無形固定資産の取得によ
る支出

△29,773 △84,356

投資有価証券の取得によ
る支出

△942 △1,264

投資有価証券の売却等に
よる収入

2,000 3

出資金の支払いによる支
出

△55,008 －

その他 23,445 △7,733

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△103,677 △110,921

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 800,000 3,330,000

短期借入金の返済による
支出

△805,000 △2,130,000

長期借入れによる収入 300,000 1,350,000

長期借入金の返済による
支出

△579,364 △525,104

社債の発行による収入 300,000 －

社債の償還による支出 △60,000 △410,000

配当金の支払額 △49,982 △128,759

株式の発行による収入 509,573 1,339,600

その他 △98 △1,024

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

415,128 2,824,712

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

△231 26,095

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加
額（△減少額）

△78,322 2,416,800

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

2,400,252 2,321,930

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末
残高

※１ 2,321,930 4,738,731
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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16年４月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

１．連結の範囲に関する事項 （1）子会社はすべて連結しております。

連結子会社の数　　　２社

連結子会社の名称

微科帝（上海）国際貿易有限公司

サンインスツルメント株式会社

（1）連結子会社の数　　　２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

サンインスツルメント株式会社

（2）　　　　────── （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、合計の総

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．持分法の適用に関する事項 非連結子会社及び関連会社がないため、

該当事項はありません。

持分法を適用していない非連結子会社

（YKT　Europe　GmbH）は当期純利益（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。

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。なお、連結子会社の

サンインスツルメント株式会社は、連結決

算日の変更に合わせ、当期より決算期を９

月から12月に変更しております。

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。

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

①　有価証券

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

（評価差額は全部資本直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法

により算定）

（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）

同左

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）

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17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　　　　　　２年～15年

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

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（５年）による定額法を採用して

おります。

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。

(3)繰延資産の処理方法 社債発行費

支出時に全額費用として処理してい

ます。 

──────

(4)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

役員の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　　　　　──────

 

 

（追加情報）

前連結会計年度まで「役員賞与引当

金」（当連結会計年度末残高　31,800

千円）及び「役員賞与引当金繰入額」

（当連結会計年度計上額　31,800千

円）として計上していた役員賞与支給

見込額は、「役員賞与に関する会計基

準」（企業会計基準委員会　企業会計

基準第４号）が平成17年11月29日に公

表され、役員賞与の性格が明確になっ

たことに伴い、当連結会計年度におい

ては「未払金」（流動負債「その

他」）及び「役員報酬」に含めて計上

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

及び年金資産の見込額に基づき計上し

ております。

③　退職給付引当金

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

(5)重要なリース取引の処理

方法

リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。

同左

(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

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。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

為替予約取引及び金利スワップ取引。

ヘッジ対象

相場変動等による損失の可能性があ

り、相場変動等が評価に反映されてい

ないもの及びキャッシュ・フローが固

定されその変動が回避されるもの。

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

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

ヘッジ手段の想定元本とヘッジ対象

に関する重要な条件が同一であり、か

つ、ヘッジ開始時及びその後も継続し

て、相場変動又はキャッシュ・フロー

変動を完全に相殺するものと想定する

ことができるため、ヘッジの有効性の

判定は省略しております。

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。 

(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
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しております。

同左

６．連結調整勘定の償却に関

する事項

連結調整勘定の償却については、５年間

の均等償却を行っております。

同左

７．利益処分項目等の取扱い

に関する事項

連結剰余金計算書は、連結会社の利益処

分について、連結会計年度中に確定した利

益処分に基づいて作成しております。

同左

８．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ヵ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

９．連結決算日の変更に関す

る事項

平成16年６月23日開催の定時株主総会に

おいて定款の一部変更が決議され、当社は

決算期を３月31日から12月31日に変更いた

しました。変更の理由は、年度計画策定及

び年度業績をより適切に管理、開示できる

よう、また、連結子会社を含めて決算期を

統一することでグローバル企業としての事

業展開をより一層推進することを意図した

ものであります。このため、当連結会計年

度は平成16年４月１日から平成16年12月31

日までの９ヶ月間となっております。

──────
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表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

