
（財）財務会計基準機構会員

平成 18年 3月期 個別財務諸表の概要    平成 18年 4月 26日

上   場   会   社   名       株式会社　有沢製作所 上場取引所 東証市場第１部

コード番号       5208 本社所在都道府県　新潟県

（ＵＲＬ　http://www.arisawa.co.jp/ ）

代　　　表　　　者　　役職名 代表取締役社長 氏名　有沢　三治

問合せ先責任者　　役職名 取締役常務執行役員

　　　　　　　       　　氏　 名 飯塚　哲朗 TEL (025) 524 - 7101
決算取締役会開催日　　平成 18年 4月 26日 中間配当制度の有無　　有
定時株主総会開催日　　平成 18年 6月 29日 単元株制度採用の有無　有(１単元　100 株)

１. 平成18年 3月期の業績（平成 17年 4月 1日 ～ 平成 18年 3月 31日）
(1)経営成績 （注）百万円未満切捨て表示

　　　　　売　　上　　高 　　　　  営　業　利　益 　　　　経　常　利　益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年  3月期 41,696 △ 23.0 2,982 △ 67.1 3,676 △ 61.9
17年  3月期 54,149 19.6 9,072 30.0 9,658 33.2

         　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 ％ ％ ％

18年  3月期 2,419 △ 59.7 67.31 67.17 7.1 7.6 8.8
17年  3月期 6,003 40.6 182.11 180.70 18.6 19.8 17.8

(注)①期中平均株式数 18年 3月期    35,946,424 株　　　17年 3月期    32,967,858 株
     ②会計処理の方法の変更　　　 無
     ③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

(2)配当状況
         １株当たり年間配当金 配当金総額 配当性向 株主資本

中間 期末 (年間) 配当率
円　銭 円　銭 円　銭 百万円 ％ ％

18年  3月期 33.00 0.00 33.00 1,170 48.4 3.5
17年  3月期 59.00 0.00 59.00 1,952 32.5 5.6

(3)財政状態
      　　　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

18年  3月期 45,884 33,370 72.7 940.76
17年  3月期 50,937 34,796 68.3 1,051.65
(注)①期末発行済株式数　18年 3月期   35,472,132 株   　17年 3月期   33,087,776 株

 　 ②期末自己株式数　　18年 3月期    1,053,997 株     17年 3月期       37,705 株

２. 平成19年 3月期の業績予想（ 平成 18年 4月 1日  ～  平成 19年 3月 31日 ）
売 上 高 経常利益 当期純利益 　　　　１株当たり年間配当金

中間 期末
百万円 百万円 百万円 円　銭 円　銭 円　銭

中間期 22,500 2,330 1,580 － －
通　　期 47,000 4,380 2,810 － 34.00 34.00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）   79 円 22 銭

※上記の予想は発表日現在において入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって異なる結果と
　 なる可能性があります。

