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１．18年３月期の連結業績（平成17年４月１日～平成18年３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 

 
18年３月期 
17年３月期 

百万円   ％
3,368（△0.1）
3,371（ 6.7）

百万円   ％
428（ 6.6）
402（ 29.6）

百万円   ％
517（ 4.1）
496（ 32.3）

 

 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   ％ 
310（ 10.7） 
280（ 43.6） 

円  銭
43 78 
39 04 

円  銭
－ － 
－ － 

％
14.7 
14.8 

％ 
16.8  
17.4  

％
15.4 
14.7 

(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（連結）  18年３月期  6,798,315株     17年３月期  6,799,395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) 連結財政状態 

 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 
3,252    
2,889    

百万円
2,228   
1,990   

％ 
68.5  
68.9  

円   銭
325   84 
290   56 

(注)期末発行済株式数（連結）  18年３月期  6,797,990 株   17年３月期  6,798,770 株 
 
(3) 連結キャッシュ･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 
250    
411    

百万円
△302   
△ 94   

百万円 
4    

△109    

百万円
743   
790   

 
(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 
 
２．19年３月期の連結業績予想（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 

 
中間期 
通  期 

百万円
1,890   
3,500   

百万円
325   
530   

百万円
210   
320   

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 47 円07 銭 

  
※上記の予想は本資料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おります。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。 



－ 1 － 

 

１．企業集団の状況 

（１）事業の内容  

当社の企業集団は、当社と子会社１社で構成され、合成皮革の製造及び販売を行っております。 

当社の製品の用途は多岐にわたりますが、 近の用途別売上高構成比率は次のとおりであります。 

売上高構成比率 

区分 主要用途等 前期 

平成 17 年３月期 

当期 

平成 18 年３月期 

 （％） （％）

衣 料 用 19.9 10.5 

家 具 ・ 車 輌 用 50.5 55.8 

手 袋 用 22.6 26.4 

湿 式 合 成 皮 革 

そ の 他 5.4 6.0 

そ の 他 溶 剤 （ Ｄ Ｍ Ｆ ） 1.6 1.3 

合計 100.0 100.0 

（注）１．湿式合成皮革は織物・編物などの繊維素材上にポリウレタン発泡皮膜を積層したもので、加工中に大量の

水を使用することから「湿式」の名称がついております。 

２．溶剤（ＤＭＦ）は、原材料（樹脂）に溶剤として含まれたＤＭＦを製造中に発生する廃液から回収精製装

置によって再生し、副産物として売却の対象としたものであります。 

 

衣料用   ：衣料用の主要なマーケットは、欧州と国内のアパレル業界であり、主用途は婦人服向けであります。 

家具・車輌用：家具・車輌用の主要なマーケットは米国であり、レジャーボート、ＲＶ車、航空機等の内装用及びホ

テル、レストラン、劇場などで使用されるコントラクト家具用として提供しております。また、国内

マーケットへも一部応接セット用として販売しております。 

手袋用   ：ゴルフ手袋、野球用バッティンググローブ、ドレスグローブ、作業用手袋の素材として販売しており

ます。 

その他   ：腕時計のケース及び宝石箱等の内外装材として提供しております。 

 

合成皮革の製造及び販売は当社で行っております。子会社である株式会社ディー・エス・シーは、米国デラウェア

州有限責任会社法（Delaware Limited Liability Company Act）に基づき設立された Ultra Fabrics,LLC（米国）に

対し、メンバー（持分参加者）として出資を行うための国内連結子会社であります。 

Ultra Fabrics,LLC（米国）への出資持分は 15％であり、純資産に対する当社持分相当額を出資金の評価額とする

一方、当期純損益に対する持分相当額を営業外損益に計上しております。なお、Ultra Fabrics,LLC（米国）と当社と

の間では、北米等における独占的供給契約が締結されております。 
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上記の概況について、事業系統図を示すと次のとおりであります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（注）◎は連結子会社     製品の流れ     出資の流れ 

得意先（北米等） 得意先（国内） 得意先（米州を除く海外） 

Ultra Fabrics,LLC 商 社 商 社 

◎株式会社ディー･エス･シー 当     社 

 

（２）関係会社の状況 

名称 住所 
資本金 

（千円）
主要な事業の内容

議決権の所有割合

（％） 
関係内容 

（連結子会社） 

株式会社ディー･

エス･シー 

東京都八王子市 20,000 投資業 100.0 

当社製品の北米

等における独占

供給先への出資

役員の兼任４名 

（注）１．議決権は直接所有割合であります。 

２．特定子会社ではありません。 

３．有価証券届出書または有価証券報告書は提出しておりません。 

４．債務超過の状況にはなく、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合は 10％

以下であります。 

５．東京中小企業投資育成株式会社は当社議決権のうち 25.03％を保有しておりますが、同社は当社の財務及

び営業または事業方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであるため、財務

諸表等規則第８条第６項ただし書きにより、財務諸表等規則第８条第５項で定義する「関連会社」には該

当いたしません。 
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２．経営方針 

（1）会社の経営の基本方針 

当社は、顧客に満足される品質と価値の創造開発に全力を尽くすとともに、環境保全と省資源に積極的な努力を続

け、消費者・取引先・株主・関係者に信頼される企業を目指すことを経営の基本理念としております。この理念の実

現を通じて、社員の生活と幸福増進・会社の発展・株主の利益向上・社会への奉仕が一致する経営を確立してまいり

ます。 

また製品の品質向上を 重要課題としており、①顧客要求の完全な把握につとめる、②顧客要求の実現を可能にす

る能力の具備につとめる、③顧客の当社及び当社製品への信頼を獲得する、ことを品質方針として定め、常に新しい

市場の創造と開拓につとめ、さらなる飛躍をはかっていく所存であります。 

 

（2）会社の利益配分に関する基本方針 

当社は、株主に安定した配当を継続することを基本とし、設備投資、新製品の開発、会社の競争力を維持強化しつ

つ、将来の事業展開に備えるための内部留保の充実などを勘案して、配当を決定することとしております。 

なお、内部留保金につきましては、継続的な成長・発展のための設備の更新・製品開発等に充当していく計画であ

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、株式の流動性の向上及び株主増加を重要課題と認識しております。 