（連結損益計算書）

前連結会計年度まで営業外費用の「支払利息」に含め

て表示しておりました「社債利息」はその重要性が増し

てきたため、当連結会計年度より区分掲記することとし

ました。なお、前連結会計年度の「支払利息」に含まれ

る「社債利息」の金額は6,439千円であります。

また、前連結会計年度まで営業外費用の「その他」に

含めて表示しておりました「役員生命保険解約損」は営

業外費用の100分の10を超えたため、当連結会計年度より

区分掲記することとしました。なお、前連結会計年度の

「その他」に含まれる「役員生命保険解約損」の金額は

1,925千円であります。

──────
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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16年12月31日）

当連結会計年度
（平成17年12月31日）

※１．投資その他の資産の「その他」には、平成17年１月

１日設立のYKT Europe GmbHに係る関係会社出資金

55,008千円（400千ユーロ）が含まれております。

※１．　　　　　　　──────

※２．当社の発行済株式総数は、普通株式7,138,000株で

あります。

※２．当社の発行済株式総数は、普通株式9,851,800株で

あります。

※３．当社が保有する自己株式の数は、普通株式2,149株

であります。

※３．当社が保有する自己株式の数は、普通株4,678 株で

あります。

　４．保証債務 　４．               ──────

リース取引に対する物件引取予約保証

㈱日研精密 2,051千円

※５．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 23,669千円

支払手形 55,150千円

※５．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 118,082千円

支払手形 54,549千円

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17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 502,447千円

退職給付費用 53,504千円

旅費交通費 207,078千円

減価償却費 29,787千円

賃借料 101,477千円

役員退職慰労引当金繰入額 1,809千円

役員賞与引当金繰入額 15,000千円

従業員賞与 154,179千円

※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 687,497千円

退職給付費用 67,900千円

旅費交通費 268,847千円

減価償却費 50,587千円

賃借料 132,843千円

従業員賞与 210,573千円

役員報酬 160,157千円
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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16年４月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17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16年12月31日現在） （平成17年12月31日現在）

現金及び預金勘定 2,321,930千円

現金及び現金同等物 2,321,930千円

現金及び預金勘定 4,738,731千円

現金及び現金同等物 4,738,731千円
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①　リース取引

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12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

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

有形固定資産
その他

163,067 98,680 64,387

無形固定資産
その他

2,296 2,296 -

合計 165,363 100,976 64,387

取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

有形固定資産
その他

169,848 68,218 101,629

合計 169,848 68,218 101,629

（注）取得価額相当額は、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割合が低いため、支払

利子込み法により算定しております。

同左

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 26,618千円

１年超 37,768千円

合計 64,387千円

１年内 36,060千円

１年超 65,569千円

合計 101,629千円

（注）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割合が

低いため、支払利子込み法により算定しております。

同左

３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 23,162千円

減価償却費相当額 23,162千円

支払リース料 39,497千円

減価償却費相当額 39,497千円

４．減価償却費相当額の算定方法 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。

同左
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②　有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類

前連結会計年度（平成16年12月31日） 当連結会計年度（平成17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 199,233 412,809 213,575 246,797 773,413 526,616

(2)債券 - - -  -  -  -  

①国債・地方債等 - - -  -  -  -  

②社債 - - -  -  -  -  

③その他 - - -  -  -  -  

(3)その他 - - -  -  -  -  

小計 199,233 412,809 213,575 246,797 773,413 526,616

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 49,087 45,808 △3,279 2,386 2,168 △218

(2)債券 - - - - - -

①国債・地方債等 - - - - - -

②社債 - - - - - -

③その他 1,147 1,095 △52 1,147 1,070 △77

(3)その他 - - - - - -

小計 50,234 46,903 △3,331 3,534 3,238 △295

合計 249,468 459,712 210,243 250,331 776,652 526,321

（注）　前連結会計年度において、その他有価証券について398千円（その他有価証券で時価のある株式）の減損処理を

行っております。

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減損処理を

行い、30％～50％下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性を考慮して必要と認められた額について減損

を行っております。

２．前連結会計年度及び当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。

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

前連結会計年度（平成16年12月31日） 当連結会計年度（平成17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（店頭売買株式を除く） 105,773 105,773
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４．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額

前連結会計年度（平成16年12月31日） 当連結会計年度（平成17年12月31日）

１年以内
（千円）

１年超５年
以内
（千円）

５年超10年
以内
（千円）

10年超
（千円）

１年以内
（千円）

１年超５年
以内
（千円）

５年超10年
以内
（千円）

10年超
（千円）

債券 - - - - - - - -

①国債・地方債等 - - - - - - - -

②社債 - - - - - - -  

③その他 - 1,095 - - - 1,070 - -

その他 - - - - - - - -

合計 - 1,095 - - - 1,070 - -
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③　デリバティブ取引