 33



 34

個別財務諸表等 

(1)貸借対照表 

  
前事業年度 

（平成17年３月31日） 

当事業年度 

（平成18年３月31日） 
対前年比 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比 

（％） 
金額（千円） 

構成比 

（％） 

増減 

（千円） 

（資産の部）         

Ⅰ 流動資産         

１ 現金及び預金   7,504,157   5,449,609   

２ 受取手形 ※４  1,257,926   1,509,606   

３ 売掛金 ※４  10,123,250   7,728,694   

４ 製品及び商品   11,790   13,621   

５ 半製品   2,582,362   2,409,512   

６ 原材料   1,593,680   1,999,584   

７ 仕掛品   1,797,419   2,128,788   

８ 貯蔵品   16,165   26,590   

９ 前払費用   199,400   567,591   

10 繰延税金資産   470,895   182,192   

11 関係会社貸付金   972,966   －   

12 短期貸付金   －   483,595   

13 未収入金 ※５  129,726   133,733   

14 その他   84,514   31,072   

貸倒引当金   △13,011   △49,346   

流動資産合計   26,731,244 52.5  22,614,846 49.3 △4,116,398 

Ⅱ 固定資産         

１ 有形固定資産         

(1）建物 ※１ 12,085,436   12,707,786    

減価償却累計額  5,481,514 6,603,922  5,971,715 6,736,070   

(2）構築物 ※１ 928,719   1,049,687    

減価償却累計額  575,546 353,172  632,138 417,549   

(3）機械装置 ※１ 19,716,925   20,278,196    

減価償却累計額  12,738,032 6,978,893  13,610,709 6,667,486   

(4）車両運搬具  148,112   154,287    

減価償却累計額  104,889 43,223  117,243 37,044   

(5）工具器具及び備品 ※１ 1,249,103   1,327,968    

減価償却累計額  1,027,602 221,501  1,088,361 239,606   

(6）土地 ※１  1,390,662   1,389,464   

(7）建設仮勘定   2,038,513   758,743   

有形固定資産合計   17,629,888 34.6  16,245,964 35.4 △1,383,923 
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前事業年度 

（平成17年３月31日） 

当事業年度 

（平成18年３月31日） 
対前年比 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比 

（％） 
金額（千円） 

構成比 

（％） 

増減 

（千円） 

２ 無形固定資産         

(1）電話加入権   9,283   9,283   

(2）施設利用権   1,238   743   

(3）特許実施権   106,384   79,058   

(4）ソフトウェア   2,517   3,307   

(5）その他   641   191   

無形固定資産合計   120,065 0.2  92,583 0.2 △27,481 

３ 投資その他の資産         

(1）投資有価証券   2,509,382   3,098,885   

(2）関係会社株式   2,982,904   3,219,463   

(3）出資金   204   189   

(4）関係会社出資金   16,290   2,190   

(5）長期貸付金   268,444   293,641   

(6）従業員長期貸付金   5,006   2,600   

(7）関係会社長期貸付金   445,320   260,000   

(8）長期前払費用   120,165   107,504   

(9）投資不動産   5,154   747   

(10）その他   116,828   115,037   

貸倒引当金   △13,137   △168,716   

投資その他の資産合計   6,456,564 12.7  6,931,542 15.1 474,978 

固定資産合計   24,206,517 47.5  23,270,091 50.7 △936,426 

資産合計   50,937,762 100.0  45,884,937 100.0 △5,052,825 
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前事業年度 

（平成17年３月31日） 

当事業年度 

（平成18年３月31日） 
対前年比 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比 

（％） 
金額（千円） 

構成比 

（％） 

増減 

（千円） 

（負債の部）         

Ⅰ 流動負債         

１ 支払手形 ※４  5,169,589   5,271,614   

２ 買掛金 ※４  5,296,351   4,127,286   

３ 短期借入金 
※１ 
※７ 

 190,000   190,000   

４ 未払金 ※５  1,006,867   574,867   

５ 未払費用   213,424   112,013   

６ 未払法人税等   1,666,107   662,472   

７ 預り金   43,840   51,655   

８ 賞与引当金   893,657   618,181   

９ 設備関係支払手形   1,175,249   433,223   

10 その他   32,225   29,258   

流動負債合計   15,687,314 30.8  12,070,573 26.3 △3,616,740 

Ⅱ 固定負債         

１ 繰延税金負債   205,056   344,905   

２ その他   248,597   98,561   

固定負債合計   453,653 0.9  443,466 1.0 △10,187 

負債合計   16,140,968 31.7  12,514,040 27.3 △3,626,928 
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前事業年度 

（平成17年３月31日） 

当事業年度 

（平成18年３月31日） 
増減 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比 

（％） 
金額（千円） 

構成比 

（％） 

増減 

（千円） 

（資本の部）         

Ⅰ 資本金 ※２  7,023,219 13.8  7,101,486 15.5 78,267 

Ⅱ 資本剰余金         

１ 資本準備金  6,135,250   6,213,517    

資本剰余金合計   6,135,250 12.0  6,213,517 13.5 78,267 

Ⅲ 利益剰余金         

１ 利益準備金  748,262   748,262    

２ 任意積立金         

(1）配当準備金  171,600   171,600    

(2）固定資産圧縮積立金  1,703   4,608    

(3）固定資産圧縮特別勘定
積立金 

 －   41,166    

(4）特別償却準備金  6,340   4,415    

(5）別途積立金  12,530,000   16,130,000    

３ 当期未処分利益  7,687,331   4,326,507    

利益剰余金合計   21,145,237 41.5  21,426,561 46.7 281,323 

Ⅳ その他有価証券評価差額金   615,343 1.2  1,073,469 2.3 458,126 

Ⅴ 自己株式 ※３  △122,255 △0.2  △2,444,136 △5.3 △2,321,881 

資本合計   34,796,794 68.3  33,370,897 72.7 △1,425,896 

負債・資本合計   50,937,762 100.0  45,884,937 100.0 △5,052,825 
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(2)損益計算書 

