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平成１８年３月期       個別財務諸表の概要          平成 18 年 5月 12 日 

上 場 会 社 名 日本金銭機械株式会社 上場取引所 東・大  

コ ー ド 番 号 6418  本社所在都道府県 大阪府 
(ＵＲＬ http://www.jcm-hq.co.jp/)    
代 表 者 役職名 代表取締役社長 氏名 上 東 宏 一 郎   
問合せ先責任者 役職名 取締役管理本部長 氏名 牧  比 佐 史 TEL （06）6703－8400 
決算取締役会開催日  平成 18 年 5月 12 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 29 日  定時株主総会開催日 平成 18 年 6月 28 日 
単元株制度採用の有無 有（1単元 100 株） 

 

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                                                （金額の表示：百万円未満切捨て） 

 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 26,548 △12.8 2,440 △48.8 3,968 △35.7

17 年 3 月期 30,448 17.5 4,766 40.1 6,169 51.0

 

1 株当たり 潜在株式調整後１株 株 主 資 本 総  資  本 売  上  高   
当 期 純 利 益 

当期純利益 当たり当期純利益 当期純利益率 経常利益率 経常利益率

 百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18 年 3 月期 2,750 △25.3    91 59         91 40 14.0 15.1 14.9

17 年 3 月期 3,680 46.3    122 82 122 00 21.0 25.1 20.3

（注）①期中平均株式数 18 年 3 月期 29,567,465 株   17 年 3 月期 29,554,736 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 

④平成 17 年３月 18 日付で普通株式１株を 1.5 株にする株式分割を実施いたしました。17 年３月期の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は、期首に株式分割が行われたものとして算出しております。 

 

(２)配当状況 

１株当たり年間配当金 配当金総額 株主資本    

 中間 期末 （年間） 
配当性向 

配 当 率 

 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18 年 3 月期 40  00 18 00 22 00 1,183 43.7 5.8

17 年 3 月期 44 00 12 00 32 00     1,182 35.8 6.2

（注）①平成 17 年３月 18 日付で普通株式１株を 1.5 株にする株式分割を実施いたしました。 

 

(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 27,322 20,435 74.8 689 32 

17 年 3 月期 25,394 18,967 74.7 640 12 

（注）①期末発行済株式数 18 年 3 月期 29,583,982 株   17 年 3 月期 29,551,791 株 

   ②期末自己株式数   18 年 3 月期 78,869 株       17 年 3 月期 75,090 株 

③平成 17 年 3 月 18 日付で普通株式１株を 1.5 株にする株式分割を実施いたしました。 

  

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  
 百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭

中間期 15,600 2,650 1,850 20 00  － － 

通 期 32,000 4,600 3,100 －  20 00 40 00 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  104 円 79 銭 

（注）上記の予想は、現時点において得られた情報に基づいて作成しており、実際の業績は業況の変化などにより、記載の予想とは大きく

異なる可能性があります。 なお、上記の予想の前提条件等については、決算短信（連結）の添付資料の 10 頁を参照ください。 

 

 

 



 

 

（発行済株式数の増加）  

当期中に、以下のように発行済株式数が増加しております。  

発行形態 発行株式数 発行価格 資本組入額 

 株 円 千円 

新株予約権（ストック・

オプション）の行使 
35,970 1,960 

資本金 35,250 

資本準備金 35,250  
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（１）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） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

増減金額
(△印減)

 

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  7,111,775 5,839,210  △1,272,565

