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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 6,705 ( 　3.0) △234 (　－) △241 (　－)

16年12月期 6,509 (　△1.4) 26 ( △25.8) 51 (　△9.0)

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 △335 (  -　) △53 97 －  △9.1 △2.9 △3.6

16年12月期 35 (  -　) 5 67 －  0.9 0.6 0.8

（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 6,221,640株 16年12月期 6,221,640株

③会計処理の方法の変更 無

④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。

(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 8,155 3,546 43.5 570 05

16年12月期 8,279 3,867 46.7 621 60

（注）期末発行済株式数（連結） 17年12月期 6,221,640株 16年12月期 6,221,640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 △54 △71 147 624

16年12月期 63 △78 △146 603

(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 1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 3,250 △10 △60

通　期 7,000 100 40

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　6円42銭

※　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６ページ「次期の業績見通し」を参照して下さい。



１．企業集団の状況
　当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社及び子会社2社により構成され、ビル空調・防災関連機器・住宅向

け24時間換気システムの製造販売を主な内容とした以下の事業活動を展開しております。

(1）当社は、ビルの空調・防災関連機器であるダンパー、吹出口、ファスユニット、ファンコイルユニット、並びに住

宅向けの24時間換気システムの製造販売を主な事業内容としております。

(2）連結子会社である㈱トーキンは、吹出口の製造販売並びにビル空調・防災関連機器であるダンパー、ファスユニッ

ト、ファンコイルユニットの販売を主な事業内容としております。

 （3）非連結子会社である常熟快風空調有限公司は、空調設備機材関連の製造販売を主な事業内容としております。

　事業の系統図は次のとおりであります。
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常熟快風有限公司 
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★連結子会社  ☆非連結子会社 

ダンパー、吹出口、ファスユニット、ファンコイルユニット 

２４時間換気システム 

－ 2 －



２．経営方針
１．経営の基本方針

　昭和42年の創業以来“革新へのチャレンジ”を基本理念として、製品開発、工場改善、業務改革及び営業展開に挑

戦しております。

　現在、お客様の要望に基づく新製品の開発、改良を基軸とした川上提案営業とその技術対応による技術開発品目の

大幅拡大と、トヨタ生産方式導入による品質の維持、管理並びに生産性の向上、独自のコンピュータソフト開発によ

る生産管理・資材管理システムの構築を行っております。

　当社では、空調業界に身を置いて38年、建築物における空調システムの在り方や人間生活との関わり合いなど、今

まで培ってきたノウハウを大いに発揮し、新たな分野への構築を行い、いかなる経済情勢にも対応できる経営基盤を

築いてまいります。また、常に経営戦略を見直し、利益率向上の体質改善、海外戦略の推進、グループ相互の支援体

制の強化、環境問題への対応を最重点課題として進めてまいります。

２．利益配分に関する基本方針

　当社の利益配分に関する基本方針は、株主の皆様に対する利益還元を重要政策のひとつとして位置付け、安定的な

配当の継続を基本に、内部留保に留意しつつ、業績に裏付けられた成果の配分を行うことを目標としております。

　なお、当期の利益配当につきましては、本年３月30日開催予定の定時株主総会の決議を経て決定しますが、厳しい

経営環境を勘案し、誠に遺憾ながら１株当たり１円50銭減配して３円00銭の配当を予定しております。

３．投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　当社は、当社株式の流動性の向上及び投資家層の拡大を図るため平成６年５月に投資単位を1,000株から100株に引