  

前事業年度 

  （自 平成16年４月１日 

   至 平成17年３月31日） 

当事業年度 

  （自 平成17年４月１日 

   至 平成18年３月31日） 

対前年比 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

百分比 

（％） 
金額（千円） 

百分比 

（％） 

増減 

（千円） 

Ⅰ 売上高         

１ 製品及び商品売上高 ※１  54,149,104 100.0  41,696,008 100.0 △12,453,096 

Ⅱ 売上原価         

１ 製品及び商品期首たな卸
高 

 1,796,749   2,594,152    

２ 当期商品仕入高  3,002,878   4,422,422    

３ 当期製品製造原価 ※４ 39,079,519   30,859,144    

合計  43,879,147   37,875,719    

４ 他勘定振替高 ※２ △38,911   △30,493    

５ 製品及び商品期末たな卸
高 

 2,594,152 41,246,082 76.2 2,423,134 35,422,091 84.9 △5,823,991 

売上総利益   12,903,021 23.8  6,273,916 15.1 △6,629,104 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※４        

１ 運賃梱包費  1,282,150   1,065,862    

２ 貸倒引当金繰入額  －   27,353    

３ 役員報酬  296,688   337,812    

４ 給料手当  433,811   538,523    

５ 賞与  465,940   －    

６ 賞与引当金繰入額  185,255   95,138    

７ 役員退職慰労引当金繰入
額 

 3,320   －    

８ 退職給付引当金繰入額  52,616   51,991    

９ 減価償却費  138,802   128,992    

10 その他の費用  972,186 3,830,771 7.1 1,045,468 3,291,141 7.9 △539,630 

営業利益   9,072,250 16.7  2,982,775 7.2 △6,089,474 

Ⅳ 営業外収益         

１ 受取利息  37,267   38,567    

２ 受取配当金 ※３ 310,593   466,554    

３ 賃貸料 ※３ 362,046   364,493    

４ その他  189,024 898,931 1.7 350,660 1,220,275 2.9 321,344 

Ⅴ 営業外費用         

１ 支払利息  1,739   1,077    

２ 賃貸費用 ※３ 235,665   238,366    

３ 貸倒引当金繰入損  －   178,203    

４ 不良補償金  －   53,246    

５ その他  74,989 312,393 0.6 55,185 526,079 1.3 213,685 

経常利益   9,658,787 17.8  3,676,972 8.8 △5,981,815 
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前事業年度 

  （自 平成16年４月１日 

   至 平成17年３月31日） 

当事業年度 

  （自 平成17年４月１日 

   至 平成18年３月31日） 

対前年比 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

百分比 

（％） 
金額（千円） 

百分比 

（％） 

増減 

（千円） 

Ⅵ 特別利益         

１ 固定資産売却益 ※５ 67,251   461    

２ 投資有価証券売却益  40,708   572,864    

３ 固定資産税還付金  33,969   －    

４ 役員退職慰労金戻入益  － 141,929 0.3 127,034 700,360 1.7 558,431 

Ⅶ 特別損失         

１ 固定資産売却損 ※６ －   370    

２ 固定資産除却損 ※７ 3,721   336,703    

３ 減損損失 ※８ －   5,604    

４ 子会社整理損失  －   98,700    

５ ゴルフ会員権償却損  10,310   －    

６ 投資有価証券売却損  －   201,773    

７ 投資有価証券等評価損  －   154,164    

８ その他  1,433 15,465 0.0 9,970 807,286 1.9 791,821 

税引前当期純利益   9,785,252 18.1  3,570,046 8.6 △6,215,205 

法人税、住民税及び事業
税 

 3,233,000   1,033,000    

法人税等調整額  548,549 3,781,549 7.0 117,494 1,150,494 2.8 △2,631,055 

当期純利益   6,003,702 11.1  2,419,552 5.8 △3,584,150 

前期繰越利益   1,683,628   2,093,005  409,376 

合併による未処理損失引
継額 

  －   △186,049  △186,049 

当期未処分利益   7,687,331   4,326,507  △3,360,823 
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(3)製造原価明細書 

