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平成 18 年 3 月期   決算短信（非連結）       

平成18年５月10日 
会 社 名 株式会社かわでん            上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ 
コ ー ド 番 号 ６６４８                本社所在都道府県 山形県 
（ＵＲＬ http://www.kawaden.co.jp） 
代  表  者 役  職  名 代表取締役社長 
        氏    名 西谷 賢 
問い合わせ先  責任者役職名 常務執行役員経営管理本部長 
        氏    名 光藤 淳一       ＴＥＬ（０３）５７１４－４３０１ 
決算取締役会開催日  平成18年５月10日           中間配当制度の有無  有 
配当支払開始予定日  平成18年６月30日           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 無 
 
１．18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                                    （百万円未満切捨） 

 売上高 営業利益 経常利益 
 
18年３月期 
17年３月期 

百万円   ％ 
13,297   （ 3.8） 
12,805   （ 9.4） 

百万円   ％ 
714   （△22.5） 
922   （  0.5） 

百万円   ％ 
682   （△20.8） 
861   （ △3.6） 

 

 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 

 
18年３月期 
17年３月期 

百万円   ％ 
948   （ 12.2） 
845   （ 17.8） 

円  銭 
22,778  27 
21,655  84 

円  銭 
22,317  29 
20,770  77 

％ 
13.4 
12.4 

％ 
6.4 
8.7 

％ 
5.1 
6.7 

(注)①持分法投資損益      18年３月期      －百万円   17年３月期      －百万円 
②期中平均株式数      18年３月期    40,812株     17年３月期  38,065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 

 (2) 配当状況 
１株当たり年間配当金  

 中 間 期 末 
配当金総額 
(年 間) 

配当性向 株主資本 
配 当 率 

 
18年３月期 
17年３月期 

円  銭 
5,000  00 
5,000  00 

円  銭 
0  00 
0  00 

円  銭 
5,000  00 
5,000  00 

百万円 
167 
207 

％ 
22.0 
23.1 

％ 
2.5 
2.8 

(注)17年３月期期末配当金の内訳 普通配当 3,000円00銭  上場記念配当 2,000円00銭 

 (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 
 

18年３月期 
17年３月期 

百万円 
10,808 
10,475 

百万円 
6,623 
7,518 

％ 
61.3 
71.8 

円   銭 
197,705   81 
180,843   19 

(注)①期末発行済株式数   18年３月期    41,905株   17年３月期    41,460株 
②期末自己株式数    18年３月期     8,501株   17年３月期      －株 

 (4) キャッシュ･フローの状況 

 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 

 
18年３月期 
17年３月期 

百万円 
603 
186 

百万円 
△538 
△119 

百万円 
△975 
376 

百万円 
975 

1,886 
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２．19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） 
１株当たり年間配当金  売上高 経常利益 当期純利益 

中間 期末  
 

中間期 
通 期 

百万円 
6,500 
13,000 

百万円 
350 
700 

百万円 
250 
500 

円 銭 
2,500  00 
――― 

円 銭 
――― 

2,500  00 

円 銭 
――― 

5,000  00 
（参考）１株当たり予想当期純利益(通期)      14,968円27銭 

（注）１株当たり予想当期純利益（通期）は、期末発行済株式から自己株式を控除した株数により算出してお
ります。 

 
 
 
 

上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現

在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 
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添付資料 
 
１．企業集団の状況 

 当社は、子会社を有しておらず、連結財務諸表を作成しておりません。また、当社には親会社等もありませんの
で、企業集団の状況に記載すべき事項はありません。 
 

２．経営方針 
（１）会社の経営の基本方針 
 当社は、「電気に生きる－電気と共に発展する社会と共生し、人々の暮らしに貢献する」という創業の経営理
念を基に配電制御設備の製作一筋に歩み続け、業界トップクラスの専業メーカーとしてわが国産業界の発展に寄

与して参りました。得意先各社様より寄せられております高い信頼は、当社が「品質と納期」を至上命題として、
長い歴史の中で積み重ねてまいりました企業努力の結果であります。現在、創業の経営理念に付け加えて『顧客
満足度120％達成』を経営目標とし、お客様のご要望にお応えするべく、設計部、営業所をエリア毎に統括する支
社を全国に7箇所配置し、フレキシブルで迅速な対応を行うことを心がけております。特に営業、設計、板金、塗

装、組立、メンテナンスサービスと一貫したサービスをきめ細やかにご提供することが出来る万全の体制で取組
んでおり「製品とサービスの融合」によって『 盤業界のオンリーワン【唯一の存在】 』を目指し積極的に取
組んでいきたいと考えております。 

 

（２）会社の利益配分に関する基本方針 
 当社は株主への利益還元を重要な経営課題の一つに掲げており、将来の事業展開と経営体質の強化のために必
要な内部留保を確保しつつ、利益に応じた配当を実施していくことを基本方針としていく所存であります。 

 なお、平成18年５月１日施行の会社法により、配当に関する回数制限が撤廃されましたが、当社におきまして
は特段の変更は予定しておりません。 

 
（３）投資単位の引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及び株主数の増加を資本政策上の重要な課題と認識しております。なお、投資単
位の引下げについては株価の水準や市場の動向を総合的に勘案し、慎重に検討していく所存であります。 

 
（４）目標とする経営指標 

 当社は、株主の視点から見た収益性を重視する観点から株主資本利益率（ROE）を主要な経営指標として位置づ
け、常にコスト削減意識を持ち収益改善に努めるとともに、資本効率の向上を目指し、企業経営に取組んでまい
ります。 
 

（５）中長期的な会社の経営戦略 
 『顧客満足度120％達成』の追求によりお客様からの強い支持を獲得し、収益率を維持した上での市場シェアの
拡大を図る方針です。加えて、採算面で良好であり、かつ景気に左右されにくい「リニューアル事業の強化」を

図ってまいります。リニューアル事業は、老朽化・グレードアップのためのリフォーム・オフィスビル等のＯＡ
化に伴う消費電力の増加により需要が生まれるものであります。 
 また、省エネに対する社会的要請が高まっており空調システムの刷新需要が増えることが予想されることから、
空調機械設備向けの制御盤事業の強化を図ってまいります。 

 リニューアル事業、空調機械設備向け制御盤事業ともに、既存の経営資源を活用することができるため、新た
な設備投資が不要であり、効率的な市場拡大を目指すことが可能であると考えております。 

 
（６）会社の対処すべき課題 

 当社が認識している対処すべき事業上及び財務上の課題は、次のとおりです。 
①更なる品質の向上について 
 当社はトヨタ生産方式の基本思想をベースとした新しい生産方式の研究会であるＮＰＳ（New 
ProductionSystem）研究会に昭和58年に入会し（なお、当社は平成12年６月休会を申し出、現在に至っておりま

す。）、ＮＰＳ研究会の指導を基に立ち上げたＫＣＤ（かわでんコストダウン）活動に日々改善を加えて参りま
した。ＫＣＤ活動は徹底した生産拠点の効率性を追求し、製品品質の向上とリードタイムの短縮、コスト削減を
目指すものであります。その結果当社は山形、九州の両工場でＩＳＯ9001を取得しました。今後当社がカスタム