２．受取手形  2,847,959 2,223,967  △623,991

３．売掛金 ※１ 4,353,298 5,828,287  1,474,989

４．製品  1,988,819 984,509  △1,004,309

５．原材料  1,407,989 1,023,016  △384,972

６．仕掛品  881,491 473,859  △407,632

７．貯蔵品  15,039 7,659  △7,380

８．前払費用  76,257 84,031  7,773

９．繰延税金資産  616,902 527,933  △88,968

10．未収入金 ※１ 489,691 1,406,921  917,230

11．未収消費税等  155,682 189,911  34,229

12．その他の流動資
産 

 6,705 20,967  14,262

貸倒引当金  △54,921 △4,372  50,548

流動資産合計  19,896,691 78.4 18,605,903 68.1 △1,290,787

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※２   

(1)建物  525,154 1,137,559   612,405

(2)構築物  6,087 78,955   72,867

(3)機械及び装置  11,875 19,606   7,731

(4)車両及び運搬
具 

 583 496   △86

(5)工具、器具及び
  備品 

 685,828 730,758   44,929

(6)土地  277,446 269,987   △7,458

(7)建設仮勘定  39,733 85,323   45,589

有形固定資産合
計 

 1,546,709 6.1 2,322,688 8.5 775,978

２．無形固定資産    

(1)ソフトウェア  128,224 259,551   131,327

(2)電話加入権  6,605 6,605   －

(3)その他の無形
固定資産 

 99,763 162,249   62,486

無形固定資産
合計 

 234,592 0.9 428,406 1.6 193,814
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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） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

増減金額
(△印減)

 

 
３．投資その他の資
産 

   

(1)投資有価証券  943,408 1,830,200   886,792

(2)関係会社株式  1,433,365 1,433,365   －

(3)出資金  5,310 5,410   100

(4)関係会社出資
金 

 606,224 606,224   －

(5)長期貸付金  783 12,534   11,750

(6)従業員長期貸
付金 

 － 1,301   1,301

(7)破産、再生、更
生債権等 

 4,228 777   △3,451

(8)長期前払費用  16,061 16,794   733

(9)繰延税金資産  227,972 46,401   △181,570

(10)保証金  394,748 337,142   △57,605

(11)会員権  65,300 64,600   △700

(12)仮払税金  － 1,445,224   1,445,224

(13)その他の投資
等 

 76,459 218,285   141,825

貸倒引当金  △57,078 △52,927   4,151

投資その他の資
産合計 

 3,716,782 14.6 5,965,333 21.8 2,248,551

固定資産合計  5,498,084 21.6 8,716,428 31.9 3,218,344

資産合計  25,394,776 100.0 27,322,332 100.0 1,927,556
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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） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

増減金額 
(△印減) 

 

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．支払手形  2,353,570 1,476,604  △876,965

２．買掛金 ※１ 743,607 3,581,723  2,838,116

３．未払金  712,267 875,418  163,150

４．未払費用  93,742 95,478  1,736

５．未払法人税等  1,656,715 157,960  △1,498,755

６．預り金  16,106 17,962  1,855

７．賞与引当金  449,762 371,055  △78,707

８．設備関係支払手
形 

 40,892 4,830  △36,062

９．その他の流動負
債 

 21,778 38,716  16,937

流動負債合計  6,088,442 24.0 6,619,748 24.2 531,305

Ⅱ 固定負債    

１．退職給付引当金  62,092 －  △62,092

２．役員退職慰労引
当金 

 263,614 258,114  △5,500

３．その他の固定負
債 

 13,461 8,956  △4,504

固定負債合計  339,168 1.3 267,071 1.0 △72,097

負債合計  6,427,611 25.3 6,886,820 25.2 459,208

（資本の部）    

Ⅰ 資本金 ※３ 2,181,695 8.6 2,216,945 8.1 35,250

Ⅱ 資本剰余金    

 １.資本準備金  2,028,655 2,063,905   35,250

  ２.その他資本剰余
金 

   

  自己株式処分差
益 

481 5,433   4,952

    資本剰余金合計
 

2,029,136 8.0 2,069,338 7.6 40,202

Ⅲ 利益剰余金    

  １.利益準備金  274,318 274,318   －

  ２.任意積立金      

   別途積立金  10,600,351 12,200,351   1,600,000

  ３.当期未処分利益  3,703,836 3,326,269   △377,567

    利益剰余金合計  14,578,506 57.4 15,800,938 57.8 1,222,432

Ⅳ その他有価証券
評価差額金 

 272,459 1.1 457,339 1.7 184,879

Ⅴ 自己株式 ※５ △94,633 △0.4 △109,051 △0.4 △14,417

資本合計  18,967,164 74.7 20,435,512 74.8 1,468,347

負債及び資本合
計 

 25,394,776 100.0 27,322,332 100.0 1,927,556
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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） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

 
増減金額 
(△印減) 

 