下げております。現状におきましては、当社株式の流動性は十分確保されているものと認識しておりますが、今後と

も株式の流通の活性化と投資家のニーズを考慮し、状況に応じて対処してまいります。

４．目標とする経営指標

　当社は、目標とする経営指標として、株主資本純利益率（ROE）の向上を掲げておりますが、当面は、収益性を早期

に回復するために売上原価と販売費及び一般管理費の低減により経常利益率５％を目標とし、利益確保に向けた体制

作りに邁進いたします。

５．中長期的な会社の経営戦略

　経営の基本方針で掲げているトヨタ生産方式の徹底実践、適材適所の徹底実践、住宅設備メーカーとしての拡充を

実践してまいります。

　新製品開発においては、24時間換気システムに限らず、第二弾、第三弾と住宅向けの新製品を開発し、住宅市場を

視野に入れた事業展開へと発展していくことで、従来の大型ビル空調設備市場と新規参入した一般住宅向け市場の２

つの市場を販路として、受注の顧客シェアの増大を図ってまいります。

　コスト面におきましても、長引く景気低迷で価格は下がる一方で、この状況を生き抜いて行くため、全社一丸となっ

て各部署がそれぞれコスト意識をもって削減に努め、このような考えを継続的に維持することで厳しい環境を乗り越

えられると確信すると共に、地域住民に愛される企業を目指し、経営の効率化に努め、より一層の発展を目指してま

いります。

　また、新たな展開として、海外事業戦略の一環として中国、韓国、台湾を中心に輸入（部材調達）および輸出（自

社製品販売）を積極的に展開してまいります。

６．対処すべき課題

　今後わが国において、当空調設備業界を取り巻く環境は民間設備投資が増加傾向にあるものの、依然として公共建

設投資は減少傾向が予想されることから、全体としては厳しい受注環境が続くものと思われます。このような状況下

で、いかにして業績を向上させるか取り組むべき課題は尽きることがありません。

　原材料高騰に対処するために、既に一部実施しております中国からの資材調達を積極的に行うとともに、中国に子

会社を設立し、製品及び部品の生産を開始いたしました。

　また、個人新築住宅向けの24時間換気システム「換気丸」は大規模な設備投資を必要としないため、利益率も高く、

今後の当社の業績拡大に影響を及ぼすものと位置づけており、今後、ビル空調部門に代わり収益の柱として成長して

いくものと期待して、積極的に受注してまいります。
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　また、ビル空調部門の製品群の見直しを行い、利益率の低い不採算製品については生産販売を中止、又は縮小する

方向で検討に入っており、利益率を上げる改革を行います。

　また、ＫＰＳ（Kyoritsu　Profit　System）委員会を設置し、製造、販売、管理の各部門から委員を選出し、工場

スタッフは知恵を結集し限りなく「製造原価を下げる」取り組みを行い、事務スタッフにおいては徹底した業務改革

の推進と実現、及び徹底した事務管理部門費用の低減活動を目指し、全社員が同じ目標に向って社員一丸となって活

動してまいります。

　このような諸施策を実践しながら、グループ全体として目標利益確保を最重要課題と位置付け、企業体質の強化を

図り、株主価値の増大と企業の永続発展のための経営基盤の強化に努めてまいります。

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

①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

　当社では、コーポレート・ガバナンスが企業を効率よく経営し、会社の経済的繁栄を最大にするための企業の規律

と支配に関するものであるということを十分認識し、健全な経営に欠かすことが出来ない重要事項として考えており

ます。

②コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

　経営管理組織につきましては、取締役会を原則として月１回開催しており、取締役６名（社外取締役はおりませ

ん。）で構成されております。取締役会において経営の基本方針、重要な業務執行に関する意思決定・方針決定を行っ

ております。当社は監査役会制度を採用しており、常勤監査役１名と、非常勤の監査役２名で構成されております。

監査役は役員会に出席し、意見を述べるとともに、適切な経営判断がなされているかどうかについて牽制を行ってお

ります。

　監査法人は中央青山監査法人との間で監査契約を締結し、商法及び証券取引法に基づく監査を受けております。

　会計監査人は、監査役会において報告を行い、監査役と相互に意見交換を図ることにより、監査の連携を高めてお

ります。また、法令遵守という観点から顧問弁護士に依頼し、随時、法制面についてのアドバイスを受けております。

　　　　　

　　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　　森内　茂之　　継続監査年数８年

　　　指定社員　業務執行社員　　松島　敦　　　継続監査年数４年

　　監査業務に関する補助者の構成

　　　公認会計士　３名、　会計士補　７名 

 

　　役員報酬及び監査報酬

　　　役員報酬　：　取締役に対する報酬　　66,949千円

　　　　　　　　：　監査役に対する報酬　　13,920千円

　　　　　　　　　　上記のほかに使用人兼務取締役の使用人給与相当額1,000千円があります。

　　　監査報酬　：　監査契約に基づく監査証明に係る報酬　11,000千円　

　なお、当社と社外監査役３名との間には特別な利害関係はありません。

　今後につきましても、業務執行に関する迅速な意思決定を持つ経営管理組織にすべく更なる充実を図っていく所存

であります。

８．関連当事者との関係に関する基本方針

　当社は、関連当事者の範囲を明確にするとともに、その取引の範囲と内容についても厳格に検討を行っております。

特に、役員及び個人主要株主との取引につきましては、適法かつ適正な開示を実施することを基本方針としております。

９．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、社内規定の整備状況等

　　当社の組織は、製造部門（製造本部）、技術部門（技術本部）、営業部門（営業本部）、管理部門（管理本部）と　

　分かれており、さらに社長直轄の独立組織として内部監査室を設置しております。この内部監査室を設置することに

　　　　　　

　より、各部門間の内部牽制及び内部管理機能の強化を図るとともに、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。

　　なお、当社の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定、職務分掌規程、職務権限

　規程等を定めております。
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 　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

　　内部管理体制の充実を図るため、当連結会計年度より、内部監査室が中心となり、社内規定の見直し・業務改善の

　施策の検討に着手しております。また各部署とも常勤監査役との情報交換等を適宜に行うと共に、取締役会、監査役

　会等の各管理組織が円滑な業務を図れるよう業務運営に努めております。

 