型配電制御設備大手専業メーカーとしての地位を維持するためには、何より製品品質の維持、向上が必要であり、
ひいてはそれを支える生産技術の向上が不可欠であります。当社は今後も従前と変わらずＫＣＤ活動を積み重ね、
当社の生産技術の向上に努める所存であります。 
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②リニューアル事業への取組みについて 

 当社が取り組む配電制御設備市場にはビルの新築時のものと、配電制御設備のみの入替え、改良によるものが
あります。後者による市場（以下「リニューアル市場」という）では、現存の設備を納入した業者に再発注され
る場合が多く、長期に渡ってカスタム型配電制御設備大手専業メーカーであった当社が受注を獲得し易い市場で

あると同時に、顧客と長期的な関係を築くことにより継続的な収益に繋がる可能性もあります。 
 当社は数年前よりリニューアル市場に特に着目し、平成14年度より新たにリニューアル向け売上を数値目標化
し、当市場での当社のプレゼンス向上に努めてまいりました。平成18年３月期においては当社売上に占めるリニ
ューアル事業売上高が35％を超えるなど一定の成果を挙げるに至りました。 

 今後も同市場向けの売上高比率を向上させ、収益の向上及び安定化を図る所存であります。 
 
③生産コストの低減 
 当社はＫＣＤ活動の積み重ねにより、継続的に生産コストの低減を行ってまいりました。今後もプロジェクト

チームを編成して一層の固定費削減と設計段階からモジュール化・標準化に取組み製造コストの削減、生産性の
向上を行い、更なるコストの低減に努めて参ります。 
 
④リードタイムの短縮について 

 当社は前述のＫＣＤ活動の積み重ねにより日々リードタイム短縮に取組んでおります。配電制御設備は通常建
設工事日程に深く組み込まれており、納期遅れは大きな問題となるため、リードタイムの短縮は生産コストの低
減のみならず納期遅れによるクレームを未然に防ぐ他、競合他社との差別化に繋がります。当社はリードタイム

の維持、更なる短縮を行うことにより、他社との違いを鮮明に打ち出し、更なる競争力の強化を行う所存であり
ます。 
 
⑤環境への対応 

 当社は、従来より環境への配慮を重要課題ととらえ環境重視・省エネルギー製品の拡充と環境会計を平成12年
より導入し、エネルギー等の数値管理を行い、省エネルギーとリサイクル等の事業活動をより強化して参りまし
た。その結果、山形工場で平成10年にＩＳＯ14001を取得しました。昨今の企業にＣＳＲ（企業の社会的責任）に
配慮した企業運営への要求が強まる傾向に対応して、当社は環境への配慮を意識した企業運営を一層推進してい

く所存であります。 
 
⑥与信管理体制の強化 
 昨今の経済環境により企業の倒産件数は非常に高い水準で推移しております。このような状況下において当社

は、営業部門において得意先別与信限度管理と売掛金の回収の強化を図り、経理部門においては債権管理を徹底
することにより、貸倒れの発生を防ぐ所存であります。 

 

（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 

会社の機関の内容及び内部統制システム整備の状況 
・取締役会 
 取締役会は、当社の業務執行の意思決定を行なうとともに、取締役及び執行役員の職務の執行を監督しており
ます。社外取締役は１名であります。取締役会は月１回の定例取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催

し、経営の基本方針その他重要事項を決定いたしました。 
・監査役会 
 当社は監査役制度を採用しております。社外監査役は２名であります。各監査役は、監査役会で策定された監
査方針及び監査計画に基づき取締役会をはじめとする重要な会議への出席や、監査法人による監査並びに内部監

査室による監査にも随時立会い取締役、執行役員の職務執行に対し、厳正なる監査を行っております。 
・経営会議（旧 事業計画策定及び推進プロジェクト会議） 
 社長以下常勤取締役と役付執行役員をメンバーとし、取締役会決議事項以外の重要な意思決定及び事業計画の

審議を行っております。 
・製造・販売戦略会議 
 社長以下常勤取締役、本部長、工場長、支社長をメンバーとし、事業計画の進捗管理及び全社的な意思統一の
ための審議の場として開催しております。 



 

5 

・内部統制システム整備の状況 

 当社の内部管理組織は、営業部門・製造部門と総務・経理等の業務を統括する管理部門とに区分され、相互牽
制が働く組織となっております。また専従スタッフ、兼任スタッフ各１名による社長直轄の内部監査室を設置し、
内部監査規定に則り毎年度計画的に内部監査を実施しております。 

 
・監査の相互連携の状況 
内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携については随時、相互に情報交換を行い、監査の計画及び結果

の報告によって緊密な連携を図っております。 

 

 
 
（９）その他、会社の経営上の重要な事項 

 該当事項はありません。 

監査役会 
監査役 

社外監査役 

監査 

情報の共有化 

提言 報告 

内部監査 

取締役会 
取締役 

社外取締役 

各種委員会 
賞罰委員会 

提案審査委員会 

株主総会 

会 

計 

監 

査 

人 

内部監査室 
経営会議 

製造・販売戦略会議 
社長室 

経営企画室 

各本部 
営業統括本部・製造統括本部・技術本部・経営管理本部 

顧 

問 

弁 

護 

士 

経営

監視 

統制

監視 
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３．経営成績及び財政状態 

（１）経営成績 
・当期の概況 

 当事業年度におけるわが国経済は、企業収益の高水準を背景とした民間設備投資の増加や、雇用情勢の好転によ

る個人消費の拡大など、全体として緩やかな回復基調で推移致しました。 
 当業界におきましては、企業収益改善に伴い、民間設備投資は増加基調にあるものの、一方で公共投資は減少傾
向が続いており、企業間の受注・価格競争はさらに激しさを増したことに加え、鉄鋼・銅材などの原材料価格の上
昇もあり、依然厳しい状態で推移しております。 

 このような厳しい状況下で、当社は全社員一丸となり、更なる品質の向上と納期厳守、及び緊急連絡体制の充実
も含め、顧客満足を最優先に全力を傾注してまいりました。この結果、売上高13,297百万円（前年同期比3.8％増）
となりました。 
 利益につきまして、徹底したコスト低減と経費節減を行い、合理化を推し進めましたが、受注・価格競争の厳し

さが一段と増しており、さらに原材料価格の上昇を受け、営業利益は714百万円（前年同期比22.5％減）、経常利益
は682百万円（前年同期比20.8％減）となりました。当期純利益については、税効果会計による繰延税金資産を計上
したことにより948百万円（前年同期比12.2％増）となりました。 
 

（２）財政状態 
・財政状態の分析 
（流動資産） 

 自己株式の取得に伴い、現金及び預金より1,672百万円の支出があったものの、短期借入金の借入1,030百万
円による預金の増加と繰延税金資産の計上などにより、前事業年度末比11百万円（△0.1％）減少となり7,945
百万円となりました。 