  

前事業年度 

  （自 平成16年４月１日 

   至 平成17年３月31日） 

当事業年度 

  （自 平成17年４月１日 

   至 平成18年３月31日） 

対前年比 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

百分比 

（％） 
金額（千円） 

百分比 

（％） 

増減 

（千円） 

Ⅰ 原材料費   26,246,491 66.4  20,386,348 65.4 △5,860,143 

Ⅱ 労務費   5,906,083 15.0  4,097,724 13.1 △1,808,358 

Ⅲ 経費   7,352,145 18.6  6,706,441 21.5 △645,704 

（内 外注加工費）  (2,109,429)   (1,329,428)    

（〃 減価償却費）  (2,227,043)   (2,381,660)    

（〃 その他）  (3,015,672)   (2,995,352)    

当期総製造費用   39,504,721 100.0  31,190,514 100.0 △8,314,207 

期首仕掛品たな卸高   1,372,217   1,797,419  425,201 

合計   40,876,938   32,987,933  △7,889,005 

期末仕掛品たな卸高   1,797,419   2,128,788  331,369 

当期製品製造原価   39,079,519   30,859,144  △8,220,374 

 原価計算方法は、原材料費については予定単価により、加工費については前年実績を修正した単位当たりの配賦率による

製品別単純総合原価計算である。実際原価との差額は期末において、期中払出製品と期末製品、半製品及び仕掛品残高とに

按分調整している。 

 

 

(4)利益処分案 

  
前事業年度 

（平成17年３月期） 

当事業年度 

（平成18年３月期） 
対前年比 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 増減（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益   7,687,331  4,326,507 △3,360,823 

Ⅱ 任意積立金取崩額       

１ 固定資産圧縮積立金取崩額  17  7,479   

２ 固定資産圧縮特別勘定積立金取崩
額  －  41,166   

３ 特別償却準備金取崩額  1,925 1,943 1,925 50,571 48,628 

合計   7,689,274  4,377,079 △3,312,195 

Ⅲ 利益処分額       

１ 配当金 ※１ 1,952,178  1,170,580   

２ 任意積立金       

(1）固定資産圧縮積立金  2,923  62,859   

(2）固定資産圧縮特別勘定積立金  41,166  －   

(3）別途積立金  3,600,000 5,596,269 2,000,000 3,233,439 △2,362,829 

Ⅳ 次期繰越利益   2,093,005  1,143,639 △949,365 

       
 （注） ※１ １株当たり配当額は、前事業年度59円、当事業年度33円である。 
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重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(1）子会社株式及び関連会社株式 (1）子会社株式及び関連会社株式 １．有価証券の評価基準及び

評価方法  総平均法による原価法 同左 

 (2）その他有価証券 (2）その他有価証券 

 時価のあるもの 時価のあるもの 

  決算日の市場価格等に基づく時価

法 

 （評価差額は全部資本直入法によ

り処理し、売却原価は総平均法によ

り算定している。） 

同左 

 時価のないもの 時価のないもの 

  総平均法による原価法 同左 

デリバティブ デリバティブ ２．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法  時価法 同左 

製品・商品・半製品・仕掛品 製品・商品・半製品・仕掛品 ３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法  先入先出法による原価法 同左 

 原材料・貯蔵品 原材料・貯蔵品 

  総平均法による原価法 同左 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 ４．固定資産の減価償却の方

法 定率法 

 平成10年４月１日以降に取得した建

物（建物附属設備を除く。）について

は、定額法を採用している。 

 なお、主な耐用年数は次のとおりで

ある。 

建物     15年～31年 

機械装置   ８年～９年 

同左 

 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

 定額法 

 ただし、自社利用のソフトウエアに

ついては社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法によってい

る。 

同左 

５．繰延資産の処理方法  新株発行費は支出時に全額費用として

処理している。 

同左 

６．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (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、貸倒懸念債権など特定の債権に