 １０．その他、会社経営上の重要な事項

　該当事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態
１．経営成績

(1）業績

　当連結会計年度におけるわが国経済は、引き続き回復から成長への転換が期待されましたが、原油価格の高騰な

どの不安要素もあり、先行き不透明のまま推移いたしました。

　一方で、中国経済の成長はとどまるところを知らずという勢いで、中国を中心としたアジア圏とわが国との貿易

額は過去最高を記録し、わが国経済にとって、アメリカとともにその存在は欠くことのできないものになってまい

りました。

　建設業界におきましては、公共工事が９年連続の減少となりましが、民間工事が３年連続の増加となったため、

全体では前年比2.5％増と３年連続の増加となりました。

　当空調設備業界におきましても、民間設備投資が景気回復基調により増加しているものの、公共建設投資が依然

として減少傾向にあり、引き続き厳しい受注競争が続いております。

　このような環境下で、当社グループはビル設備部門と住宅設備部門において採算性を重視し受注活動に取り組ん

で、業績の向上に努めてまいりました。

　この結果、当連結会計年度の売上高は67億５百万円（前連結会計年度比3.0％増）となりました。

　売上高を主な製品別に見ますと、ビル設備部門のダンパー21億55百万円（前連結会計年度比19.1％増）、吹出口

19億84百万円（前連結会計年度比14.5％増）、ファスユニット５億27百万（前連結会計年度比20.9％減）、ファン

コイルユニット１億円（前連結会計年度比41.9％減）、住宅設備部門の24時間換気システム５億75百万円（前連結

会計年度比104.6％増）となりました。

　一方利益面においては、熾烈な企業間競争による価格低下が続くなか、安値受注に歯止めをかけるべく販売価格

の見直しを行った結果、売上原価率の上昇を抑えることができましたが、この度生産を中止したファンコイルユニッ

トにかかる部品等の在庫評価減を実施したことにより売上原価率は80.3％（前連結会計年度77.9％）となりました。

　　　

　販売費及び一般管理費は、経費節減に努めて参りましたが、住宅設備部門の販売促進のための広告宣伝費の増加、

及び人件費の増加、また、回収が長期化しております売掛金の一部を貸倒引当金に計上するなど、財務の健全化を

図る処置をいたしました。

　その結果、営業損失は２億34百万円（前連結会計年度は営業利益26百万円）、経常損失は２億41百万円（前連結

会計年度は経常利益51百万円）、なお、繰延税金資産の評価見直しとして70百万円を取り崩しておりますので、当

期純損失は３億35百万円（前連結会計年度は当期純利益35百万円）となりました。

 

 

(2）次期の見通し

　今後の見通しにつきましては、民間建設投資は増加傾向にあるものの、依然として公共建設投資は減少傾向に推

移すると予想されます。

　このような状況下ではありますが、当社グループは徹底した利益追求を目指し、生産効率15％アップ、利益改善

３億50百万円を目標に掲げ、協立生産方式の構築、内部統制システムの構築、住宅設備製品の販売拡大、品質管理

の徹底を実践し公約した業績を達成する所存でございます。

　当社グループの通期連結業績につきましては、売上高70億円、経常利益１億円、と予想いたします。

　特別損益としましては、平成10年に取得した社宅施設用不動産が遊休化しており、その減損損失を40百万円程度

計上する予定であります。この結果、当期純利益40百万円（前連結会計年度は当期純損失３億35百万円）と見込ん

でおります。
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２．財政状態

　当連結会計年度の現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、当期純損失となり営業活動資金は減少となりま

したが、短期借入金の増加等により前連結会計年度末に比べ21百万円増加し、当連結会計年度末には624百万円となり

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次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度における営業活動により減少した資金は、54百万円（前年同期比118百万円減）となりました。これ

は、売上債権の増加50百万円、たな卸資産の減少133百万円、仕入債務の減少224百万円と、税金等調整前当期純損益

が減少し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）

　当連結会計年度に投資活動により使用した資金は、71百万円（同7百万円減）となりました。これは主に定期預金の

払戻しによる収入130百万円、有形固定資産の取得による支出80百万円、貸付による純支出59百万円、子会社株式・出

資金の取得による支出55百万円によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度に財務活動により調達した資金は、147百万円（前連結会計年度は146百万円減少）となりました。

これは主に短期借入金の調達によるものであります。
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４．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 ※５  733,159   634,979  

２　受取手形及び売掛金 ※２  3,415,934   3,467,082  

３　有価証券   1,500   －  

４　たな卸資産   1,092,524   958,899  

５　繰延税金資産   3,903   －  

６　短期貸付金   36,900   95,691  

７　その他   60,319   56,695  

貸倒引当金   △2,857   △44,821  

流動資産合計   5,341,384 64.5  5,168,526 63.4

Ⅱ　固定資産        

１　有形固定資産        

(1）建物及び構築物 ※4,5  726,961   685,322  

(2）機械装置及び運搬具 ※４  105,057   104,572  

(3）土地 ※５  1,224,018   1,224,018  

(4）建設仮勘定   2,848   363  

(5）その他 ※４  58,503   55,821  

有形固定資産合計   2,117,390 25.6  2,070,098 25.4

２　無形固定資産   6,861 0.1  41,323 0.5

３　投資その他の資産        

(1）投資有価証券   202,931   299,517  

(2）長期貸付金   1,079,872   1,080,131  

(3）繰延税金資産   34,035   －  

(4）その他 ※1  154,999   132,831  

貸倒引当金   △658,347   △636,530  

投資その他の資産合計   813,492 9.8  875,949 10.7

固定資産合計   2,937,743 35.5  2,987,371 36.6

資産合計   8,279,128 100.0  8,155,898 100.0
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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 ※２  1,911,858   1,687,720  