 

（固定資産） 
 山形工場における検査棟増築工事及び、塗装設備改修工事などにより有形固定資産が173百万円増加し、ＣＡ
Ｄ設備更新に伴うソフトウェアの取得による無形固定資産112百万円の増加から、前事業年度末比344百万円
（13.7％）増加し、2,862百万円となりました。 

 
（流動負債） 
 買掛金が182百万円、短期借入金が1,000百万円増加したことなどにより、前事業年度末比1,273百万円
（62.3％）増加し、3,319百万円となりました。 

 
（固定負債） 
 長期借入金が63百万円減少したことなどにより、前事業年度末比45百万円（△5.0％）減少し、865百万円と

なりました。 
 

（資本） 
 新株式発行により資本金及び資本準備金17百万円増加と、利益剰余金720百万円が増加の一方、自己株式1,672

百万円の取得により、前事業年度末比895百万円（△11.9％）減少し、6,623百万円となりました。 
 
・キャッシュ・フロー分析 
 当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、営業活動によるキャッシュ・フローで603

百万円増加したものの、投資活動によるキャッシュ・フローで538百万円、財務活動によるキャッシュ・フローで
975百万円の資金の減少があり、前事業年度末に比べ910百万円（△48.3％）減少し、当事業年度には975百万円と
なりました。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
 営業活動は、税引前当期純利益が原価率の悪化等により前事業年度と比べ177百万円減少しましたが、売上債権
の増加額が前事業年度と比べ596百万円減少したためであります。 

その結果、営業活動全体として前事業年度と比べ収入が417百万円（前年同期比123.7％増）の増加となりまし
た。 
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（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動は山形工場の検査棟建設、塗装設備の更新等により有形固定資産の取得による支出が143百万円増加し、
ＣＡＤシステムの更新等により無形固定資産の取得による支出が95百万円増加したことによるものであります。 
 この結果、投資活動全体では前事業年度と比べ支出が419百万円（前年同期比251.7％増）の増加となりました。 

 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
 財務活動は短期借入金の純増加額1,000百万円があったものの、自己株式の取得による支出1,672百万円及び配
当金の支払額206百万円等があったためであります。 

なお、当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 
第83期 第84期 第85期  

平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期 
自己資本比率（％） 65.5 71.8 61.3 
時価ベースの株主資本比率（％） － 75.6 59.0 
債務償還年数（年） 2.2 3.0 2.4 
インタレスト・カバレッジ・レシオ 9.9 6.6 18.7 
※自己資本比率：自己資本／総資産 
時価ベースの株主資本比率：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 

１．有利子負債は、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。また、利払いについてはキャッシュ・フロー計算書の「利息の支払額」を使用しております。 

２．平成16年３月期は非上場のため時価ベースの株主資本比率を記載しておりません。 
 

（３）次期の見通し 
 わが国経済は、今後も緩やかな回復を続けることが予想されています。民間設備投資の増加が続いているものの、
配電制御設備の需要に対する影響度合は現状微小であり、配電制御設備業界では引き続き厳しい状況が続くものと
予想されます。 
 その中で当社は 

●効率的生産技術を進展させ、品質、納期への対応の面で他社に比べて競争優位性を増大させる。 
●顧客満足度120％達成を経営目標とし、お客様中心主義を徹底する。 
●生産コストの低減、生産効率の向上を目指し全部門で平準化を目指す。 

 当社の優位性を一層強化することに注力するものの、利益重視の観点から、売上高予想を130億円としました。 
 利益率につきましては前期同様、非常に厳しい状況が続くものと予想されますが、平準化により生産コストの低
減を図ることから、経常利益を700百万円、当期純利益500百万円を見込んでおります。 
 

（４）事業等のリスク 
 以下において、当社の事業の状況及び経理の状況等に関する事項のうち、リスク要因となる可能性があると考え
られる主な事項及びその他投資者の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる事項を記載しております。当社は、こ

れらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針でありますが、当社
の有価証券に関する投資判断は、慎重に検討した上で行われる必要があると考えております。 
 なお、以下の記載のうち将来に関する事項は、平成18年５月10日現在において当社が判断したものであり、不確

実性を内在しているため、実際の結果と異なる可能性があります。 
 
①当社の事業内容と特徴について 
 当社は、ビルならびに工場、産業施設、大型マンション向けの高低圧配電盤、自動制御盤、分電盤などの配電制

御設備をカスタムメイドで製作（顧客が指定する製品仕様に従い、一品毎に製作）する大手専業メーカーで、昭和
15年の設立以来長い歴史を有しております。 
 
 (イ）当社事業の属する市場の特徴と動向について 

 当社の製品は、日本国内の大型・中型オフィスビル、病院、学校、工場、大型マンション等に設置されており、
機能により高低圧配電盤、自動制御盤、分電盤等に区分されますが、多くの場合、それら一式を配電制御設備とし
て受注しております。製品は重量物でありかつ容積が嵩むこと、更にカスタムメイドの場合は納期が建築物の建築
工程に深く組込まれていること、受注から製造までの間に顧客から仕様変更を要求されることが多いこと等の特性

により、国内の建築物向けとしては、海外での生産には不向きな製品であり、輸出にも不向きな製品です。当社が
製品を納入する施設は大型マンションを除いて多くが非居住用施設であり、当社の商品への需要はこれら施設への
建築投資時に発生することから、当社は国内の民間非住宅建築投資の動向による影響を強く受けると言えます。 
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民間非住宅建築投資は平成15年度に増加へ転じているものの（出典 国土交通白書）、平成9年以降長期間に渡り減

少を続けていた経緯もあり、今後も厳しい状況が続くと予想されます。今後更に民間非住宅建築投資が悪化し、当
社商品への需要が減少した場合には、当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 
 

(ロ）配電制御設備事業の競争状況について 
 当社が事業を展開する配電制御設備の市場の特徴は、国内の民間非住宅建築投資の動向による影響を強く受けや
すい点、新技術・新製品の開発・導入が頻繁になされることなく、従来の製品や技術が長く利用されるという点、
製品の性能面での差別化が難しくそのため価格競争に陥りがちであるという点、及び製品の納期が建築物の建築工

程に深く組込まれ、受注から製造までの間に顧客から仕様変更を要求されることが多いという点があげられます。
したがって、当社の将来における競争力は、以下のような点に依拠していると当社は考えます。 
(a) 顧客ニーズにきめ細やかに対応したプレサービス、アフターサービス 
(b) 建設不況に伴う製品の価格下落に対応できる生産技術の向上や管理費の効率化等によるコスト削減 

(c) 顧客からの仕様変更に常に対応し、建築工程に組み込まれる製品を納期に確実に納入することができるとい
う顧客の信用の維持 

(d) 製品の性質上長期間となりやすい受注から製品納入までの期間に耐えうる財務面での信用力 
 これらの課題に対して当社は継続的な生産効率の改善や、リードタイムの短縮、営業体制の強化等の対策を行っ