流通株式の増加を目的とした株式の分割や１単元の株式数の見直しにつきましては、市場における株価動向や株式

の発行管理コスト等の状況を注視しつつ、適正な対応をはかる所存であります。 

 

（4）目標とする経営指標 

当社といたしましては、自己資本利益率 15％、売上高経常利益率 15％、１株当たり当期純利益（ＥＰＳ）40 円を

当面の主たる経営指標としております。 

常に原価低減の意識をもって収益力の改善につとめ、経営資源の選択と集中による投資効率の向上に注力してまい

ります。 

 

（5）中長期的な会社の経営戦略 

当社は、昭和 41 年衣料用合成レザー専業メーカーとして設立され、柔らかな風合としなやかな感触の衣料用合成レ

ザーを製造・販売し、需要家より高い評価を受けてきました。しかしながら、消費者の嗜好と直結する衣料用は景気

の動向や流行の変化により業績が左右されやすくなります。 

そこで、当社では、経営の安定化をはかるために、家具・車輌用といった産業資材用の素材も開発し、用途の多様

化につとめてまいりました。衣料用合成レザーの開発を通じて蓄積された「柔らかな風合としなやかな感触」という

人間の感性に訴える性質を持たせることにより、従来になかった高級感のある家具用合成レザーを開発、量産するこ

とに成功し、国内の大手家具メーカーにも採用されております。 

また当社は、産業資材用という大きなマーケットがあるにもかかわらず有力な合成レザーメーカーが存在しない米

国に着目し、現地のパートナーとともに新たな販路を見出してきました。米国では、レジャーボート、ＲＶ車、自家

用航空機等の内装用あるいは映画館、ホテル、レストラン、オフィス向けのコントラクト・マーケットに進出し、さ

らに当社製品が米国の大手航空機会社に商業用航空機の内装向けとして採用されました。また、自動車業界において

も環境汚染問題による塩化ビニールレザー離れの傾向から、当社製品が採用されるなど、販路が確実に広がってきて

おり、当社製品に対する需要はますます増加していくものと考えております。 

需要の増加にともない、当社は製品の品質管理、安定的供給及び継続的な技術開発が重要な課題であると考えてお

ります。とりわけ品質管理については、当社の産業資材用合成レザーが高度な組織管理と品質管理水準のもとに生産

された製品であることを保証するため、平成 11 年７月に“ISO9001”の認証を取得しました。 

今後も顧客に対してニーズに対応した製品の安定的供給責任を果たせる体制を確立するため、優秀な人材を確保す

るとともに従業員のモラル向上をはかってまいります。そして技術革新の速度をさらに高め、商品力を強化すること

により、高品質にこだわる当社の経営基盤の充実強化もはかっていく所存であります。 

 

（6）会社の対処すべき課題 

① 新しい市場の創造と開拓への取り組み 

合成皮革業界は、依然として国内メーカーに加えて、海外からの安価な原反及び二次製品の輸入による販売競争

の激化が続いております。新製品開発にかかわる競争も一層の厳しさが加わるものと予想されます。また国内市場

のみならず、米国市場においても、衣料用、家具・車輌用の販売見通しについて不透明感が存在しております。さ

らに国内金利の上昇予測から、今後は円高傾向で推移するとの予想もあり、海外売上高比率の高い当社にとっても

その影響は避けられません。 

そのような環境下にあって当社は、一段と多様化する顧客ニーズに対応し、需要者に迎えられる商品をタイムリ

ーに提供し、販路及び用途の拡張をはかる所存であります。また研究開発を強化し、高度化技術の結集により製品

の品質物性と感覚的性能の向上をはかります。需要家各位と協調し、消費者の需要動向を把握しながら新製品、新

用途の共同開発を積極的に進めてまいります。 
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② 経営効率の推進 

当社では需要変動にフレキシブルに対応できる生産体制を整えてまいりました。これをさらに進め、需要動向の

把握から原材料の購買までを含めた生産工程の合理化を行い、製造コストの低減と品質向上に尽くしてまいります。 

また財務面におきましてもたな卸資産の効率的管理による総資産の圧縮にもつとめ、強固な経営基盤づくりを目

指します。 

③ 環境への取り組み 

当社では「環境」を経営の重要なテーマに位置づけ、環境保全活動を展開しております。当社の生産する合成皮

革製品は環境負荷の少ないウレタン樹脂を使用しております。当社は今後も環境と調和し、「環境型社会」に対応

した持続発展する企業を目指して廃棄物低減、省エネルギー対策などの活動を展開して行く所存であります。 

 

（7）親会社等に関する基本事項 

該当事項はありません。 

 

（8）内部管理体制整備・運用状況 

平成 18 年５月に開示する予定のコーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的

な考え方及びその整備の状況」に記載される事項と内容が重複しますので、記載を省略しております。 

 