２　短期借入金 ※５  1,860,897   2,040,000  

３　未払金   155,861   181,900  

４　未払法人税等   12,172   34,199  

５　賞与引当金   13,173   24,886  

６　その他 ※２  128,712   192,903  

流動負債合計   4,082,674 49.3  4,161,610 51.0

Ⅱ　固定負債        

  １　繰延税金負債   －   86,963  

２　退職給付引当金   158,995   181,673  

３　役員退職慰労引当金   108,397   122,414  

４　預り保証金   58,900   56,559  

５　その他   2,785   －  

固定負債合計   329,078 4.0  447,611 5.5

負債合計   4,411,753 53.3  4,609,221 56.5

        

（少数株主持分）        

少数株主持分   － －  － －

        

（資本の部）        

Ⅰ　資本金 ※７  1,683,378 20.3  1,683,378 20.6

Ⅱ　資本剰余金   2,233,633 27.0  2,233,633 27.4

Ⅲ　利益剰余金   86,261 1.0  △277,532 △3.4

Ⅳ　その他有価証券評価差額金   57,099 0.7  100,194 1.2

Ⅴ　自己株式 ※８  △192,998 △2.3  △192,998 △2.3

資本合計   3,867,375 46.7  3,546,676 43.5

負債、少数株主持分及び資
本合計

  8,279,128 100.0  8,155,898 100.0
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

（自　平成16年１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   6,509,707 100.0  6,705,934 100.0

Ⅱ　売上原価   5,067,781 77.9  5,382,722 80.3

売上総利益   1,441,926 22.1  1,323,211 19.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,2  1,415,620 21.7  1,557,808 23.2

営業利益又は営業損失
（△）

  26,305 0.4  △234,597 △3.5

Ⅳ　営業外収益        

１　受取利息  11,271   11,811   

２　受取配当金  3,505   2,685   

３　スクラップ売却収入  11,595   14,634   

４　雑収入  16,062 42,435 0.7 13,775 42,907 0.6

Ⅴ　営業外費用        

１　支払利息  13,188   13,674   

２　手形売却損  2,055   920   

３ 貸倒引当金繰入額  －   34,000   

４　雑損失  1,736 16,980 0.3 1,124 49,720 0.7

経常利益又は経常損失
（△）

  51,760 0.8  △241,409 △3.6

Ⅵ　特別利益        

１　投資有価証券売却益  31,226   483   

２　貸倒引当金戻入益  3,537 34,763 0.5 － 483 0.0
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前連結会計年度

（自　平成16年１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
（％）

Ⅶ　特別損失        

１　固定資産除却損 ※３ 1,107   560   

２　ゴルフ会員権評価損  300   －   

３　在庫整理損  13,688   2,418   

４　貸倒引当金繰入額  260   －   

５　その他  700 16,055 0.2 182 3,162 0.0

税金等調整前当期純利益
又は税金等調整前当期純
損失（△）

  70,468 1.1  △244,088 △3.6

法人税、住民税及び事業
税

 12,457   21,686   

法人税等調整額  22,721 35,179 0.5 70,021 91,707 1.4

当期純利益又は
当期純損失（△）

  35,289 0.6  △335,796 △5.0
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(3）連結剰余金計算書

  
前連結会計年度

（自　平成16年１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   2,339,458  2,233,633

Ⅱ　資本剰余金減少高      

１　資本金及び資本準備金減
少差益取崩額

 59,162  －  

２　配当金  46,662 105,824 － －

Ⅲ　資本剰余金期末残高   2,233,633  2,233,633

（利益剰余金の部）      

Ⅰ　利益剰余金期首残高   △8,189  86,261

Ⅱ　利益剰余金増加高      

１　資本金及び資本準備金減
少差益取崩額

 59,162  －  

２　当期純利益  35,289 94,451 － －

Ⅲ　利益剰余金減少高      

１　配当金  －  27,997  

２　当期純損失  － － 335,796 363,793

Ⅳ　利益剰余金期末残高   86,261  △277,532
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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１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
又は税金等調整前当期純
損失（△）

 70,468 △244,088

減価償却費  115,326 109,884

連結調整勘定償却額  － 7,150

貸倒引当金増減額（減
少：△）

 △3,277 54,027

退職給付引当金増減額
（減少：△）

 21,649 22,678

役員退職慰労引当金増減
額（減少：△）

 12,255 14,017

賞与引当金増減額（減
少：△）

 △2,931 11,713

受取利息及び受取配当金  △14,776 △14,497

支払利息  13,188 13,674

会員権売却損  － 182

投資有価証券売却益  △31,226 △483

有形固定資産除却損  1,107 560

売上債権の増減額（増
加：△）

 374,059 △50,874

たな卸資産の増減額（増
加：△）

 △374,602 133,625

仕入債務の増減額（減
少：△）

 △131,357 △224,137

未払消費税等の増減額
（減少：△）

 6,036 23,466

その他  18,582 99,931

小計  74,502 △43,168

利息及び配当金の受取額  14,741 14,553

利息の支払額  △13,008 △13,570

法人税等の支払額  △12,457 △12,209

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 63,777 △54,394
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前連結会計年度