ておりますが、一方でコスト削減等には限界があり、製品の価格下落に対応できるようなコストの削減を行うこと
ができない可能性があります。また、顧客からの仕様変更の内容や程度によっては、十分それに対応することがで
きず、その結果、当社は顧客からの信用を維持できない可能性もあります。かかる場合、当社は競争力を維持でき

ず、当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 
 
(ハ）四半期業績について 
 四半期ごとに当社の業績を見た場合、その時期に検収される案件の金額、利益率により、売上高、利益ともに変

動するため、ある四半期の業績は必ずしも他の四半期の業績や年次の業績を示唆するものではないことにご注意く
ださい。 
 
(ニ）特定顧客への売上依存度について 

 平成18年３月期における当社売上高のうち㈱きんでん、㈱関電工に対する売上高の構成比はそれぞれ21.1％、
10.6％となっております。各社とは、納入数量、価格等に関する長期納入契約は締結しておりません。 
 当社は今後共、各社と良好かつ緊密な関係を維持・拡大する方針ですが、各社の事業方針、営業施策により当社
との取引関係を維持できない場合、あるいは当社との取引が相当程度減少した場合、当社の業績が悪影響を受ける

可能性があります。 
 
(ホ）特定の仕入先からの仕入依存度及び特定メーカーへの依存度について 

 平成18年３月期における当社の原材料仕入高のうち三菱商事㈱からの仕入高は25.2％となっております。これは、
配電制御設備の主要部品である電気機器類のうち当社が最も多く使用している三菱電機㈱製品について、当社は原
則として三菱商事㈱から購入していることによるものです。 
 当社が三菱電機㈱製品を最も多く使用しているのは、品揃え、コスト、利便性等を考慮してのことです。 当社

といたしましては、今後とも三菱商事㈱との良好な関係を維持していく方針ですが、万が一、同社からの購入が困
難な状況に陥った場合、三菱電機㈱製品の仕入先を変更することにより対応は十分可能であると考えられるものの
仕入先を変更するまでの間一時的に業務に必要な電気機器類を入手できず、当社の業績が悪影響を受ける可能性が
あります。 

 また、上記の通り配電制御設備の主要部品である電気機器類のうち当社が最も多く使用している製品は、三菱電
機㈱製品であり、万が一、三菱電機㈱製品の購入が困難な状況に陥った場合、他社製品に切り替えることにより対
応は可能と考えられますが、他社製品により代替するまでの間一時的に業務に必要な電気機器類を入手できず、当
社の業績が悪影響を受ける可能性があります。 

 
(ヘ）原材料の価格変動による影響について 
 当社使用の原材料のうち、鉄板、銅バーの購入価格は市況による変動を受けることがあります。当該変動分につ

いては必ずしも販売価格に反映されているとは限らず、当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 
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(ト）製造原価が販売価格に反映されないリスク 
 当社の事業遂行上は、受注から製造までの間に顧客から製品の仕様変更を要求されることが頻繁にありますが、
国内建設業界における慣行を前提とした場合、かかる仕様変更に伴う製造原価の増加が販売価格に反映されるとは

限りません。 
 当該仕様変更に伴い製造原価が増加した場合、当社は徹底した顧客サービス、リードタイムの短縮などによる差
別化を行い、販売価格に製造原価の上昇分を反映すべく努力致しますが、競争力維持の観点等から、交渉の結果常
に販売価格を上げられるとは限らず、場合によっては製造原価が販売価格を上回る可能性もあります。 

 
(チ）受注から売掛金の回収までの期間が長期間にわたるリスク 
 当社の製品は顧客が指定する製品仕様に従い、一品毎に製作するカスタムメイドであること、受注から製造まで
の間に顧客から仕様変更を要求されることが多いこと、納期が建築物の建築工程に深く組込まれ、顧客の依頼によ

り納期も頻繁に変更されること、売上は顧客による検収後に計上するところ、一連の製品納入の最後に納品した時
点でそれ以前に納品した製品も含めて一括して顧客による検収が行われることもあること等の理由により、受注か
ら顧客による検収までの期間が、長い場合には、24ヶ月を超える場合があります。 
 このように受注から検収までの期間が長期間にわたることは、当社の製品の特質及び国内建設業界の慣行上やむ

を得ないことではありますが、その期間中に、顧客からの注文の取消しや顧客の倒産その他なんらかの理由により
受注後に製品の納入又は検収にまで至らない可能性があります。 
 また、検収後顧客に対する売掛金の回収までに要する期間も、通常４ヶ月から５ヶ月程度かかります。当社は顧

客に対する与信管理の徹底を図っておりますが、製品の検収後において、顧客の倒産等により売掛金の回収が行え
ない可能性があります。かかる事態が発生した場合、当社の業績が悪影響を受ける可能性があります。 
 
②当社大株主であるＳＢＩ・ＬＢＯ・ファンド１号並びにイー・リサーチ㈱について 

 ＳＢＩ・ＬＢＯ・ファンド１号は当社株式を平成18年３月末現在3,140株（持株比率7.49％）所有する大株主であ
りますが、同ファンドは投資ファンドであり、当社株式の保有は投資目的であります。そのため、当該ファンドが
所有する株式は、ファンドの運用期間中（平成20年4月30日契約満了、但し平成22年4月30日まで延長される可能性
があります）に売却されることになります。 

 また、イー・リサーチ㈱（平成18年３月末現在所有株式2,480株（持株比率5.91％））においても投資を目的とし
て当社株式を所有しており、将来的には売却されることが予想されます。 
 現在大株主であるＳＢＩ・ＬＢＯ・ファンド１号及びイー・リサーチ㈱が保有持株を売却した場合、売却の規模
によっては当社株式の市場価格に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 
③売上計上について 
 当社の製品は、その納期が建築物の建築工程に深く組み込まれ、また、顧客の依頼により納期も頻繁に変更され

ることもあり、建築工程の遅れ、又は納期の変更により、製品納入が当初予定していた時期よりも遅れる可能性が
あります。また、建築工程の進捗状況に応じて、一部の製品を先に納入する場合でも、その時点で検収が行われず、
一連の製品納入の最後に納品した時点でそれ以前に納品した製品も含めて一括して顧客による検収が行われる場合
もあります。 

 当社は売上を顧客による製品検収後に計上するため、上記のような理由により、製品の納入又は検収が当初予定
の時期よりも遅れた場合には、売上計上が遅れることになり、当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 
 
④製品の欠陥について 

 当社はＩＳＯ（国際標準化機構）による品質保証規格に従って製品を製造しております。しかし、全ての製品に
ついて欠陥が無いという保証はありません。製品に欠陥がある場合、停電による損害や最悪の場合は火災が発生し
当社製品を備える建物への延焼による損害等が発生する可能性があります。また、製造物責任賠償については保険
に加入しておりますが、この保険により最終的に負担する賠償額を十分にカバーできるという保証はありません。