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いる。 

同左 

 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 

  従業員の賞与金の支払に備えるた

め、賞与支給見込額の当期負担額を計

上している。 

同左 
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項目 
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 (3）退職給付引当金 (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い

る。 

 数理計算上の差異は、各事業年度の

発生時の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（５年）による定額法

により按分した額を、それぞれ発生の

翌事業年度から費用処理することとし

ている。 

 なお、当事業年度末における年金資

産が、退職給付債務を上回るため

166,659千円を前払年金費用として計

上している。 

 従業員の退職給付に備えるため、当

事業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い

る。 

 数理計算上の差異は、各事業年度の

発生時の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（５年）による定額法

により按分した額を、それぞれ発生の

翌事業年度から費用処理することとし

ている。 

 なお、当事業年度末における年金資

産が、退職給付債務を上回るため

459,865千円を前払年金費用として計

上している。 

（会計方針の変更） 

当事業年度より「「退職給付に係る会

計基準」の一部改正」（企業会計基準

第３号 平成17年３月16日）及び

「「退職給付に係る会計基準」の一部

改正に関する適用指針」（企業会計基

準適用指針第７号 平成17年３月16

日）を適用している。これにより営業

利益、経常利益及び税引前当期純利益

は１,438千円増加している。 

 (4）役員退職慰労引当金 (4）    ────── 

  役員の退職による役員退職慰労金の

支出に備えるため、内規に基づく要支

給額を引当計上していたが、第56回定

時株主総会の決議により平成16年６月

をもって役員退職慰労金制度を廃止し

た。 

 なお、平成16年６月までの在任期間

にかかる役員退職慰労金については、

それぞれの役員の退任時に支給するこ

ととし、固定負債の「その他」に含め

て表示している。 

 

７．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物

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いる。 

同左 

８．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

いる。 

同左 
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項目 
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(1）消費税等の会計処理 (1）消費税等の会計処理 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は税抜方式を採

用している。 

同左 

 

会計処理方法の変更 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

────── （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当事業年度より、固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意

見書」（企業会計審議会 平成14年８月９日））及び

「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第６号 平成15年10月31日）を適用

している。これにより税引前当期純利益は5,604千円

減少している。 

 なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸

表等規則に基づき各資産の金額から直接控除してい

る。 

 

表示方法の変更 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（損益計算書） （貸借対照表） 

１．前期まで区分掲記していた営業外費用の「不良補償

金」（当事業年度は25,954千円）は、営業外費用の

合計額の100分の10以下となったため、営業外費用

の「その他」に含めて表示している。 

１．前期まで区分掲記していた関係会社貸付金（当事業

年度は289,770千円）は、資産の総額の100分の１以

下となったため、「短期貸付金」に含めて表示して

いる。 

２．前期まで区分掲記していた特別損失の「投資有価証

券評価損」（当事業年度は1,123千円）は、特別損

失の合計額の100分の10以下となったため、特別損

失の「その他」に含めて表示している。 

２．前期まで流動資産の「その他」に含めて表示してい

た「短期貸付金」（前事業年度62,956千円）は、資

産の総額の100分の１を超えたため区分掲記してい

る。 

 （損益計算書） 

 １．前期まで区分掲記していた販売費及び一般管理費の

「賞与」（当事業年度は106,466千円）は、販売費

及び一般管理費の合計額の100分の５以下となった

ため、販売費及び一般管理費の「給料手当」に含め

て表示している。 

 ２．前期まで営業外費用の「その他」に含めて表示して

いた「不良補償金」（前事業年度25,954千円）は、

営業外費用の総額の100分の10を超えたため区分掲

記している。 

 ３．前期まで特別損失の「その他」に含めて表示してい

た「投資有価証券評価損」（前事業年度1,123千

円）は、特別損失の総額の100分の10を超えたため

区分掲記している。 
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成17年３月31日） 

当事業年度 
（平成18年３月31日） 

※１ 担保に供している資産並びに担保付債務は次のと

おりである。 

※１ 担保に供している資産並びに担保付債務は次のと

おりである。 

担保提供資産 担保提供資産 
  
建物 2,675,690千円 (2,675,690千円) 