（9）その他、会社の経営上の重要な事項 

特記事項はありません。 
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３．経営成績及び財政状態 

（１）経営成績 

当期におけるわが国経済は、企業収益の改善を受け民間設備投資の増加に加え個人消費も回復基調で推移いたし

ました。また、当社の主要市場である米国においても、個人消費や設備投資は依然として堅調で景気は底堅く推移

しております。 

合成皮革業界では、国内衣料アパレルにおけるレザーファッション需要が低迷する一方、韓国・台湾・中国から

の安価な二次製品が台頭し、引き続き厳しい状況で推移しております。 

そのような状況の中で当社は、海外市場向けは自動車用途などの需要が堅調な動きを見せたものの、国内市場向

けの主力用途である衣料用がファッショントレンドからはずれ国内販売が低迷いたしました。これに対処すべく量

的拡販を避け、高付加価値による収益率の向上や商品開発・改良につとめ、納期の短縮により輸出製品の売上を順

調に伸ばすことができました。しかしながら、原油価格の高騰による原材料価格の高止まりが続いており、当社の

利益圧迫要因となっております。一方で外国為替相場は、円安基調で安定的に推移いたしました。 

この結果、当期の売上高は 33 億６千８百万円（前期比 0.1％減）、営業利益は４億２千８百万円（前期比 6.6％

増）、経常利益は５億１千７百万円（前期比 4.1％増）、当期純利益は３億１千万円（前期比 10.7％増）となりま

した。 

 用途別売上状況 （単位：百万円）

売 上 高 前期実績 

用   途 

金額 構成比（％） 前期実績金額 前期比（％） 

衣 料 用 352 10.5 670 52.6 

家 具 ・ 車 輌 用 1,878 55.8 1,704 110.2 

手 袋 用 889 26.4 762 116.6 

そ の 他 203 6.0 180 112.7 

湿 式 合 成 皮 革 

計 3,324 98.7 3,318 100.2 

そ の 他 溶剤（ＤＭＦ） 44 1.3 52 83.6 

合 計 3,368 100.0 3,371 99.9 

 

当期の営業の用途別売上の概要は次のとおりであります。 

衣  料  用 

今冬の暖冬予想と世界的なレザーファッショントレンドの後退で市場が低迷しましたが、大寒波により冬物を一

掃することができました。しかしながら依然として市場は回復せず受注の増加には繋がりませんでした。 

この結果、衣料関係の売上高は３億５千２百万円（前期比 47.4％の減収）となりました。 

家具・車輌用 

米国市場向けのコントラクト家具向けの市場開拓及び自動車用途の高付加価値化により売上が増加しました。Ｒ

Ｖ用途はガソリンの値上げによる業界全体の不振により売上が伸び悩みました。 

国内の家具用途向けは市況が厳しく、横ばいで推移しました。 

この結果、家具・車輌関係の売上高は 18 億７千８百万円（前期比 10.2％の増収）となりました。 

手  袋  用 

米国及びヨーロッパ向けのスポーツ手袋のデザインの一部変更と競合関係にある本皮の高騰により売上は増加し

ました。また、国内向けも堅調に推移する事が出来ました。 

この結果、手袋関係の売上高は８億８千９百万円（前期比 16.6％の増収）となりました。 

そ   の   他 

ラッピング用途向けは新用途・新商品の開発に努めた結果、予想以上に売上を伸ばすことができました。 

ショーケース・時計・宝石箱等の用途は売上が低迷しました。 

この結果、その他の売上高は２億３百万円（前期比 12.7％の増収）となりました。 
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（２）財政状態 

① 資産負債及び資本の状況                               （単位：百万円） 

区分 前期 当期 増減 

総資産 2,889 3,252 362 

株主資本 1,990 2,228 237 

株主資本比率（％） 68.9 68.5 △0.4 

１株当たり株主資本（円） 290.56 325.84 35.28 

当期末においては前期末と比較して売上債権が７千５百万円、たな卸資産が６千３百万円増加する一方、設備投資

により有形固定資産が１億７千１百万円増加いたしました。また時価の上昇により投資有価証券が８千９百万円増加

いたしました。一方設備投資資金の借入れにより長短借入金残高は８千６百万円増加いたしました。 

この結果、前期と比較して総資産は３億６千２百万円増加し、負債は１億２千４百万円増加いたしました。 

 

② キャッシュ・フローの状況                              （単位：百万円） 

区分 前期 当期 増減 

営業活動によるキャッシュ・フロー 411 250 △160 

投資活動によるキャッシュ・フロー △  94 △302 △208 

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 109 4 114 

現金及び現金同等物の増減額 207 △ 47 △255 

現金及び現金同等物の期末残高 790 743 △ 47 

借入金期末残高 334 420 86 

当期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を５億１千６百万円（前

期比 9.8％増）計上し、長期借入により純額で８千６百万円を資金調達する一方で、売上債権及びたな卸資産の増加、

有形固定資産の取得等による資金使用により前期に比べ４千７百万円減少し、当期末には７億４千３百万円となりま

した。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は２億５千万円（前期比１億６千万円の減少）となりました。これは主に税金等調整

前当期純利益を５億１千６百万円、減価償却費を７千６百万円それぞれ計上する一方で、売上債権及びたな卸資産の

増加のほか、法人税等の支払いが１億６千３百万円あ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３億２百万円（前期比２億８百万円の増加）となりました。これは主に製造設備を

取得し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） 

財務活動の結果得られた資金は４百万円（前期比１億１千４百万円の増加）となりました。これは主に設備投資資

金を８千６百万円調達する一方、株主配当を８千１百万円行ったことによるものであります。 
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    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。 

区分 平成 15 年３月期 平成 16 年３月期 平成 17 年３月期 平成 18 年３月期 

株主資本比率（％） 58.5 63.3 68.9 68.5 

時価ベースの株主資

本比率（％） 
47.3 79.3 97.6 111.0 

債務償還年数（年） 1.6 ― 0.8 1.7 

インタレスト・カバレ

ッジ・レシオ（倍） 
10.8 ― 75.4 52.4 

株主資本比率：株主資本／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 

※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すべ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。 

当社は、今後も有利子負債の圧縮ならびに総資産の圧縮に取り組んでまいる所存であります。 

 

（３）事業等のリスク 

当社グループの経営成績、株価ならびに財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあ

ります。なお、下記記載のリスク項目は当社事業に関するすべてのリスクを網羅したものではありません。また、本

項における将来に関する事項は、本資料提出日現在において当社グループが判断したものであります。 

① 海外売上高と為替相場の変動について 

当社グループの 近２連結会計年度における輸出比率は、前期は 72.8％、当期は 84.3％と高くなっており、当社

グループの業績は、海外市場の動向に影響を受けます。 

主要海外取引先とは為替差損益の相互負担契約を結び、為替変動によるリスクを回避しておりますが、販売単価

の見直しや受注が増減することにより、当社グループの業績は影響を受けます。 

 