さらに、引続き当社がこのような保険に許容できる条件で加入できるとは限りません。製造物責任賠償につながる
ような製品の欠陥は、多額のコストや当社の評価に重大な影響を与え、それにより受注・売上が減少し、当社の業
績と財務状況に悪影響が及ぶ可能性があります。 

 
⑤法的規制について 
 当社工場には、板金、プレス、塗装、メッキの各工程があるため、主に騒音規制法、水質汚濁防止法並びに毒物
及び劇物取締法の規制を受けております。そのため、これらの法的規制の変更があった場合には、そのための対応

費用を追加計上する必要が生じ、当社の業績が悪影響を受ける可能性があります。 
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⑥生産拠点の一極集中リスクについて 

 地震等の自然災害や火事、爆発等の事故によって、当社の製造拠点等が壊滅的な損害を受ける可能性があります。
特に、当社はその生産の大部分（平成18年３月期においては、約８割）を山形工場で行っており、九州工場の生産
能力は山形工場よりも大きく劣るため、山形工場が自然災害等により壊滅的な損害を被った場合、当社の生産は深

刻な影響を受け、売上が大幅に低下し、更に、山形工場の修復又は代替のために巨額の費用を要することとなる可
能性があります。 
 
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実績 

 平成16年11月25日に実施した時価発行公募増資により調達した資金615,540千円の資金使途計画及び充当実績は、
概ね次の通りであります。 
（１）資金使途計画 
 平成16年11月25日に実施した時価発行公募増資により調達した資金615,540千円は設備投資資金として使用する

計画であります。 
（２）資金充当実績 
 平成16年11月25日に実施した時価発行公募増資の資金使途計画については、概ね計画どおり進行中であります。 
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５．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 ※1  1,886,457   1,075,880   

２ 受取手形   1,478,240   1,514,585   

３ 売掛金   2,907,111   3,323,819   

４ 製品   1,177,926   1,205,581   

５ 原材料   188,247   230,975   

６ 仕掛品   294,140   278,220   

７ 前払費用   10,141   15,925   

８ 繰延税金資産   －   280,000   

９ その他   17,812   22,029   

貸倒引当金   △3,331   △1,603   

流動資産合計   7,956,746 76.0  7,945,413 73.5 △11,333 

Ⅱ 固定資産         

１ 有形固定資産 ※1        

(1) 建物  4,052,067   4,152,585    

減価償却累計額  2,813,071 1,238,996  2,865,914 1,286,670   

(2) 構築物  405,398   412,607    

減価償却累計額  354,296 51,102  355,927 56,680   

(3) 機械及び装置  258,552   353,141    

減価償却累計額  105,750 152,802  128,396 224,745   

(4) 車輌運搬具  32,090   27,341    

減価償却累計額  29,015 3,074  24,601 2,740   

(5) 工具器具及び備品  451,303   530,780    

減価償却累計額  320,227 131,076  340,977 189,803   

(6) 土地   646,045   645,973   

(7) 建設仮勘定   11,550   1,108   

有形固定資産合計   2,234,647 21.3  2,407,723 22.3 173,075 

２ 無形固定資産         

(1) 借地権   8,960   8,960   

(2) 商標権   150   50   

(3) 電話加入権   12,726   12,726   

(4) ソフトウェア   30,263   19,018   

(5) ソフトウェア仮勘定   20,030   143,744   

無形固定資産合計   72,130 0.7  184,499 1.7 112,369 
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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） 

３ 投資その他の資産         

(1) 投資有価証券   56,800   107,155   

(2) 出資金   369   359   

(3) 破産債権・再生債権・更
生債権その他これらに準
ずる債権 

  2,850   47,050   

(4) 長期前払費用   627   2,128   

(5) 差入保証金   77,538   75,189   

(6) 会員権   105,150   53,270   

(7) その他   25,449   35,979   

貸倒引当金   △57,110   △50,400   

投資その他の資産合計   211,675 2.0  270,731 2.5 59,056 

固定資産合計   2,518,453 24.0  2,862,954 26.5 344,501 

資産合計   10,475,200 100.0  10,808,368 100.0 333,167 
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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 買掛金   1,414,921   1,597,195   

２ 短期借入金   30,000   1,030,000   

３ １年以内に返済予定の 
長期借入金 ※1  231,992   163,326   

４ 未払金   116,114   205,006   

５ 未払法人税等   46,698   35,581   

６ 未払消費税等   42,949   11,071   

７ 未払費用   34,508   42,007   

８ 前受金   18,376   122,920   

９ 預り金   10,021   11,339   

10 賞与引当金   96,000   100,000   

11 デリバティブ債務   4,332   1,398   

12 新株引受権   15   －   

流動負債合計   2,045,931 19.5  3,319,846 30.7 1,273,914 

Ⅱ 固定負債         

１ 長期借入金 ※1  300,024   236,698   

２ 繰延税金負債   2,856   17,372   

３ 退職給付引当金   607,630   611,287   

固定負債合計   910,510 8.7  865,357 8.0 △45,152 

負債合計   2,956,442 28.2  4,185,203 38.7 1,228,761 

         

（資本の部）         

Ⅰ 資本金 ※2  2,106,600 20.1  2,123,950 19.7 17,350 

Ⅱ 資本剰余金         

１ 資本準備金  876,870   894,235    

２ その他資本剰余金         

(1)資本金及び資本準備金 
減少差益 

 768,086   768,086    

資本剰余金合計   1,644,956 15.7  1,662,321 15.4 17,365 

Ⅲ 利益剰余金         

１ 当期未処分利益  3,762,917   4,483,243    

利益剰余金合計   3,762,917 35.9  4,483,243 41.5 720,326 

Ⅳ その他有価証券評価 
差額金 

  4,284 0.0  26,058 0.2 21,773 

Ⅴ 自己株式 ※3  － －  △1,672,409 △15.5 △1,672,409 

資本合計   7,518,758 71.8  6,623,164 61.3 △895,593 

負債・資本合計   10,475,200 100.0  10,808,368 100.0 333,167 
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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   12,805,802 100.0  13,297,812 100.0 492,010 

Ⅱ 売上原価         

１ 製品期首たな卸高  1,337,782   1,177,926    

２ 当期製品製造原価 ※2 9,560,143   10,366,243    

合計  10,897,925   11,544,170    

３ 製品期末たな卸高  1,177,926 9,719,999 75.9 1,205,581 10,338,588 77.7 618,589 

売上総利益   3,085,802 24.1  2,959,224 22.3 △126,578 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1,2  2,163,718 16.9  2,244,602 16.9 80,883 

営業利益   922,084 7.2  714,621 5.4 △207,462 

Ⅳ 営業外収益         

１ 受取利息  16   18    

２ 受取配当金  848   1,238    

３ 受取賃貸料  13,455   12,370    

４ 受取保険金  1,000   20    

５ 保険配当金  1,123   7,891    

６ デリバティブ評価益  2,295   2,934    

７ その他  9,308 28,047 0.2 8,291 32,765 0.2 4,717 

Ⅴ 営業外費用         

１ 支払利息  29,276   30,644    

２ 売上割引  15,145   11,962    

３ 閉鎖工場等関連費用  9,744   19,650    

４ 株式公開準備費用  24,646   －    

５ 新株発行費  6,312   －    

６ その他  3,408 88,535 0.7 3,101 65,358 0.5 △23,176 

経常利益   861,596 6.7  682,027 5.1 △179,568 
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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） 
構成比 
（％） 