１．取引の状況に関する事項

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

(1）取引の内容及び利用目的

当社グループは通常の営業取引から生じる外貨建営

業債権債務に係る為替相場変動によるリスクを回避す

る目的で為替予約取引を利用しております。

また、金利スワップ取引については、将来の金利の

上昇リスクを回避する目的で利用しております。

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）取引の内容及び利用目的

当社グループは通常の営業取引から生じる外貨建営

業債権債務に係る為替相場変動によるリスクを回避す

る目的で為替予約取引を利用しております。

また、金利スワップ取引については、将来の金利の

上昇リスクを回避する目的で利用しております。

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。

ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

ヘッジ手段　　為替予約取引、金利スワップ取引

ヘッジ対象　　買掛金、借入金

ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

ヘッジ手段　　為替予約、金利スワップ

ヘッジ対象　　外貨建予定取引、外貨建金銭債務

　　　　　　　借入金利息

(2）取引に対する取組方針

当社グループは投機目的のために単独でデリバティ

ブ取引を利用しない方針であり、為替予約取引につい

ては、通常の輸出入取引から生じる外貨建債権債務の

決済において必要とされる範囲内で利用しております。

また、長短借入金残高の範囲内で金利スワップのデ

リバティブ取引を利用することがあります。

(2）取引に対する取組方針

同左

(3）取引に係るリスクの内容

通貨関連における為替予約取引は、為替相場の変動

によるリスクを有しております。

金利関連における金利スワップ取引においては、市

場金利の変動によるリスクを有しております。

また、当社グループのデリバティブ取引の契約先は

いずれも信用度の高い国内の金融機関であるため、相

手方の契約不履行によるリスクはほとんどないと認識

しております。

(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

すべてのデリバティブ取引については、各営業部門

の依頼に基づき営業取引については業務部、財務取引

については財務部にて連携を密に実行管理しており、

取引の都度経営者に報告しております。

(4）取引に係るリスク管理体制

同左

(5）取引の時価等に関する補足説明

「取引の時価等に関する事項」における契約額等は、

その金額自体がデリバティブ取引に係るリスク量を示

しているものではありません。

(5）取引の時価等に関する補足説明

同左
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２．取引の時価等に関する事項

金利関連

区分 種類

前連結会計年度
（平成16年12月31日）

当連結会計年度
（平成17年12月31日）

契約額等
（千円）

契約額等の
うち１年超
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

契約額等
（千円）

契約額等の
うち１年超
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

市場取

引以外

の取引

金利スワップ取引

支払固定・受取変

動
87,500 87,500 △526 △526 567,500 530,000 △5,748 △5,748

合計 87,500 87,500 △526 △526 567,500 53,000 △5,748 △5,748

　（注）時価の算定方法

 　取引先金融機関から提示された価格に基づき算定しております。

④　退職給付

１.採用している退職給付制度の概要

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す。また、総合

設立型の厚生年金基金である東京機器厚生年金基金にも加入しておりますが、当該厚生年金基金制度は退職

給付会計実務指針33項の例外処理を行う制度であります。同基金の年金資産残高のうち当社の掛金拠出割合

に基づく当連結会計年度末の年金資産残高は814,518千円(前連結会計年度末700,954千円)であります。

２.退職給付債務及びその内訳

前連結会計年度
（平成16年12月31日）

当連結会計年度
（平成17年12月31日）

(1) 退職給付債務（千円） △383,108 △398,756

(2) 年金資産（千円） 221,653 256,715

(3) 退職給付引当金（千円） △161,454 △142,041

３.退職給付費用の内訳

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

退職給付費用（千円） 53,115 67,900

(1) 勤務費用（千円） 32,917 32,411

(2) 総合型の掛金（千円） 20,198 35,489

４．退職給付債務の計算基礎

退職給付債務の計算方法　　　　　　簡便法を採用しております。
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⑤　税効果会計