② 主要販売先２社について 

当社グループの 近２連結会計年度における販売実績のうち、当社グループからの販売比率が継続して 10％を超

える相手先は、Ultra Fabrics,LLC(米国)と Acushnet FootJoy(Thailand)Limited の２社であり、両社の販売動向に

よって、当社グループの業績は影響を受けます。 

 

③ 特定の仕入先からの仕入割合が高いことについて 

当社グループの製品は、繊維材料である基布と樹脂を合成することから、その仕入についても基布と樹脂が多く

なっております。仕入先のうち、白石カルシウム株式会社は基布の生産を行っている旭化成株式会社の販売窓口に

指定されているため、同社からの総仕入に占める割合が前期で 33.2％、当期は 29.2％と高くなっております。 

 

④ 韓国・台湾・中国メーカー等との競合について 

合成皮革業界には韓国・台湾・中国に当社と同様の合成皮革メーカーが存在しております。当社グループは、柔

らかく、厚み、色が均一な高品質の製品を製造しておりますが、韓国・台湾・中国等のメーカーが当社グループの

製品と同品質の製品を開発し、より安い価格で安定供給できる体制を整えた場合には、当社グループの業績は影響

を受ける可能性があります。 

 

⑤ 埼玉事業所について 

当社グループの製品は、すべて埼玉県行田市にある埼玉事業所で生産を行っております。当社製品についての法

的規制はありませんが、設備及び生産活動において地盤沈下監視・燃料消費量によるエネルギー管理・危険物取扱

関連等の法的規制・行政指導を受けております。 

また、当社グループはすべての製品を埼玉事業所１ヶ所の１ラインで生産しております。このため災害や事故等

何らかの理由で当該事業所の生産が停止した場合や、何らかの理由で生産ラインの一部が停止した場合は生産全体

に支障が生じます。これらの事態が生じた場合には、当社グループの業績は影響を受ける可能性があります。 

 

⑥ 当社の筆頭株主について 

本資料提出日における当社発行済株式総数は 6,800,000 株であり、そのうち当社の筆頭株主である東京中小企業

投資育成株式会社は当社株式の 1,702,000 株を所有し、その所有株式数の発行済株式総数に対する割合は 25.03％

であります。 

同社は、中小企業の自己資本の充実と健全な成長発展をはかるため、中小企業投資育成株式会社法（昭和 38 年６
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月 10 日 法律 101 号）に基づいて設立された政策会社で、昭和 47 年に当社の増資を引き受けて以来、当社の株主

であります。同社の投資方針は長期保有を基本としているものの、一般的に、未公開株式に投資を行う目的は、公

開後において所有する株式を売却することであるから、今後、当該株式の売却により、短期的に需給のバランスの

悪化が生じる可能性があり、当社株式の市場価格が低下する可能性があります。 

 

（４）次期の見通し                                   （単位：百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

平成 18 年３月期（実績） 3,368 428 517 310 

平成 19 年３月期（予想） 3,500 420 530 320 

対当期比（％） 103.9 98.1 102.5 103.2 

 今後の見通しにつきましては、当社を取り巻く経営環境は、輸出は安定しているものの国内衣料用は引き続き厳

しい状況で推移するものと思われます。しかし、一段と多様化するニーズに対応し、需要者に迎えられる商品をタ

イムリーに提供し、販路及び用途の拡張をはかる所存であります。また、研究開発を強化し、需要家各位と協調し

ながら新製品、新用途の共同開発を積極的に進めてまいります。 

 以上の施策の実行により来期の業績は連結ベースで上記の数字を見込んでおります。 

 

（業績予想に関する留意事項） 

本資料に掲載されている将来に関する記述部分は、当社及び当社グループが現時点で入手可能な情報から得られ

た判断に基づいておりますが、リスクや不確実性を含んでおります。従いまして、これらの将来に関する記述のみ

に全面的に依拠して投資判断を下すことは困難であることを申しそえておきます。実際の業績は、様々な要素によ

り、これら業績予想とは大きく異なる結果となり得ることをご承知おきください。 

実際の業績に影響を与えうる重要な要素には当社の事業を取り巻く経済情勢、市場の動向、為替レートの変動等

が含まれます。 
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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計画 

（１）資金使途計画 

該当事項はありません。 

 

（２）資金充当実績 

該当事項はありません。 

 

（３）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 

該当事項はありません。 
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５．連結財務諸表等 

（１）連結貸借対照表 

  
前期 

（平成17年３月31日） 

当期 

（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  790,863 743,379  

２．受取手形及び売掛金  695,790 771,509  

３．たな卸資産  343,762 406,770  

４．繰延税金資産  30,190 36,228  

５．その他  61,599 81,647  

流動資産合計  1,922,205 66.5 2,039,535 62.7 117,330

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

(1）建物及び構築物 ※１ 604,116 711,141   

減価償却累計額  400,940 203,175 413,808 297,332  

(2）機械装置及び運搬具 ※１ 1,087,362 1,214,406   

減価償却累計額  905,625 181,736 952,241 262,164  

(3）工具器具備品  108,692 112,554   

減価償却累計額  86,562 22,129 93,725 18,829  

(4）土地 ※１ 230,259 230,259  

有形固定資産合計  637,301 22.1 808,585 24.9 171,284

２．無形固定資産  4,847 0.2 6,317 0.2 1,470

３．投資その他の資産    

(1）投資有価証券  70,857 159,918  

(2）長期貸付金  134 ―  

(3）保険料積立金  113,447 101,498  

(4）繰延税金資産  49,509 32,903  

(5）その他  91,607 103,485  

投資その他の資産合計  325,554 11.3 397,806 12.2 72,251

固定資産合計  967,703 33.5 1,212,709 37.3 245,006

資産合計  2,889,909 100.0 3,252,245 100.0 362,336
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前期 