増減 
（千円） 

Ⅵ 特別利益         

１ 固定資産売却益 ※3 －   9,357    

２ 投資有価証券売却益  3,352   －    

３ 貸倒引当金戻入益  2,842   5,707    

４ 会員権処分益  3,937   176    

５ 受取補償金  1,841 11,974 0.1 1,863 17,105 0.1 5,131 

Ⅶ 特別損失         

１ 固定資産除却損 ※4 2,225   1,706    

２ 投資有価証券評価損  1,015   －    

３ 会員権評価損  － 3,241 0.0 4,800 6,506 0.0 3,265 

税引前当期純利益   870,329 6.8  692,626 5.2 △177,702 

法人税、住民税及び 
事業税  25,000   24,000   △1,000 

法人税等調整額  － 25,000 0.2 △280,000 △256,000 △1.9 △280,000 

当期純利益   845,329 6.6  948,626 7.1 103,297 

前期繰越利益   2,917,587   3,534,617  617,029 

当期未処分利益   3,762,917   4,483,243  720,326 
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（３）キャッシュ・フロー計算書 

  

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） 金額（千円） 

増減 
（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前当期純利益 870,329 692,626  

減価償却費 120,844 146,843  

貸倒引当金の減少額 △28,667 △8,437  

退職給付引当金の増加額 8,076 3,657  

賞与引当金の増加額 － 4,000  

受取利息及び受取配当金 △864 △1,257  

受取保険金 △1,000 △20  

支払利息 29,276 30,644  

会員権処分益 △3,937 △176  

会員権評価損 － 4,800  

受取補償金 △1,841 △1,863  

投資有価証券売却益 △3,352 －  

投資有価証券評価損 1,015 －  

固定資産除売却損益 2,225 △7,650  

役員賞与支払額 △17,000 △21,000  

売上債権の増加額 △944,642 △348,509  

たな卸資産の増減額（増加：△） 110,407 △54,461  

仕入債務の増加額 123,690 182,273  

未払消費税等の減少額 △7,303 △31,878  

その他資産の増減額（増加：△） 42,350 △5,588  

その他負債の増減額（減少：△） △64,100 74,182  

小計 235,506 658,182 422,676 

利息及び配当金の受取額 864 1,257  

保険金収入 1,000 20  

利息の支払額 △28,278 △32,285  

受取補償金収入 1,841 1,863  

法人税等の支払額 △24,500 △25,459  

営業活動によるキャッシュ・フロー 186,434 603,578 417,144 
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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） 金額（千円） 

増減 
（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

定期預金の預入れによる支出 － △100,000  

有形固定資産の取得による支出 △159,074 △302,521  

有形固定資産の売却による収入 － 9,670  

無形固定資産の取得による支出 △26,665 △122,026  

投資有価証券の取得による支出 △26,757 △14,065  

投資有価証券の売却による収入 14,400 －  

差入保証金の支払 △2,532 △399  

差入保証金返還による収入 89,242 1,090  

会員権売却等による収入 5,351 225  

その他の支出 △13,117 △10,530  

その他の収入 － 343  

投資活動によるキャッシュ・フロー △119,153 △538,211 △419,057 

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 △120,000 1,000,000  

長期借入金の借入による収入 100,000 100,000  

長期借入金の返済による支出 △221,992 △231,992  

割賦債務の支払額 △6,483 －  

株式の発行による収入 732,540 34,700  

自己株式の取得による支出 － △1,672,409  

配当金の支払額 △108,000 △206,242  

財務活動によるキャッシュ・フロー 376,064 △975,943 △1,352,007 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 443,345 △910,576 △1,353,921 

Ⅴ 現金及び現金同等物期首残高 1,443,111 1,886,457 443,345 

Ⅵ 現金及び現金同等物期末残高 1,886,457 975,880 △910,576 
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（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   3,762,917  4,483,243 720,326 

Ⅱ 利益処分額       

１ 配当金  207,300  167,020   

２ 役員賞与金  21,000 228,300 19,000 186,020 △42,280 

（うち監査役賞与金）  （1,700）  （3,000）   

Ⅲ 次期繰越利益   3,534,617  4,297,223 762,606 

       
 
（注）１株当たり配当金の内訳 

前事業年度 
(平成17年３月期） 

当事業年度 
（平成18年３月期） 

 

年間 中間 期末 年間 中間 期末 

 円  銭 円  銭 円  銭 円  銭 円  銭 円  銭 

普通株式 5,000  00 0  00 5,000  00 5,000  00 0  00 5,000  00 

（内訳）       

普通配当 3,000  00 0  00 3,000  00 5,000  00 0  00 5,000  00 

上場記念配当 2,000  00 0  00 2,000  00 0  00 0  00 0  00 
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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．有価証券の評価基準及び評価方法 その他有価証券 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

り算定しております。） 

同左 

 時価のないもの 時価のないもの 
 移動平均法による原価法 同左 

２．デリバティブの評価基準及び評価
方法 

デリバティブ 

時価法 

デリバティブ 

同左 
３．たな卸資産の評価基準及び評価方

法 
（1）製品及び仕掛品 

個別法による原価法 

（1）製品及び仕掛品 

同左 
 （2）原材料 

移動平均法による原価法 

（2）原材料 

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 

製造部門に属する建物（建物附属設備

を含む）、構築物及び機械装置は定額

法、それ以外は定率法であります。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

建物及び構築物 ２～65年 

機械及び装置  ２～12年 

工具器具備品  ２～20年 

同左 

 （2）無形固定資産 （2）無形固定資産 
 定額法 

なお、自社利用のソフトウェアは社内

における利用可能期間（５年）に基づ

く定額法を採用しております。 

同左 

５．繰延資産の処理方法  新株発行費 

発生時に一括費用処理しております。 

 新株発行費 

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、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては、個別に回収可能性を検討し、

回収不能見込額を計上しております。 

同左 

 (2）賞与引当金 （2）賞与引当金 
 従業員への賞与支給に備えるため支給

見込額に基づき計上しております。 

同左 

 (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

金資産の見込み額に基づき、計上して

おります。 

数理計算上の差異は、各事業年度の発

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（10年）による定

額法によりそれぞれ発生の翌事業年度

より費用処理しております。 

同左 
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項目 

前事業年度 

（自 平成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） 

７．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 

８．キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金の範囲 

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３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．その他財務諸表作成のための基本