１．繰延税金資産の発生の主な原因別内訳 １．繰延税金資産の発生の主な原因別内訳

前連結会計年度（平成16年12月31日） 当連結会計年度（平成17年12月31日）

〔流動資産〕 〔流動資産〕

繰延税金資産 繰延税金資産

未払事業税否認 3,216千円 未払事業税否認 22,760千円

未払賞与損金算入限度超過額 28,906千円 未払賞与損金算入限度超過額 46,536千円

商品評価損否認 8,613千円 商品評価損否認 12,438千円

その他 4,082千円 その他 6,886千円

計 44,818千円 計 88,623千円

評価性引当額 △409千円 評価性引当額 △1,174千円

繰延税金資産合計 44,408千円 繰延税金資産合計 87,448千円

〔固定資産〕 〔固定資産〕

繰延税金資産 繰延税金資産

税務上の繰越欠損金 22,214千円 税務上の繰越欠損金 20,529千円

退職給付引当金損金算入限度超過額 56,222千円 退職給付引当金損金算入限度超過額 56,056千円

貸倒引当金損金算入限度超過額 20,468千円 貸倒引当金損金算入限度超過額 20,662千円

投資有価証券評価損否認額 13,199千円 投資有価証券評価損否認額 13,199千円

その他 14,648千円 その他 14,648千円

計 126,754千円 計 125,096千円

評価性引当額 △59,446千円 評価性引当額 △58,029千円

繰延税金資産合計 67,308千円 繰延税金資産合計 67,066千円

      

〔固定負債〕 〔固定負債〕

繰延税金負債   繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金 86,915千円 その他有価証券評価差額金 215,365千円

繰延税金負債合計 86,915千円 繰延税金負債合計 215,365千円

繰延税金負債の純額 19,607千円 繰延税金負債の純額 148,298千円

      

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要な項目別の内訳

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要な項目別の内訳

法定実効税率 40.69％ 法定実効税率 40.69％

（調整） （調整）

交際費等永久に損金に算入されない

項目 8.02％

交際費等永久に損金に算入されない

項目

 

6.54

 

％

国内より税率の低い海外子会社の税

率差異 △1.09％

国内より税率の低い海外子会社の税

率差異 △2.14％

受取配当金等永久に益金に算入され

ない項目

住民税均等割額

評価性引当額

△0.37

0.60

2.98

％

％

％

受取配当金等永久に益金に算入され

ない項目

住民税均等割額

その他

△0.28

1.14

0.32

％

％

％

連結調整勘定償却 0.76％ 税効果会計適用後の法人税等の負担率 46.27％

特定情報通信機器取得にかかる特別

控除額 △2.07％

その他 △0.36％    

税効果会計適用後の法人税等の負担率 49.16％
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⑥　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成16年４月１日　至　平成16年12月31日）及び当連結会計年度（自　平成17年１月

１日　至　平成17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。

ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成16年４月１日　至　平成16年12月31日）及び当連結会計年度（自　平成17年１月

１日　至　平成17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。

ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自　平成16年４月１日　至　平成16年12月31日）

アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 7,168,552 4,138 7,172,691

Ⅱ　連結売上高（千円） － － 13,692,521

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高

の割合（％）
52.4 0.0 52.4

　（注）１．国または地域は、地理的近接度により、区分しております。

２. 各区分に属する国また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、タイ

（2）その他の地域…………………米国

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国また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17年１月１日　至　平成17年12月31日）

アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 7,877,584 6,066 7,883,651

Ⅱ　連結売上高（千円） － － 20,021,235

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高

の割合（％）
39.4 0.0 39.4

　（注）１．国または地域は、地理的近接度により、区分しております。

２. 各区分に属する国また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、タイ

（2）その他の地域…………………米国

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。
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⑦　関連当事者との取引

前連結会計年度（自平成16年４月１日　至平成16年12月31日）

属性 氏名 住所
資本金又
は出資金

事業の内容又は
職業

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

役員の兼
任等
（人）

事業上の
関係

役員 吉川　精一  － －
当社監査役　弁

護士
－ － － 弁護士報酬 7,469 － －

　（注）１．弁護士報酬については、当社監査役　吉川精一の所属する古賀総合法律事務所に対するものであります。

２．報酬額は「弁護士の報酬に関する規程」に基づき、両者合意のもと決定しております。

当連結会計年度（自平成17年１月１日　至平成17年12月31日）

該当事項はございません。

（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日

至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

１株当たり純資産額 630.26円 １株当たり純資産額 638.20円

１株当たり当期純利益金額 25.09円 １株当たり当期純利益金額 46.40円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益金額  　　　　　　　　　　　　 46.23円  