構築物 68,296 (  68,296  ) 

機械装置 1,606,529 (1,606,529  ) 

工具器具及び備
品 39,386 (  39,386  ) 

土地 258,342 ( 191,025  ) 

合計 4,648,245 (4,580,928  ) 
  

  
建物 4,325,230千円 (4,325,230千円) 

構築物 121,142 ( 121,142  ) 

機械装置 3,828,422 (3,828,422  ) 

工具器具及び備
品 67,948 (  67,948  ) 

土地 258,342 ( 191,025  ) 

合計 8,601,087 (8,533,770  ) 
  

担保付債務 担保付債務 
  
短期借入金 150,000千円 ( 150,000千円) 

  

  
短期借入金 150,000千円 ( 150,000千円) 

  
上記の内（ ）内書は工場財団抵当並びに当該債

務を示している。 

上記の内（ ）内書は工場財団抵当並びに当該債

務を示している。 

※２ 授権株式数及び発行済株式総数 ※２ 授権株式数及び発行済株式総数 
  

授権株式数   普通株式 57,000,000株 

 平成17年６月29日開催の定時株主総会において

定款の一部を変更し、「当会社の発行する株式の

総数は13,000万株とする。ただし、株式の消去が

行われた場合には、これに相当する株式数を減ず

る。」旨を定めている。 

発行済株式総数 普通株式 33,125,481株 
  

  
授権株式数   普通株式 130,000,000株 

発行済株式総数 普通株式 36,526,129株 
  

※３ 自己株式 ※３ 自己株式 

当社が保有する自己株式の数 当社が保有する自己株式の数 

普通株式 37,705株 
 

普通株式 1,053,997株 
 

※４ 関係会社に対する資産及び負債 ※４ 関係会社に対する資産及び負債 
  

受取手形 297,782千円 

売掛金 84,943 

支払手形 339,710 

買掛金 276,327 
  

  
受取手形 245,542千円 

売掛金 110,615 

支払手形 1,029,287 

買掛金 468,756 
  

※５ 未払消費税等は流動負債の「未払金」に含めて表

示している。 

※５ 未収消費税等は流動資産の「未収入金」に含めて

表示している。 

 ６ 保証債務  ６ 保証債務 

(1）関係会社の金融機関からの借入金に対する保証

債務 

(1）関係会社の金融機関からの借入金に対する保証

債務 
  
㈱イーグル 10,000千円 

計 10,000 
  

  
㈱イーグル 4,000千円 

計 4,000 
  

(2）関係会社の取引先からの仕入債務に対する保証

債務 

(2）関係会社の取引先からの仕入債務に対する保証

債務 
  
㈱有沢建販 4,882千円 

  

  
㈱有沢建販 4,286千円 
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前事業年度 
（平成17年３月31日） 

当事業年度 
（平成18年３月31日） 

※７ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行３行と当座貸越契約及び１行と貸出コミット

メント契約を締結している。これら契約に基づく

当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであ

る。 

※７ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行３行と当座貸越契約及を締結している。これ

ら契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は

次のとおりである。 

  
当座貸越極度額及び貸出コ
ミットメントの総額 2,750,000千円 

借入実行残高 190,000 

差引額 2,560,000 
  

  
当座貸越極度額 2,050,000千円 

借入実行残高 190,000 

差引額 1,860,000 
  

 ８ 配当制限  ８ 配当制限 

商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時

価を付したことにより増加した純資産額は

615,343千円である。 

商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時

価を付したことにより増加した純資産額は

1,073,469千円である。 

 

当期中の発行済株式数の増加 

 発行年月日 発行形態 
発行株式数 
（株） 

発行価格 
（千円） 

資本組入額 
（千円） 

前事業年度 平成16年５月20日 株式分割（１：1.1） 2,990,316 － － 

 
平成16年４月１日～ 

平成17年３月31日 

新株予約権の行使 

（ストックオプション） 
232,000 441,123 220,582 

当事業年度 平成17年５月20日 株式分割（１：1.1） 3,312,548 － － 

 
平成17年４月１日～ 

平成18年３月31日 

新株予約権の行使 

（ストックオプション） 
88,100 156,534 78,267 

 

（損益計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１ 売上高の製品商品の区分は困難なので一括計上し