（平成17年３月31日） 

当期 

（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

（％）

増減 

（千円） 

構成比 

（％） 

増減 

（千円）

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．買掛金  309,796 300,760  

２．短期借入金 ※１ 200,000 200,000  

３．１年以内に返済予定の

長期借入金 
※１ 41,760 50,760  

４．未払法人税等  72,324 124,806  

５．賞与引当金  35,500 36,400  

６．その他  55,426 49,095  

流動負債合計  714,807 24.7 761,821 23.4 47,014

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金 ※１ 92,440 169,630  

２．繰延税金負債  333 2,825  

３．退職給付引当金  ― 2,625  

４．役員退職慰労引当金  91,871 87,285  

固定負債合計  184,644 6.4 262,365 8.1 77,720

負債合計  899,452 31.1 1,024,187 31.5 124,734

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金 ※３ 415,500 14.4 415,500 12.8 ―

Ⅱ 資本剰余金  240,120 8.3 240,120 7.4 ―

Ⅲ 利益剰余金  1,332,864 46.1 1,546,900 47.5 214,035

Ⅳ その他有価証券評価差額

金 
 2,416 0.1 26,341 0.8 23,924

Ⅴ 自己株式 ※４ △444 △0.0 △802 △0.0 △358

資本合計  1,990,457 68.9 2,228,058 68.5 237,601

負債及び資本合計  2,889,909 100.0 3,252,245 100.0 362,336
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（２）連結損益計算書 

  

前期 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

当期 

（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  3,371,698 100.0 3,368,814 100.0 △2,884

Ⅱ 売上原価  2,453,423 72.8 2,433,951 72.3 △19,471

売上総利益  918,275 27.2 934,862 27.7 16,587

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1,2 516,112 15.3 506,223 15.0 △9,888

営業利益  402,162 11.9 428,638 12.7 26,475

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  82 23   

２．受取配当金  2,228 1,150   

３．有限責任会社投資利益  53,476 59,357   

４．仕入割引  27,634 26,808   

５．保険料積立金払戻差益  13,313 504   

６．その他  4,394 101,129 3.0 5,458 93,302 2.7 △7,826

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  5,459 4,784   

２．その他  1,091 6,550 0.2 ― 4,784 0.1 △1,766

経常利益  496,740 14.7 517,156 15.3 20,416

Ⅵ 特別利益    

１．投資有価証券売却益  33 33 0.0 ― ― ― △33

Ⅶ 特別損失    

１．機械装置及び運搬具除

却損 
 775 108   

２．役員退職慰労金  18,142 ―   

３．ゴルフ会員権評価損  6,576 ―   

４．ゴルフ会員権売却損  ― 100   

５．その他  961 26,454 0.8 389 598 0.0 △25,856

税金等調整前当期純利

益 
 470,318 13.9 516,558 15.3 46,239

法人税、住民税及び事

業税 
 138,674 209,145   

法人税等調整額  51,170 189,844 5.6 △3,208 205,937 6.1 16,092

当期純利益  280,473 8.3 310,621 9.2 30,147
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（３）連結剰余金計算書 

  

前期 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

当期 

（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）

（資本剰余金の部）      

Ⅰ 資本剰余金期首残高   240,120  240,120 ―

Ⅱ 資本剰余金期末残高   240,120  240,120 ―

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ 利益剰余金期首残高   1,135,386  1,332,864 197,477

Ⅱ 利益剰余金増加高      

当期純利益  280,473 280,473 310,621 310,621 30,147

Ⅲ 利益剰余金減少高      

１．配当金  67,996  81,585  

２．役員賞与  15,000 82,996 15,000 96,585 13,589

Ⅳ 利益剰余金期末残高   1,332,864  1,546,900 214,035
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

  

前期 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

当期 

（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 
    

税金等調整前当期純利益  470,318 516,558  

減価償却費  71,922 76,751  

賞与引当金の増減額  3,500 900  

退職給付引当金の減少額  △11,808 2,625  

前払年金費用の増加額  △4,575 4,575  

役員退職慰労引当金の増

減額 
 △126,407 △4,586  

保険料積立金の解約によ

る収入 
 108,155 11,948  

受取利息及び受取配当金  △55,786 △60,508  

投資有価証券売却益  △33 ―  

支払利息  5,459 4,784  

有形固定資産除却損  1,736 498  

ゴルフ会員権評価損  6,576 ―  

ゴルフ会員権売却損  ― 100  

売上債権の増減額  76,351 △75,718  

たな卸資産の増減額  △52,903 △63,008  

仕入債務の増加額  13,538 △9,036  

役員賞与の支払額  △15,000 △15,000  

その他  3,069 △22,579  

小計  494,115 368,305 △125,810 

利息及び配当金の受取額  32,649 50,889  

利息の支払額  △5,459 △4,784  

法人税等の支払額  △109,551 △163,571  

営業活動によるキャッシ

ュ・フロー 
 411,754 250,839 △160,915 
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前期 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

当期 

（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 
    

有形固定資産の取得によ

る支出 
 △82,014 △247,047  

無形固定資産の取得によ

る支出 
 △2,500 △2,890  

投資有価証券の取得によ

る支出 
 △4,796 △53,571  

投資有価証券の売却によ

る収入 
 165 ―  

敷金保証金の増加額  △3,670 ―  

貸付金の回収による収入  312 312  

保険料積立金の払込によ

る支出 
 △1,608 △185  

その他  ― 455  

投資活動によるキャッシ

ュ・フロー 
 △94,112 △302,927 △208,814 

Ⅲ 財務活動によるキャッシ

ュ・フロー 
    

長期借入れによる収入  ― 250,000  

長期借入金の返済による

支出 
 △41,760 △163,810  

配当金の支払額  △67,996 △81,585  

財務活動によるキャッシ

ュ・フロー 
 △109,756 4,604 114,361 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る

換算差額 
 ― ― ― 

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少

額 
 207,885 △47,483 △255,369 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首

残高 
 582,978 790,863 207,885 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末

残高 
 790,863 743,379 △47,483 

 

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象または状況 

該当事項はありません。 
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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 
前期 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項  連結子会社は株式会社ディー・エス・

シー１社であり、非連結子会社はありま

せん。 

同左 

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、持分法の適用はありません。 

同左 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社の事業年度の末日は、連結

決算日と一致しております。 

同左 

４．会計処理基準に関する事

項 

  