となる事項 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜方式によっております 

消費税等の会計処理 

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）を適用しております。これによる損益に与える影響は

ありません。 

 
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） 

（損益計算書関係） 

────── 

（損益計算書関係） 

１．前事業年度まで新株発行費（当期364千円）は、区分掲記

しておりましたが、金額が僅少となったため当事業年より

営業外費用の「その他」に含めて表示しております。 

 
当期中の発行済株式数の増減 
・新株発行 

発行形態 発行年月日 発行株式数 発行価格 資本組入額 
新株引受権（ストックオ
プション）の行使 

平成17年４月１日 
～平成18年３月31日 

30株 50,000円 25,000円 

第一回新株予約権の行使 
平成17年４月１日 
～平成18年３月31日 

415株 80,000円 40,000円 
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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 担保資産及び担保付債務 ※１ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次の通りであります。 担保に供している資産は次の通りであります。 
 

建物 1,118,427千円（帳簿価額） 

土地  537,954千円 

計 1,656,381千円 
  

 
定期預金 100,000千円 

建物 1,076,751千円（帳簿価額） 

土地 537,870千円 

計 1,714,622千円 
  

担保付債務は次のとおりであります。 担保付債務は次のとおりであります。 

長期借入金 532,016千円 

（うち1年以内返済予定額 231,992千円） 
 

長期借入金 400,024千円 

（うち1年以内返済予定額 163,326千円） 
 

※２ 授権株数      普通株式    144,000株 

発行済株式総数   普通株式     41,460株 

※２ 授権株数      普通株式    144,000株 

発行済株式総数   普通株式     41,905株 

※３         ────── ※３ 自己株式の数 

普通株式 8,501株
 

 ４ 保証債務  ４ 保証債務 

 ㈱カワデンは民事再生法に基づく別除権付債権があり、

担保資産の処分により弁済できなかった金額の0.95％を再

生債権として弁済することになっております。 

 当該弁済額については、当社が支払保証することになっ

ており、金額は確定しておりませんが、その限度額は9,344

千円であります。 

 ㈱カワデンは民事再生法に基づく別除権付債権があり、

担保資産の処分により弁済できなかった金額の0.95％を再

生債権として弁済することになっております。 

 当該弁済額については、当社が支払保証することになっ

ており、金額は確定しておりませんが、その限度額は4,481

千円であります。 

 ５         ──────  ５ 商法施行規則第124条第３号に規定する配当制限額 

 資産の時価評価により増加した

純資産額 
25,219千円
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（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 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は、下記の

とおりであります。 

なお、販売費及び一般管理費のうち販売費に属する費用

の割合は、おおむね77％であります。 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は、下記の

とおりであります。 

なお、販売費及び一般管理費のうち販売費に属する費用

の割合は、おおむね74％であります。 
 

運搬費 257,374千円

旅費交通費 146,453千円

給料・賞与及び手当 963,345千円

法定福利費等 135,465千円

賃借料 180,192千円

減価償却費 23,423千円

賞与引当金繰入額 22,554千円

退職給付費用 30,739千円
  

 
運搬費 261,819千円

旅費交通費 149,673千円

給料・賞与及び手当 1,009,621千円

法定福利費等 144,850千円

賃借料 159,915千円

減価償却費 26,267千円

賞与引当金繰入額 22,000千円

退職給付費用 32,542千円
  

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれている研究開発

費は次のとおりであります。 

 23,805千円
 

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれている研究開発

費は次のとおりであります。 

 28,663千円
 

※３         ────── 

 

※３ 固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。 

車両運搬具 235千円

土地 9,122千円

計 9,357千円
 

※４ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。 

構築物 25千円

機械装置 2,000千円

工具器具及び備品 200千円

計 2,225千円
 

※４ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。 

機械装置 474千円

車両運搬具 121千円

工具器具及び備品 1,110千円

計 1,706千円
 

 
（キャッシュ・フロー計算書関係） 

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） 

 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係（平成17年３月31日現在） 

 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係（平成18年３月31日現在） 

 現金及び現金同等物の期末残高は、現金及び預金勘定の期末

残高と同一であります。 

現金及び預金勘定 1,075,880千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △100,000千円

現金及び現金同等物 975,880千円
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（リース取引関係） 

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） 

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  

減価償却
累計額相
当額 

 期末残高
相当額 

  (千円) (千円) (千円)

機械及び装置  5,880  980  4,900 

工具・器具及び備品  31,560  14,954  16,606 

その他  12,072  5,633  6,438 

合計  49,512  21,567  27,944 
  

 

  取得価額
相当額  

減価償却
累計額相
当額 

 期末残高
相当額 

  (千円) (千円) (千円)

機械及び装置  5,880  2,156  3,724

工具・器具及び備品  31,560  21,009  10,551

その他  12,072  8,048  4,024

合計  49,512  31,213  18,299
  

（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 
 

 （千円）

１年内 9,645 

１年超 18,299 

合計 27,944 
  

 
 （千円）

１年内 8,465 

１年超 9,834 

合計 18,299 
  

（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 
  

 （千円）

支払リース料 16,062 

減価償却費相当額 16,062 
  

  
 （千円）

支払リース料 9,645 

減価償却費相当額 9,645 
  

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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（有価証券） 
前事業年度（平成17年３月31日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 種類 取得原価 
（千円） 

貸借対照表計上額 
（千円） 差額（千円） 

株式 1,890 9,451 7,561 貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの 

小計 1,890 9,451 7,561 

株式 26,757 26,337 △420 貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの 

小計 26,757 26,337 △420 

合計 28,647 35,788 7,141 

 
２．当事業年度中に売却したその他有価証券 

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額 

14,400 3,352 － 

 
 

３．時価のない主な有価証券の内容 

 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 21,012 

 
当事業年度（平成18年３月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 種類 取得原価 
（千円） 

貸借対照表計上額 
（千円） 差額（千円） 

株式 46,387 89,818 43,430 貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの 

小計 46,387 89,818 43,430 

合計 46,387 89,818 43,430 

 
２．時価のない主な有価証券の内容 

 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 17,337 
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（デリバティブ取引関係） 
１．取引の状況に関する事項 

前事業年度 
（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)取引の内容 

 金利関連の金利スワップ取引のみを行っております。 

(1)取引の内容 

同左 

(2)取引に対する取組方針 

 将来の金利の変動によるリスク回避を目的としており、投機

的な取引は行わない方針であります。 

(2)取引に対する取組方針 

同左 

(3)取引の利用目的 

 借入金利の将来の金利市場における利率上昇による変動リ

スクを回避する目的で利用しております。 

(3)取引の利用目的 

同左 

(4)取引に係るリスクの内容 

 当社が利用している金利スワップ取引は、市場金利の変動リ

スクを有しております。取引先については、信用度の高い大手

金融機関でありますので、信用リスクはほとんど無いと判断し

ております。 

(4)取引に係るリスクの内容 

同左 

(5)取引に係るリスク管理体制 

 上記取組方針の基に、取締役会において承認されたものに

ついて、経営管理本部が管理しております。また、多額の借

入金は取締役会の専決事項であり、それに伴う金利スワップ

取引は取締役会の承認を受けております。 

 非定型的かつ限定的な取引で、リスクも小さいと判断される

ため、規定、マニュアルの整備は行っておりません。 

(5)取引に係るリスク管理体制 

同左 

 
２．取引の時価等に関する事項 

  前事業年度（平成17年３月31日） 当事業年度（平成18年３月31日） 

区分 取引の種類 契約額等 
（千円） 

うち１年超 
（千円） 

時価 
（千円） 

評価損益 
（千円） 

契約額等 
（千円） 

うち１年超 
（千円） 

時価 
（千円） 

評価損益 
（千円） 

金利スワップ取引         市場取
引以外
の取引 支払固定・受取変動 240,000 160,000 △4,332 △4,332 160,000 86,000 △1,398 △1,398 