た。 

※１          同左 

※２ 他勘定振替高の内訳は次のとおりである。 ※２ 他勘定振替高の内訳は次のとおりである。 
  

自家製品を製造経費その他へ
振替 △38,911千円 
  

  
自家製品を製造経費その他へ
振替 △30,493千円 
  

※３ 関係会社との取引 ※３ 関係会社との取引 

主要な項目及び金額 主要な項目及び金額 
  
関係会社賃貸料 331,497千円 

関係会社よりの受取配当金 269,823千円 

関係会社賃貸費用 225,944千円 
  

  
関係会社賃貸料 342,070千円 

関係会社よりの受取配当金 415,506千円 

関係会社賃貸費用 229,446千円 
  

※４ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費 

※４ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費 

3,069,337千円 2,695,530千円 

※５ 固定資産売却益は土地67,251千円である。 ※５ 固定資産売却益の内訳は次のとおりである。 
   

機械装置 264千円 

工具器具及び備品 197 

    計 461 
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前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※６        ────── ※６ 固定資産売却損は機械装置370千円である。 

※７ 固定資産除却損の内訳は次のとおりである。 ※７ 固定資産除却損の内訳は次のとおりである。 
  
工具器具及び備品 1,313千円 

機械装置 1,141 

設備撤去費用 1,091 

その他 175 

    計 3,721 
  

  
機械装置 292,919千円 

建物 27,541 

設備撤去費用 9,328 

工具器具及び備品 6,404 

車両運搬具 509 

    計 336,703 
  

 ※８ 減損損失 

  当事業年度において、当社は以下の資産グループ

について減損損失を計上している。 

場所 用途 種類 

新潟県妙高市 遊休資産 土地 

岐阜県加茂郡七宗町 遊休資産 投資不動産 

岐阜県加茂郡白川町 遊休資産 投資不動産 

 当社は事業の種類別セグメントを基礎とし、賃貸

用資産及び遊休資産等については個々の資産ごとに

グルーピングしている。 

 当事業年度において、このうち、市場価額が著し

く下落した遊休資産等について帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、当該減少額を減損損失（5,604千

円）として特別損失に計上している。 

その内訳は、土地1,197千円及び投資不動産4,407千

円である。 

 なお、当該資産の回収可能価額は正味売却価額に

より測定しており、固定資産税評価額に基づき評価

している。 

 

 

 

① リース取引 

ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略している。 

 

 

② 有価証券 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

前事業年度 
（平成17年３月31日） 

当事業年度 
（平成18年３月31日） 

 
貸借対照表計
上額（千円） 

時価 
（千円） 

差額 
（千円） 

貸借対照表計
上額（千円） 

時価 
（千円） 

差額 
（千円） 

関連会社株式 1,308,954 2,325,623 1,016,668 2,491,013 41,085,079 38,594,065 
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③ 税効果会計 

前事業年度 
（平成17年３月31日） 

当事業年度 
（平成18年３月31日） 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 
 
 （千円） 

繰延税金資産（流動）  

賞与引当金繰入額否認額 361,395 

未払事業税否認額 120,164 

その他 65,698 

合計 547,257 

繰延税金負債（流動）  

前払年金費用 △74,911 

特別償却準備金 △1,307 

その他 △142 

合計 △76,361 

繰延税金資産（流動）の純額 470,895 

  

繰延税金資産（固定）  

投資有価証券評価損否認額 160,340 

役員退職慰労引当金繰入否認額 56,671 

その他 28,353 

合計 245,365 

繰延税金負債（固定）  

その他有価証券評価差額金 △417,805 

固定資産圧縮特別勘定積立金 △27,951 

その他 △4,665 

合計 △450,421 

繰延税金負債（固定）の純額 △205,056 

  
  

 
 （千円） 

繰延税金資産（流動）  

賞与引当金繰入額否認額 249,992 

未払事業税否認額 63,216 

未払費用否認額 34,197 

その他 35,222 

合計 382,629 

繰延税金負債（流動）  

前払年金費用 △193,325 

固定資産圧縮積立金 △5,804 

特別償却準備金 △1,307 

合計 △200,436 

繰延税金資産（流動）の純額 182,192 

  