① 有価証券 ① 有価証券 (1）重要な資産の評価基準

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、売却原価は移動平均法に

より算定）を採用しております。 

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を採用し

ております。 

同左 

 ② デリバティブ ② デリバティブ 

  時価法によっております。 同左 

 ③ たな卸資産 ③ たな卸資産 

  総平均法による原価法によっており

ます。 

同左 

① 有形固定資産 ① 有形固定資産 (2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法  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

（建物附属設備を除く）については、

定額法によっております。 

 なお、耐用年数及び残存価額につい

ては、法人税法に規定する方法と同一

の基準によっております。 

同左 

 ② 無形固定資産 ② 無形固定資産 

  定額法を採用しております。 

 なお、耐用年数については、法人税

法に規定する方法と同一の基準によっ

ております。ただし、自社利用のソフ

トウェアについては、社内における利

用可能期間（５年）に基づく定額法に

よっております。 

同左 
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項目 
前期 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

① 貸倒引当金 ① 貸倒引当金 (3）重要な引当金の計上基

準  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法

により、貸倒懸念債権及び破産更生債

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 

  従業員に対する賞与支給に備えるた

め、支給対象期間基準による繰入額を

基礎に将来の支給見込額を加味して計

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 

  従業員に対する退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付債務及び

年金資産に基づき計上しております。

 なお、当期末においては、年金掛金

が退職給付費用を上回り、年金資産が

退職給付債務を超過したため、前払年

金費用を流動資産「その他」に計上し

ております。 

 従業員に対する退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付債務及び

年金資産に基づき計上しております。

 ④ 役員退職慰労引当金 ④ 役員退職慰労引当金 

  役員に対する退職慰労金の支給に備

えるため、役員退職慰労金規程に基づ

く期末要支給額を計上しております。

同左 

(4）重要な外貨建の資産ま

たは負債の本邦通貨への

換算の基準 

 外貨建金銭債権債務は、連結決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理しております。 

同左 

① ヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 (5）重要なヘッジ会計の方

法  繰延ヘッジ処理によっております。

 なお、振当処理の要件を満たしてい

る場合には振当処理を行っておりま

す。 

同左 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段 為替予約 

ヘッジ対象 製品輸出による外貨建

債権及び外貨建予定取

引 

同左 

 ③ ヘッジ方針 ③ ヘッジ方針 

  為替変動リスクを回避するために、

製品輸出額の範囲内でヘッジを行って

おります。 

同左 
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項目 
前期 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 ④ ヘッジの有効性評価の方法 ④ ヘッジの有効性評価の方法 

  ヘッジの開始時から有効性の判定時

点までの期間において、ヘッジ対象と

ヘッジ手段の相場変動の累計とを比率

分析する方法により行っております。

同左 

 消費税等の会計処理  消費税等の会計処理 (6）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項  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。 

同左 

５．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 

６．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲 

 手許現金及び要求払預金のほか、取得

日より３ヶ月以内に満期日が到来する定

期預金からなっております。 

同左 

   

 

追加情報 

前期 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上

の表示方法） 

────── 

「地方税等の一部を改正する法律」（平成15年法律第

９号）が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月１

日以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入

されたことにともない、当期より「法人事業税における

外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務

上の取扱い」（平成16年２月13日企業会計基準委員会 実

務対応報告第12号）にしたがい、法人事業税の付加価値

割及び資本割5,865千円を販売費及び一般管理費に計上

しております。 
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注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前期 
（平成17年３月31日） 

当期 
（平成18年３月31日） 

※１．担保提供資産及びそれに対応する債務は、次のと

おりであります。 

※１．担保提供資産及びそれに対応する債務は、次のと

おりであります。 

担保資産 担保資産 

工場財団担保 工場財団担保 
  

建物及び構築物 168,709千円

機械装置及び運搬具 177,722 

土地 213,262 

計 559,694千円
  

  
建物及び構築物 265,855千円

機械装置及び運搬具 258,341 

土地 213,262 

計 737,458千円
  

その他の担保 その他の担保 
  

土地 10,776千円
  

  
土地 10,776千円

  
担保資産に対応する債務 担保資産に対応する債務 

  
短期借入金 200,000千円(200,000千円)

１年以内に返済予定
の長期借入金 

41,760千円( 41,760千円)

長期借入金 92,440千円( 92,440千円)
  

  
短期借入金 200,000千円(200,000千円)

１年以内に返済予定
の長期借入金 

50,760千円( 50,760千円)

長期借入金 169,630千円(169,630千円)
  

 上記のうち（ ）は工場財団担保に対応する債務

を内書しております。 

 上記のうち（ ）は工場財団担保に対応する債務

を内書しております。 
  
２．受取手形裏書譲渡高 107,906千円

  

  
２．受取手形裏書譲渡高 95,615千円

  
※３．当社の発行済株式総数は、普通株式6,800,000株で

あります。 

※３．        同左 

※４．連結会社が保有する自己株式の数は普通株式1,230

株であります。 

※４．連結会社が保有する自己株式の数は普通株式2,010

株であります。 

５．当社においては、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行２行と当座貸越契約を締結しておりま

す。この契約に基づく当期末の借入未実行残高は次

のとおりであります。 

５．当社においては、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行３行と当座貸越契約を締結しておりま

す。この契約に基づく当期末の借入未実行残高は次

のとおりであります。 
  

当座貸越極度額 1,100,000千円

借入実行残高 ― 

差引額 1,100,000千円
  

  
当座貸越極度額 1,300,000千円

借入実行残高 ― 

差引額 1,300,000千円
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（連結損益計算書関係） 

前期 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当期 
（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うち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

※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。 
  

役員報酬 114,421千円

給与手当 108,822 

支払手数料 45,503 

賃借料 24,433 

研究開発費 65,848 
  

  
役員報酬 92,961千円

給与手当 115,708 

支払手数料 40,128 

賃借料 25,501 

研究開発費 64,532 
  

※２．研究開発費の総額は、一般管理費に計上した65,848

千円であります。 

※２．研究開発費の総額は、一般管理費に計上した64,532

千円であります。 

  