（自　平成16年１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

   

定期預金の預入による支
出

 △50,000 △10,000

定期預金の払戻による収
入

 － 130,001

有価証券の取得による支
出

 △50,000 －

有価証券の売却による収
入

 50,000 1,500

投資有価証券の取得によ
る支出

 △7,574 △2,174

投資有価証券の売却によ
る収入

 51,458 4,048

会員権の売却による収入  － 3,565

子会社株式の追加取得に
よる支出

 － △35,750

子会社出資金の取得によ
る支出

 － △20,000

有形固定資産の取得によ
る支出

 △51,487 △80,451

貸付金の貸付による支出  △56,186 △285,360

貸付金の回収による収入  37,208 226,310

その他  △2,311 △2,733

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △78,893 △71,043

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

   

短期借入金の純増減額  △30,000 190,000

長期借入金の返済による
支出

 △65,636 △10,897

配当金の支払額  △46,662 △28,145

その他  △4,606 △3,697

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △146,904 147,259

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減
額（減少：△）

 △162,021 21,821

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首
残高

 765,178 603,157

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末
残高

 603,157 624,979
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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

 
前連結会計年度

（自　平成16年１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）連結子会社の数　１社

連結子会社の名称

㈱トーキン

 (2)　　───────────

(1）連結子会社の数　１社

連結子会社の名称

㈱トーキン

 (2)非連結子会社の名称等

　　非連結子会社

　　　常熟快風空調有限公司

　（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（営業初年度につき発生し　

　　ておりません。）、当期純損益（持分

　　に見合う額）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 持分法適用の関連会社はありません。 同左

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　㈱トーキンの決算日は平成16年10月31日

であります。連結財務諸表の作成にあたっ

ては同決算日の財務諸表を採用しておりま

すが、連結決算日との間に生じた重要な取

引については連結上必要な調整を行ってお

ります。

　㈱トーキンの決算日は平成17年10月31日

であります。連結財務諸表の作成にあたっ

ては同決算日の財務諸表を採用しておりま

すが、連結決算日との間に生じた重要な取

引については連結上必要な調整を行ってお

ります。

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）。

１　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

時価のないもの

　移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

２　たな卸資産

(1）製品・仕掛品

　主として総平均法による原価法

２　たな卸資産

同左

 

(2）商品

　主として総平均法による原価法

(3）原材料

　主として総平均法による原価法

(4）貯蔵品

　最終仕入原価法による原価法
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前連結会計年度

（自　平成16年１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

１　有形固定資産

同左

　ただし、平成10年４月１日以降に取得

した建物（建物付属設備を除く）につい

ては、定額法

　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　　　　　２～47年

機械装置及び運搬具　　　４～10年

２　無形固定資産

定額法

２　無形固定資産

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　賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の支出に

充てるため、支給見込額に基づき計上し

ております。

２　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及び

年金資産の見込額に基づき計上しており

ます。

　数理計算上の差異は、各連結会計年度

の発生時における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（13年）による定

額法により、翌連結会計年度から費用処

理することとしております。

３　退職給付引当金

同左

４　役員退職慰労引当金

　役員に対する退職慰労金の支出に備え

るため、内規に基づく期末要支給額を計

上しております。

４　役員退職慰労引当金

同左

(4）重要なリース取引の処

理方法

　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。

同左

(5）その他連結財務諸表作

成のための基本となる

重要な事項

１　消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜方式に

よっております。

１　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．連結調整勘定の償却に関

する事項

　連結調整勘定は発生していないため、該

当事項はありません。

　連結調整勘定の償却については、5年で

均等償却を行っております。　　　　　　
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前連結会計年度

（自　平成16年１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）

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

　連結キャッシュ・フロー計算書における

資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、

随時引出し可能な預金及び容易に換金可能

であり、かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から３ヶ月以内

に償還期限の到来する短期投資からなって

おります。

同左

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．　　　　 ───────────　

 

※２．連結会計年度末日満期手形の会計処理は手形交換日

をもって決済処理しております。

次のとおり連結会計年度末日満期手形が期末残高に

含まれております。

 ※１．非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと

　 　おりであります。

　　　 投資その他の資産（その他）　　　　20,000千円

※２．連結会計年度末日満期手形の会計処理は手形交換日

をもって決済処理しております。

次のとおり連結会計年度末日満期手形が期末残高に

含まれております。

受取手形 175,648千円

支払手形 308,755千円

その他（設備支払手形） 4,977千円

受取手形 127,356千円

支払手形 211,729千円

その他（設備支払手形） 2,432千円

３．受取手形割引高　　　　　　　　　　70,265千円

債権流動化による遡及義務　　　　　80,922千円

３．　　　　　───────────

 