  

　（注）　１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前連結会計年度
(自　平成16年４月１日
至　平成16年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 163,336 371,251

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（千円） 163,336 371,251

期中平均株式数（株） 6,509,850 8,001,843

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） － 28,663

（うち新株予約権（株）） 　　　　（－）　 (28,663)

－ 30 －



（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

１．株式分割

平成16年８月９日開催の当社取締役会の決議に基づき、

次のように株式分割による新株式を発行いたします。

(1) 平成17年２月18日付をもって普通株式１株につき

1.1株に分割します。

①分割により増加する株式数

普通株式713,800株

②分割方法

平成16年12月31日最終株主名簿及び実質株主名簿に

記載された株主の所有株式数を、１株につき1.1株の

割合をもって分割いたします。

１．株式分割

平成17年11月11日開催の当社取締役会の決議に基づき、

次のように株式分割による新株式を発行いたします。

(1) 平成18年２月17日付をもって普通株式１株につき

1.2株に分割します。

①分割により増加する株式数

普通株式1,970,360株

②分割方法

平成17年12月31日最終株主名簿及び実質株主名簿に

記載された株主の所有株式数を、１株につき1.2株の

割合をもって分割いたします。

(2) 配当起算日

平成17年１月１日

(2) 配当起算日

平成18年１月１日

当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前連

結会計年度における１株当たり情報及び当期首に行われた

と仮定した場合の当連結会計年度における1株当たり情報

は、それぞれ以下のとおりとなります。

前連結会計年度 当連結会計年度

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額

703.46円 572.96円

１株当たり当期純利益 １株当たり当期純利益

48.43円 22.81円

 

当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前連

結会計年度における１株当たり情報及び当期首に行われた

と仮定した場合の当連結会計年度における1株当たり情報

は、それぞれ以下のとおりとなります。

前連結会計年度 当連結会計年度

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額

525.22円 531.83円

１株当たり当期純利益 １株当たり当期純利益

20.91円 38.67円

潜在株式調整後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

－ 38.53円
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６．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。

品目 金額（千円） 前年同期比（％）

電子機器
金　額

百分比

11,663,079

69.2％
－

工作機械
金　額

百分比

2,675,148

15.9％
－

測定機器
金　額

百分比

636,291

3.8％
－

産業機械
金　額

百分比

469,216

2.8％
－

光電子部品
金　額

百分比

328,951

1.9％
－

その他
金　額

百分比

1,081,879

6.4％
－

合計
金　額

百分比

16,854,567

100.0％
－

　（注）１．仕入高には消費税等は含まれておりません。

２．前連結会計年度は決算期変更に伴い９ヶ月決算でしたので前年同期比較は行っておりません。

(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。

 （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

12,941,475

61.6％
－

1,732,976

36.1％
－

工作機械
金　額

百分比

3,714,190

17.7％
－

1,557,414

32.4％
－

測定機器
金　額

百分比

1,162,430

5.5％
－

291,454

6.1％
－

産業機械
金　額

百分比

915,718

4.4％
－

878,852

18.3％
－

光電子部品
金　額

百分比

368,319

1.8％
－

50,048

1.0％
－

その他
金　額

百分比

1,893,978

9.0％
－

289,936

6.1％
－

合計
金　額

百分比

20,996,112

100.0％
－

4,800,683

100.0％
－

　（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。

３．前連結会計年度は決算期変更に伴い９ヶ月決算でしたので前年同期比較は行っておりません。
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(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。

品目 金額（千円） 前年同期比（％）

電子機器
金　額

百分比

13,180,026

65.8％
－

工作機械
金　額

百分比

3,345,201

16.7％
－

測定機器
金　額

百分比

1,039,156

5.2％
－

産業機械
金　額

百分比

204,026

1.0％
－

光電子部品
金　額

百分比

402,280

2.0％
－

その他
金　額

百分比

1,850,543

9.3％
－

合計
金　額

百分比

20,021,235

100.0％
－

　（注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。

２．前連結会計年度は決算期変更に伴い９ヶ月決算でしたので前年同期比較は行っておりません。

３．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）

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 7,168,552 99.9％ 7,877,584 99.9％

その他 4,138 0.0％ 6,066 0.1％

合計
7,172,691

（52.4％）
100.0％

7,883,651

（39.4％）
100.0％
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