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前期 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当期 
（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17年３月31日現在） （平成18年３月31日現在）

（千円） （千円）
  
現金及び預金勘定 790,863

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 ―

現金及び現金同等物 790,863
  

  
現金及び預金勘定 743,379

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 ―

現金及び現金同等物 743,379
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①リース取引 

該当事項はありません 

 

②有価証券 

前期（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）
連結貸借対照表
計上額（千円） 

差額（千円） 

(1）株式 13,917 20,857 6,940

(2）債券 ― ― ―
連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えるも
の 

(3）その他 ― ― ―

(1）株式 ― ― ―

(2）債券 ― ― ―
連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの 

(3）その他 ― ― ―

合計 13,917 20,857 6,940

 （注） なお、減損処理を行うにあたっては、連結会計年度末日における時価が取得原価に比較して 50％以上下落

したもの及び、２期にわたり連続して、連結会計年度末日における時価が 30％以上 50％未満下落しているも

のについて減損処理を行っております。 

 

２．当期中に売却したその他有価証券（自 平成 16 年４月１日 至 平成 17 年３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） 

4,796 33 ― 

 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 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） 50,000 
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当期（平成 18 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）
連結貸借対照表
計上額（千円） 

差額（千円） 

(1）株式 67,489 109,918 42,429

(2）債券 ― ― ―
連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えるも
の 

(3）その他 ― ― ―

(1）株式 ― ― ―

(2）債券 ― ― ―
連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの 

(3）その他 ― ― ―

合計 67,489 109,918 42,429

 （注） なお、減損処理を行うにあたっては、連結会計年度末日における時価が取得原価に比較して 50％以上下落

したもの及び、２期にわたり連続して、連結会計年度末日における時価が 30％以上 50％未満下落しているも

のについて減損処理を行っております。 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 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） 50,000 
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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 

前期 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(1）取引の内容及び利用目的 (1）取引の内容及び利用目的 

 当社は通常の輸出取引において、為替相場変動によ

るリスクを回避するため、先物為替予約取引を行って

おります。それ以外のデリバティブ取引は行っており

ません。 

 ヘッジ会計については、繰延ヘッジ処理によってお

ります。なお、振当処理の要件を満たしている場合に

は振当処理を行っております。 

同左 

① ヘッジ手段とヘッジ対象 ① ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 為替予約 

ヘッジ対象 製品輸出による外貨建債権及び外貨

建予定取引 

同左 

② ヘッジ方針 ② ヘッジ方針 

 為替変動リスクを回避するために、製品輸出額の

範囲内でヘッジを行っております。 

同左 

③ ヘッジの有効性評価の方法 ③ ヘッジの有効性評価の方法 

 ヘッジの開始時から有効性の判定時点までの期間

において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累

計とを比率分析する方法により行っております。 

同左 

(2）取引に対する取組方針 (2）取引に対する取組方針 

 先物為替予約取引は、外貨建ての輸出取引をヘッジ

するためのものであるため、外貨建ての資産ならびに、

取引の成約高の範囲内で行うこととしており、投機目

的もしくはレバレッジ効果の高いデリバティブ取引は

行わない方針であります。 

同左 

(3）取引に係るリスクの内容 (3）取引に係るリスクの内容 

 先物為替予約取引は、ヘッジ目的のために行ってい

るため、為替相場の変動によるリスクは有しておりま

せん。 

同左 

(4）取引に係るリスク管理体制 (4）取引に係るリスク管理体制 

 先物為替予約の実行及び管理は、財務・経理課が行

っております。なお輸出取引については、取引権限及

び取引限度額等を定めた販売管理規程に従い、財務・

経理課が決裁担当者の承認を得て行っております。 

同左 

(5）取引の時価等に関する事項についての補足説明 (5）取引の時価等に関する事項についての補足説明 

 取引の時価等に関する事項についての契約額等は、

あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約

額、または計算上の想定元本であり、当該金額自体が

デリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ

りません。 

同左 
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２．取引の時価等に関する事項 

前期（平成 17 年３月 31 日現在） 

 当期末においては、デリバティブ取引の残高はありません。 

当期（平成 18 年３月 31 日現在） 

 当期末においては、デリバティブ取引の残高はありません。 

 

④退職給付 

前期 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．採用している退職給付制度の概要 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。 

同左 

２．退職給付債務及びその内訳 ２．退職給付債務及びその内訳 
  
 （千円）

(1）退職給付債務 △324,573

(2）年金資産残高 329,149

(3）前払年金費用(1)＋(2) 4,575
  

  
 （千円）

(1）退職給付債務 △307,435

(2）年金資産残高 304,810

(3）退職給付引当金(1)＋(2) △ 2,625
  

（注）当社は、退職給付債務の算定にあたり簡便法（退

職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務

とする方法）を採用しております。 

 なお、年金資産については、連結会計年度末にお

ける年金資産の公正な評価額によっております。 

（注）当社は、退職給付債務の算定にあたり簡便法（退

職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務

とする方法）を採用しております。 

 なお、年金資産については、連結会計年度末にお

ける年金資産の公正な評価額によっております。 

３．退職給付費用に関する事項 

勤務費用 27,384

退職給付費用合計 27,384
  

３．退職給付費用に関する事項 

勤務費用 27,624

退職給付費用合計 27,624
  

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 該当事項はありません。 同左 
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⑤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 

 
前期 

（平成17年３月31日） 
 

当期 
（平成18年３月31日）

(1）流動の部 （千円）  （千円）

繰延税金資産（流動）   
  

賞与引当金 

たな卸資産評価損 

未払事業税否認 

繰延税金資産合計 

繰延税金負債との相殺 

繰延税金資産(流動)の純額 
  

  
14,448

11,404

6,199

32,052

△1,862

30,190
  

 
  

14,814

10,595

10,818

36,228

―

36,228
  

繰延税金負債（流動）   
  

前払年金費用 

繰延税金資産合計 

繰延税金資産との相殺 

繰延税金負債の純額 
  

  
△1,862

△1,862

1,862

―
  

 
  