※４．有形固定資産の減価償却累計額は2,918,743千円で

あります。

※４．有形固定資産の減価償却累計額は3,018,016千円で

あります。

※５．担保に供している資産並びに担保付債務は次のとお

りであります。

※５．担保に供している資産並びに担保付債務は次のとお

りであります。

担保資産 現金及び預金 20,000千円

 建物及び構築物 5,659千円

 土地 32,930千円

 合計 58,590千円

担保資産 建物及び構築物 5,243千円

 土地 32,930千円

 　合計　 38,173千円

   

担保付債務 短期借入金 10,897千円 担保付債務 短期借入金 190,000千円

６．従業員の貸付金規程に基づく銀行借入に対し

66,785千円の保証を行っております。

６．従業員の貸付金規程に基づく銀行借入に対し

56,556千円の保証を行っております。

※７．当社の発行済株式総数 ※７．当社の発行済株式総数

普通株式 6,803,980株 同左  

※８．連結会社が保有する自己株式の数 ※８．連結会社が保有する自己株式の数

普通株式 582,340株 同左  
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年１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主要な項目及び金額 ※１．販売費及び一般管理費の主要な項目及び金額

発送配達費 398,210千円

給与 366,347千円

賞与引当金繰入額 2,289千円

退職給付引当金繰入額 16,390千円

役員退職慰労引当金繰入額 12,255千円

発送配達費 387,639千円

貸倒引当金繰入額 22,727千円

給与 379,985千円

賞与引当金繰入額 5,122千円

退職給付引当金繰入額 16,599千円

役員退職慰労引当金繰入額 14,017千円

※２．一般管理費に含まれる研究開発費

34,299千円

※２．一般管理費に含まれる研究開発費

23,899千円

※３．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 ※３．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

建物及び構築物 197千円

機械装置及び運搬具 898千円

その他 11千円

合計 1,107千円

機械装置及び運搬具 516千円

その他 44千円

合計 560千円

  

（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１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）

　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）

 （単位：千円）

現金及び預金勘定 733,159

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △130,001

現金及び現金同等物 603,157

 （単位：千円）

現金及び預金勘定 634,979 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △10,000

現金及び現金同等物 624,979

　（注）　現金及び現金同等物には、担保に供している預

入期間１ヶ月の定期預金20,000千円が含まれて

おります。

　（注）　　　　───────────
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①　リース取引

前連結会計年度
（自　平成16年１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（借主側）

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（借主側）

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 120,812 42,884 77,927

無形固定資産 132,248 50,362 81,885

合計 253,060 93,247 159,813

 
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 125,818 65,864 59,954

無形固定資産 137,711 74,275 63,436

合計 263,530 140,140 123,390

　（注）１．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。

　（注）１．　　　　　 同左

２．その他は工具・器具及び備品、無形固定資産

はソフトウェアであります。

２．　　　　　 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 48,868千円

１年超 110,944千円

合計 159,813千円

１年内 47,466千円

１年超 75,923千円

合計 123,390千円

　（注）　未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー

ス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。

　（注）　　　　　　　 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 50,193千円

減価償却費相当額 50,193千円

支払リース料 50,018千円

減価償却費相当額 50,018千円

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
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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 131,583 201,340 69,756 132,848 299,483 166,634

(2）債券       

①　国債・地方債等 － － － － － －

②　社債 － － － － － －

③　その他 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 131,583 201,340 69,756 132,848 299,483 166,634

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの

(1）株式 1,732 1,591 △141 34 34 －

(2）債券       

①　国債・地方債等 － － － － － －

②　社債 － － － － － －

③　その他 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 1,732 1,591 △141 34 34 －

合計 133,315 202,931 69,615 132,882 299,517 166,634

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

前連結会計年度
（自平成16年１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）

売却額（千円）
売却益の合計額

（千円）
売却損の合計額

（千円）
売却額（千円）

売却益の合計額
（千円）

売却損の合計額
（千円）

51,458 31,226 － 5,548 483 －

３．時価のない主な有価証券の内容

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）

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   

非上場外国債券 － －

割引金融債 1,500 －

非上場株式（店頭売買株式を除

く）
－ －
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４．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

 

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）

１．債券         

（1）国債・地方債等 － － － － － － － －

（2）社債 － － － － － － － －

（3）その他 1,500 － － － － － － －

２．その他 － － － － － － － －

合計 1,500 － － － － － － －

③　デリバティブ取引

前連結会計年度（自平成16年１月１日　至平成16年12月31日）

　当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。

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）

　当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。
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④　退職給付

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．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を