繰延税金資産（固定）  

投資有価証券評価損否認額 227,824 

固定資産除却損否認額 82,191 

貸倒引当金繰入限度超過額 66,763 

その他 42,489 

合計 419,269 

繰延税金負債（固定）  

その他有価証券評価差額金 △728,863 

固定資産圧縮特別勘定積立金 △34,927 

その他 △383 

合計 △764,174 

繰延税金負債（固定）の純額 △344,905 

  
  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目の内訳 

  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であ

るため注記を省略している。 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目の内訳 

法定実効税率 40.44％ 

（調整）  

受取配当金等永久に益金に算入さ

れない項目 
△3.37％ 

税務上繰越欠損金の利用 △2.07％ 

その他 △2.77％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担
率 

32.23％ 
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（１株当たり情報） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 
１株当たり純資産額 1,051.65円

１株当たり当期純利益 182.10円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 180.69円
  

 
１株当たり純資産額 940.76円

１株当たり当期純利益 67.31円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 67.16円
  

 当事業年度において株式の分割を行っており、前事業

年度の開始の日に当該株式分割が行われたと仮定した場

合における、前事業年度の１株当たり情報についてはそ

れぞれ次のとおりである。 

 当事業年度において株式の分割を行っており、前事業

年度の開始の日に当該株式分割が行われたと仮定した場

合における、前事業年度の１株当たり情報についてはそ

れぞれ次のとおりである。 
 
１株当たり純資産額 901.67円

１株当たり当期純利益 130.60円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 129.65円
 

 
１株当たり純資産額 956.04円

１株当たり当期純利益 165.49円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 164.33円
 

 （注） １株当たり当期純利益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

おりである。 

 
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 6,003,702 2,419,552 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

（うち利益処分による役員賞与） (－) (－) 

普通株式に係る当期純利益（千円） 6,003,702 2,419,552 

期中平均株式数（株） 32,967,858 35,946,424 

   

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） 257,598 77,228 

（うち新株予約権） (257,598) (77,228) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めな

かった潜在株式の概要 

商法280条ノ20及び第280条ノ21の

規定に基づく新株予約権１種類

（233,300株） 

 

商法280条ノ20及び第280条ノ21の

規定に基づく新株予約権１種類

（628,600株） 
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（重要な後発事象） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 平成17年２月17日開催の取締役会決議に基づき、次の

ように株式の分割による新株式を発行している。 

１．平成17年５月20日付をもって１株につき1.1株に分

割する。 

(1）分割により増加する株式数 

普通株式  3,312,548株 

(2）分割方法 

 平成17年３月31日最終の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する。 

２．配当起算日   平成17年４月１日 

 当該株式分割及び当事業年度に行った株式分割が共

に前期首に行われたと仮定した場合の前事業年度にお

ける１株当たり情報 
 
１株当たり純資産額 819.12円

１株当たり当期純利益 118.58円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 117.80円
  
 当該株式分割が当期首に行われたと仮定した場合の

当事業年度における１株当たり情報 
 
１株当たり純資産額 956.04円

１株当たり当期純利益 165.49円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 164.33円
  

 ㈲ケイ・スキーガレージの解散 

平成18年１月26日開催の当社取締役会において、非

連結子会社である㈲ケイ・スキーガレージを解散する

ことを決議した。 

なお、解散会社の概要は「連結財務諸表」の「重

要な後発事象」に記載している。 

 

１株当たり指標遡及修正値 

決算短信に記載されている１株当たり指標を平成18年３月期の数値を100として、これまでに実施した株式分割

等に伴う希薄化を修正・調整した数値に表示すると以下のとおりとなる。 

平成17年３月期 平成18年３月期 
 

中間 期末 中間 期末 

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 

１株当たり当期純利益 94.89 165.49 38.80 67.31 

１株当たり配当金 － 53.63 － 33.00 

１株当たり株主資本 876.61 956.04 927.37 940.76 

 （注） 平成18年３月期に株式分割を実施 

効力発生日 平成17年５月20日に１：1.1の株式分割 

 

 

役員の異動 

記載が可能になり次第「決算発表資料の追加（役員の異動）」として開示いたします。 

なお、追加開示の時期は平成18年５月25日を予定しております。 