―

―

―

―
  

(2）固定の部   

繰延税金資産（固定）    
  

退職給付引当金 

役員退職慰労引当金 

減損損失 

ゴルフ会員権評価損否認 

その他 

繰延税金資産合計 

繰延税金負債との相殺 

繰延税金資産の純額 
  

  
―

37,391

13,579

1,439

1,055

52,410

△2,901

49,509
  

 
  

1,068

35,524

13,579

―

―

50,172

△17,268

32,903
  

繰延税金負債（固定）   
  

その他有価証券評価差額金 

特別償却準備金 

その他 

繰延税金負債合計 

繰延税金資産との相殺 

繰延税金負債の純額 
  

  
△2,824

△  77

△ 333

△3,235

2,901

333
  

 
  

△18,035

―

△2,059

△20,094

17,268

2,825
  

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 

 
前期 

（平成17年３月31日） 
 

当期 
（平成18年３月31日）

（％） （％） 
  

法定実効税率 

（調整） 

控除対象外外国税額 

試験研究費税額控除 

その他 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 
  

40.7

1.4

△1.4

△0.3

40.4

40.7

1.4

△1.4

△0.8

39.9
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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 

前期（自平成 16 年４月１日 至平成 17 年３月 31 日）及び当期（自平成 17 年４月１日 至平成 18 年３月

31 日）において、当社は合成皮革製品の専門メーカーであり当該事業以外の異なる事業を営んでいないため該

当事項はありません。 

ｂ．所在地別セグメント情報 

前期（自平成 16 年４月１日 至平成 17 年３月 31 日）及び当期（自平成 17 年４月１日 至平成 18 年３月

31 日）において、本邦以外の国または地域に所在する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 

近２連結会計年度の海外売上高は、次のとおりであります。 

前期（自平成 16 年４月１日 至平成 17 年３月 31 日） 

 北米 ヨーロッパ 東南アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 1,658,344 102,886 692,236 2,453,466 

Ⅱ 連結売上高（千円） ― ― ― 3,371,698 

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に
占める割合（％） 

49.2 3.1 20.5 72.8 

 

当期（自平成 17 年４月１日 至平成 18 年３月 31 日） 

 北米 ヨーロッパ 東南アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 1,879,670 102,316 857,474 2,839,461 

Ⅱ 連結売上高（千円） ― ― ― 3,368,814 

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に
占める割合（％） 

55.8 3.0 25.5 84.3 

 （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．各地域に属する主要国の内訳は次のとおりであります。 

(1）北米………………米国、カナダ 

(2）ヨーロッパ………ドイツ、スイス、フランス 

(3）東南アジア………タイ、韓国、台湾、中国、インドネシア 

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。 

４．海外売上高には、国内商社を通した輸出売上を含んでおります。 

 

⑦関連当事者との取引 

前期（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。 

当期（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） 

前期 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当期 
（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 290.56円

１株当たり当期純利益 39.04円

  

  

１株当たり純資産額 325.84円

１株当たり当期純利益 43.78円

  
なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式の発行がないため、記載しておりません。

同左 

  

 （注） 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。 

 
前期 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当期純利益        （千円） 280,473  310,621  

普通株主に帰属しない金額の内訳    

利益処分による役員賞与金（千円） 15,000  13,000  

普通株主に帰属しない金額 （千円） 15,000  13,000  

普通株式に係る当期純利益 （千円） 265,473  297,621  

期中平均株式数       （株） 6,799,395  6,798,315  

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 



 

－ 28 － 

 

６．生産、受注及び販売の状況 

（１）生産実績 

当社は合成皮革の専門メーカーであり、当該事業以外の異なる事業を営んでおりません。このため生産、受注

及び販売の状況につきましては、製品の用途別に区分し記載しております。 

当期における生産実績を、用途別に示すと次のとおりであります。 

当期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 用途別の名称 

金額（千円） 前期比（％） 

衣 料 用 329,219 46.5 

家 具 ・ 車 輌 用 1,927,722 109.4 

手 袋 用 908,685 118.1 

そ の 他 201,493 111.3 

湿 式 合 成 皮 革 

計 3,367,122 98.4 

そ の 他 溶 剤 （ Ｄ Ｍ Ｆ ） 44,165 83.6 

合計 3,411,287 98.2 

 （注）１．金額は販売金額によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

（２）受注状況 

当期における受注状況を、用途別に示すと次のとおりであります。 

当期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 用途別の名称 

受注高（千円） 前期比（％） 受注残高（千円） 前期比（％） 

衣 料 用 240,837 36.5 146,425 56.6 

家具・車輌用 1,821,057 106.7 222,553 79.4 

手 袋 用 884,706 119.3 4,615 50.6 
湿式合成皮革 

そ の 他 167,741 90.2 28,820 44.4 

合計 3,114,341 94.5 402,413 65.7 

 （注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３．副産物として生ずる溶剤（ＤＭＦ）は除いて記載しております。 
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（３）販売実績 

当期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 用途別の名称 

金額（千円） 前期比（％） 

衣 料 用 352,896 52.6 

家 具 ・ 車 輌 用 1,878,694 110.2 

手 袋 用 889,208 116.6 

そ の 他 203,848 112.7 

湿 式 合 成 皮 革 

計 3,324,648 100.2 

そ の 他 溶 剤 （ Ｄ Ｍ Ｆ ） 44,165 83.6 

合計 3,368,814 99.9 

 （注）１．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

前期 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 相手先 

販売高（千円） 割合（％） 販売高（千円） 割合（％） 

Ultra Fabrics, LLC（米国） 1,649,296 48.9 1,872,167 55.6 

Acushnet FootJoy(Thailand) 

Limited 
451,456 13.4 512,143 15.2 

 （注）２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３．溶剤（ＤＭＦ）は、原材料（樹脂）に溶剤として含まれたＤＭＦを製造中に発生する廃液から回収精製

装置によって再生し、副産物として売却の対象としたものであります。 