設けております。また、連結子会社１社は、適格退職年

金制度を設けております。

１．採用している退職給付制度の概要

同左

２．退職給付債務に関する事項

（平成16年12月31日現在）

２．退職給付債務に関する事項

（平成17年12月31日現在）

 （単位：千円）

(1）退職給付債務 △477,612

(2）年金資産 280,766

(3）未積立退職給付債務(1)＋(2) △196,846

(4）未認識数理計算上の差異 37,850

(5）退職給付引当金(3)＋(4) △158,995

 （単位：千円）

(1）退職給付債務 △530,726

(2）年金資産 289,562

(3）未積立退職給付債務(1)＋(2) △241,163

(4）未認識数理計算上の差異 59,489

(5）退職給付引当金(3)＋(4) △181,673

３．退職給付費用に関する事項

（自平成16年１月１日　至平成16年12月31日）

３．退職給付費用に関する事項

（自平成17年１月１日　至平成17年12月31日）

 （単位：千円）

(1）勤務費用 38,363

(2）利息費用 10,913

(3）期待運用収益（減算） △5,662

(4）数理計算上の差異の費用処理額 3,827

(5）退職給付費用(1)＋(2)＋(3)＋(4) 47,441

 （単位：千円）

(1）勤務費用 38,481

(2）利息費用 11,798

(3）期待運用収益（減算） △6,630

(4）数理計算上の差異の費用処理額 3,477

(5）退職給付費用(1)＋(2)＋(3)＋(4) 47,126

　（注）　簡便法を採用している連結子会社の退職給付費

用は、(1）勤務費用に含めております。

　（注）　　　　　　　 同左

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付見込額の期間配分方法　　　期間定額基準

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付見込額の期間配分方法　　　期間定額基準

(1）割引率 2.5％

(2）期待運用収益率 2.4％

(3）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

(4）数理計算上の差異の処理年数 13年

(1）割引率 2.0％

(2）期待運用収益率 2.4％

(3）退職給付見込額の期間配分方法  期間定額基準

(4）数理計算上の差異の処理年数 13年
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⑤　税効果会計

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）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳 (1）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

繰延税金資産 （単位：千円）

親会社繰越欠損金 54,481

子会社繰越欠損金 6,940

貸倒引当金繰入超過額 244,216

賞与引当金超過額 5,322

退職給付引当金超過額 63,258

役員退職慰労引当金否認 43,792

会員権等評価損否認 24,029

投資有価証券評価損 24,415

その他 1,592

繰延税金資産小計 468,049

評価性引当額 △418,279

繰延税金資産合計 49,769

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △11,830

繰延税金負債合計 △11,830

繰延税金資産の純額 37,939

繰延税金資産 （単位：千円）

親会社繰越欠損金 90,390

貸倒引当金繰入超過額 319,272

賞与引当金超過額 7,231

退職給付引当金超過額 72,367

役員退職慰労引当金否認 49,455

会員権等評価損否認 5,425

投資有価証券評価損 24,415

その他 12,851

繰延税金資産小計 581,410

評価性引当額 581,410

繰延税金資産合計 －

  

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 66,711

土地評価益 20,252

繰延税金負債合計 86,963

繰延税金負債の純額 △86,963

　（注）　当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、

連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

　

 当連結会計年度

 （平成16年12月31日現在）

流動資産－繰延税金資産 3,903千円

固定資産－繰延税金資産 34,035千円

  

  

  

  

(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内訳

(2）当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失が計上さ

れているため、記載しておりません。

 

 （単位：％）

法定実効税率 41.7

（調整）  

交際費調整外項目 4.2

受取配当金 △1.0

評価性引当額 △11.3

源泉税利子割 0.4

住民税均等割 17.3

税率変更による期末繰延税金資産影

響額
△1.2

その他 △0.2

税効果会計適用後の法人税等の負担率 49.9
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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

　当社グループは、空調・防災関連機器の製造販売において単一事業を営んでおり、事業の種類別セグメント情

報については該当事項はありません。

ｂ．所在地別セグメント情報

在外連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

海外売上高がないため、該当事項はありません。

⑦　関連当事者との取引

前連結会計年度（自　平成16年１月１日　至　平成16年12月31日）

(1）親会社及び法人主要株主等

属性 会社等の名称 住所
出資金
（千円）

事業の内
容又は職
業

議決権等
の被所有
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
事業上
の関係

主要株主
㈲ニューコー

ポレーション

福岡県

糟屋郡
3,000

損害保険

代理業

直接

16.0
－

資金援

助
貸付金利息 6,849

長期貸付

金
683,029

受取利息 6,849

　（注）　取引条件ないし取引条件の決定方針

・資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

属性 氏名 住所
資本金又
は出資金
（千円）

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
事業上
の関係

役員及び

その近親

者

久野千恵子

（代表取締役

久野幸男の義

姉）

－ －

㈲ニュー

コーポ

レーショ

ン代表取

締役

(被所有)

直接　4.1
－ －

貸付の回収

貸付金利息

1,178

1,096

長期貸付

金
108,721

受取利息 1,096

　（注）　取引条件ないし取引条件の決定方針

・資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

㈲ニューコーポレーションとの取引については、(1）親会社及び法人主要株主等の項に記載しております。

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）

(1）親会社及び法人主要株主等

属性 会社等の名称 住所
出資金
（千円）

事業の内
容又は職
業

議決権等
の被所有
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
事業上
の関係

主要株主
㈲ニューコー

ポレーション

福岡県

糟屋郡
3,000

損害保険

代理業

直接

16.0
－

資金援

助
貸付金利息 6,830

長期貸付

金
683,029

受取利息 6,830

　（注）　取引条件ないし取引条件の決定方針

・資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
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(2）役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所
資本金又
は出資金
（千円）