合計 240,000 160,000 △4,332 △4,332 160,000 86,000 △1,398 △1,398 

（注）１．時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づいて算定しております。 
２．上記金利スワップ契約における契約額等（想定元本額）は、この金額自体がデリバティブ取引に係わる

市場リスク量を示すものではありません。 
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（退職給付関係） 
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設けております。 

 なお、退職一時金制度については、昭和39年から適格退職金制度への移行を段階的に行なっており、現在の移
行割合は50％となっております。 
 

２．退職給付債務に関する事項 

 
前事業年度末 

（平成17年３月31日現在） 
当事業年度末 

（平成18年３月31日現在） 

 （単位：千円） （単位：千円） 

イ．退職給付債務（注） △1,158,973 △1,179,395 

ロ．年金資産 428,515 511,546 

ハ．未積立退職給付債務（イ＋ロ） △730,457 △667,848 

ニ．未認識数理計算上の差異 122,827 56,560 

ホ．退職給付引当金（ハ＋ニ） △607,630 △611,287 

（注） 適格退職年金の従業員拠出分を含めて記載しております。 
 
３．退職給付費用に関する事項 

 
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） 

 （単位：千円） （単位：千円） 

イ．勤務費用（注） 54,847 58,146 

ロ．利息費用 22,143 23,179 

ハ．期待運用収益 △7,695 △8,570 

ニ．数理計算上の差異の費用処理額 14,557 16,013 

ホ．退職給付費用（イ＋ロ＋ハ＋ニ） 83,852 88,768 

（注） 適格退職年金に係る従業員拠出額を控除しております。 
 
４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 
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） 

イ．退職給付見込み額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準 

ロ．割引率 2.0％ 2.0％ 

ハ．期待運用収益率 2.0％ 2.0％ 

ニ．数理計算上の差異の処理年数 10年 10年 
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（税効果会計） 
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 

  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） 

 繰延税金資産        

 税務上の繰越欠損金  1,986,863 千円   228,605 千円 

 退職給付引当金  242,028    244,514  

 貸倒引当金  22,844    20,801  

 賞与引当金  38,400    40,000  

 固定資産評価損  371,999    371,999  

 投資有価証券評価損  26,242    18,242  

 会員権評価損  39,667    40,659  

 その他  13,379    44,801  

 繰延税金資産小計  2,741,424    1,009,625  

 評価性引当額  △2,741,424    △729,625  

 繰延税金資産合計  －    280,000  

 繰延税金負債        

  その他有価証券評価差額金  △2,856    △17,372  

 繰延税金負債合計  △2,856    △17,372  

 繰延税金資産（△負債）の純額  △2,856    262,627  

 
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

った主要な項目別の内訳 
  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） 

 法定実効税率  40.0 ％   40.0 ％ 

 （調整）        

 交際費等永久に損金算入されない項目  －    0.7  

 税務上の繰越欠損金の利用  △34.8    △40.0  

 住民税均等割等  2.9    3.4  

 評価性引当額の増減等  △5.2    △41.1  

 税効果会計適用後の法人税等の負担率  2.9    △37.0  

 
（持分法損益等） 
 前事業年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日）及び当事業年度（自平成17年４月１日 至平成18年３

月31日）ともに関連会社はなく該当事項はありません。 
 
（関連当事者） 
 前事業年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

該当事項はありません。 
 
 当事業年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

該当事項はありません。 
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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 180,843円19銭 

１株当たり当期純利益 21,655円84銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 20,770円77銭 
 

１株当たり純資産額 197,705円81銭 

１株当たり当期純利益 22,778円27銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 22,317円29銭 
 

 当社は、平成16年８月１日付で株式1,000株につき１株とす

る株式併合を行っております。当該株式併合が前期首に行わ

れたと仮定した場合の前事業年度における１株当たり情報の

各数値はそれぞれ以下のとおりであります。 

１株当たり純資産額 167,992円19銭 

１株当たり当期純利益金額 19,466円92銭 
 

 

 

（注）１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりでありま
す。 

 

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   

当期純利益（千円） 845,329 948,626 

普通株主に帰属しない金額（千円） 21,000 19,000 

（うち利益処分による役員賞与金） (21,000) (19,000) 

普通株式に係る当期純利益（千円） 824,329 929,626 

普通株式の期中平均株式数（株） 38,065 40,812 

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

当期純利益調整額 － － 

普通株式増加数（株） 1,622 843 

（うち新株予約権） (1,622) (843) 

 
（重要な後発事象） 
該当事項はありません。 
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６．生産、受注及び販売の状況 
(1)生産実績 

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） 

増減 
区分 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 増減率（％） 

配電制御設備 12,505,103 13,417,049 911,945 7.3 

計 12,505,103 13,417,049 911,945 7.3 

（注）表示金額は、販売価格によっており、消費税等は含んでおりません。 
 
(2)受注状況 

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） 

増減 

区分 

受注高 

（千円） 

受注残高 

（千円） 

受注高 

（千円） 

受注残高 

（千円） 

受注高 

（千円） 

受注残高 

（千円） 

配電制御設備 12,255,258 7,247,081 13,317,413 7,266,682 1,062,154 19,600 

計 12,255,258 7,247,081 13,317,413 7,266,682 1,062,154 19,600 

（注）表示金額は、消費税等は含んでおりません。 
 
(3)販売実績 

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） 

増減 
区分 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 増減率（％） 

配電制御設備 12,805,802 13,297,812 492,010 3.8 

計 12,805,802 13,297,812 492,010 3.8 

（注）１．表示金額には、消費税等は含まれておりません。 
２．主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は、以下のとおりであります。 

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） 

販売先 金額（千円） 割合（％） 販売先 金額（千円） 割合（％） 

㈱きんでん 2,822,432 22.0 ㈱きんでん 2,809,364 21.1 

㈱関電工 1,171,773 9.2 ㈱関電工 1,409,877 10.6 

三菱商事㈱ 1,152,839 9.0    

 
７．役員の異動 
（１）代表者の異動 
 該当事項はありません。 

 
（２）その他の役員の異動 
 新任取締役候補 

取締役会長 北尾 吉孝（現 特別顧問） 

取締役常務執行役員経営管理本部長 光藤 淳一（現 常務執行役員経営管理本部長） 
 
（３）就任予定日 

平成18年６月29日 