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
事業上
の関係

役員及び

その近親

者

久野千恵子

（代表取締役

久野幸男の義

姉）

－ －

㈲ニュー

コーポ

レーショ

ン代表取

締役

(被所有)

直接  4.1
－ －

貸付の回収

貸付金利息

496

1,084

長期貸付

金
108,225

受取利息 1,084

　（注）　取引条件ないし取引条件の決定方針

・資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

㈲ニューコーポレーションとの取引については、（１）親会社及び法人主要株主等の項に記載しております。

(３）役員及び個人主要株主等

属性
会社等の名
称

住所
資本金又
は出資金
(千円)

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
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

役員の兼
任等
（人）

事業上の
関係

子会社
常熟快風空

調有限公司

中華人民共

和国
25,000

空調設備

機材の製

造販売

直接 80.0 － － 経費の立替 2,355  立替金 2,355
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成16年１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 621.60円

１株当たり当期純利益 5.67円

１株当たり純資産額 570.05円

１株当たり当期純利益 △53.97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。

　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。

　（注）　１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額（△）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１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）

当期純利益又は当期純損失（△）（千円） 35,289 △335,796

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普通株式に係

る当期純損失（△）（千円）
35,289 △335,796

期中平均株式数（株） 6,221,640 6,221,640

 

（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

１. 　　　　　　───────────　　　　　

　　　　　　

１.ビル設備部門及び住宅設備部門における部品の輸出入

と製品のアフターサービス並びにメンテナンス業務を

充実させるため新会社を設立致しました。 　　　　

　　　

（1）商号

 

株式会社協立エンジニアサービス 

（2）設立年月日 平成18年２月２日 

（3）本店所在地 福岡県福岡市博多区榎田２丁目１

番10号 

（4）代表者 久野幸男 

（5）資本の額

及び出資

比率 

 

10百万円

当社出資比率100％ 

（6）営業開始日 平成18年３月１日

（7）業務内容 空調設備機器及びそれらの部品の輸

出入、販売及び保守メンテナンス等 
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５．生産、受注及び販売の状況
(1）生産実績 （単位：千円）

製品区分の名称
前連結会計年度

（自　平成16年１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）

ビル用

ダンパー 2,196,900 2,149,484

吹出口 2,001,125 2,053,115

ファスユニット 780,018 527,240

ファンコイルユニット 184,031 100,547

小計 5,162,075 4,830,387

住宅用 24時間換気システム 316,855 576,229

合計 5,478,930 5,406,617

　（注）１．金額は、販売価格にて記載しております。

２．上記金額には消費税等は含まれておりません。

(2）商品仕入実績 （単位：千円）

製品区分の名称
前連結会計年度

（自　平成16年１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）

吹出口

（ガラリ・パンカー・その他）
1,636,161 1,740,613

合計 1,636,161 1,740,613

　（注）１．金額は、仕入価格にて記載しております。

２．上記金額には消費税等は含まれておりません。
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(3）受注状況

　当社グループは、すべて受注生産方式であり、見込生産は行っておりません。

①　受注高 （単位：千円）

製品区分の名称
前連結会計年度

（自　平成16年１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）

製品

ビル用

ダンパー 2,016,742 2,217,982

吹出口 2,320,345 1,812,795

ファスユニット 783,179 573,695

ファンコイルユニット 155,571 36,092

小計 5,275,839 4,640,566

住宅用 24時間換気システム 316,987 575,271

製品計 5,592,827 5,215,837

商品
吹出口

(ガラリ・パンカー・その他)
1,854,850 1,858,903

合計 7,447,678 7,074,741

　（注）１．金額は、販売価格にて記載しております。

２．上記金額には消費税等は含まれておりません。

②　受注残高 （単位：千円）

製品区分の名称
前連結会計年度

（自　平成16年１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）

製品

ビル用

ダンパー 738,427 798,986

吹出口 1,205,164 1,222,862

ファスユニット 1,426,568 1,457,860

ファンコイルユニット 192,014 122,490

小計 3,562,175 3,602,199

住宅用 24時間換気システム － －

製品計 3,562,175 3,602,199

商品
吹出口

(ガラリ・パンカー・その他)
81,291 124,599

合計 3,643,467 3,726,799

　（注）１．金額は、販売価格にて記載しております。

２．上記金額には消費税等は含まれておりません。
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(4）販売実績 （単位：千円）

製品区分の名称
前連結会計年度

（自　平成16年１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）

製品

ビル用

ダンパー 1,809,333 2,155,675

吹出口 1,732,496 1,984,171

ファスユニット 666,561 527,127

ファンコイルユニット 172,772 100,466

小計 4,381,164 4,767,440

住宅用 24時間換気システム 281,258 575,271

製品計 4,662,422 5,342,712

商品
吹出口

(ガラリ・パンカー・その他)
1,847,284 1,363,222

合計 6,509,707 6,705,934

　（注）１．金額は、販売価格にて記載しております。

２．上記金額には消費税等は含まれておりません。
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