Ⅰ 売上高 ※３ 30,448,297 100.0 26,548,596 100.0 △3,899,700

Ⅱ 売上原価   

  １.製品期首たな卸高  1,260,311 1,988,819  

  ２.当期製品製造原価 ※3,4 12,283,574 9,027,270  

  ３.当期製品仕入高  7,454,775 7,563,666  

    合計 

※３ 
 
 20,998,660 18,579,756

 

 

  ４.他勘定振替高 ※１ － 24,538   

  ５.製品期末たな卸高  1,988,819 19,009,841
 

62.4 984,509 17,570,708 66.2 △1,439,133

売上総利益  11,438,455 37.6 8,977,887 33.8 △2,460,568

Ⅲ 販売費及び一般管
理費 

※2,4 6,672,430 21.9 6,537,397 24.6 △135,032

営業利益  4,766,025 15.7 2,440,489 9.2 △2,325,535

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  331 427   

２．受取配当金 ※３ 1,196,707 1,401,322   

３．為替差益  148,103 90,174   

４．雑収入  67,017 1,412,160 4.6 54,614 1,546,539 5.8 134,379

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  1,220 1,124   

２．社債利息  4,260 －   

３．保険解約損  1,819 1,749   

４．賃貸借契約解約損  － 10,000   

５．雑損失  1,418 8,719 0.0 5,521 18,395 0.1 9,675

経常利益  6,169,465 20.3 3,968,633 14.9 △2,200,832

Ⅵ 特別利益    

１．固定資産売却益 ※５ 12,274 3,016   

２．投資有価証券売却
益 

 37,278 11,559   

３．貸倒引当金戻入益  21,342 70,895 0.2 52,413 66,990 0.3 △3,905

Ⅶ 特別損失    

１．固定資産売却損 ※６ 5,256 30   

２．固定資産除却損 ※７ 68,265 22,650   

３．関係会社株式評価
損 

 27,400 －   

４．ゴルフ会員権評価
損 

 2,250 －   

５．リース解約損  16,224 －   

６．長浜工場増築関連
損失 

 － 16,490   
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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） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

 
増減金額 
(△印減) 

 

７．減損損失 
 
８．その他 

※８ 
 
 

－

16,374 135,770 0.4

7,458

－

 
 

46,630 

 
 

0.2 △89,140

税引前当期純利益  6,104,590 20.1 3,988,993 15.0 △2,115,596

法人税、住民税及
び事業税 

 2,402,000 1,094,000   

法人税等調整額  22,193 2,424,193 8.0 144,173 1,238,173 4.6 △1,186,020

当期純利益  3,680,397 12.1 2,750,820 10.4 △929,576

前期繰越利益  259,865 1,107,779  847,913

中間配当額  236,426 532,330  295,904

当期未処分利益  3,703,836 3,326,269 △377,567
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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） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ 材料費  8,518,301 69.6 5,509,974 63.9 

Ⅱ 労務費 ※１ 895,658 7.3 764,056 8.9 

Ⅲ 外注加工費  1,243,026 10.2 727,147 8.4 

Ⅳ 経費 ※２ 1,584,394 12.9 1,618,459 18.8 

当期総製造費用  12,241,381 100.0 8,619,638 100.0 

仕掛品期首たな卸高  923,684  881,491  

合計  13,165,065  9,501,129  

仕掛品期末たな卸高  881,491  473,859  

当期製品製造原価  12,283,574  9,027,270  

      

 

（注） 

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） 

原価計算の方法 原価計算の方法 

組別（シリーズ別）総合原価計算を採用しておりま

す。 

組別（シリーズ別）総合原価計算を採用しておりま

す。 

※１ 労務費のうち、退職給付費用は62,108千円、賞

与引当金繰入額は116,142千円であります。 

※１ 労務費のうち、退職給付費用は31,734千円、賞

与引当金繰入額は84,835千円であります。 

※２ 経費のうち主なものは次のとおりであります。 ※２ 経費のうち主なものは次のとおりであります。 
  

消耗品費 205,033千円

賃借料 202,902 

運賃荷造費 144,760 

減価償却費 374,435 
  

  
消耗品費 162,238千円

賃借料 136,575 

運賃荷造費 95,635 

減価償却費 429,348 
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４．利益処分計算書（案）   

 

 

   

 

前事業年度 

（株主総会承認日 

  平成17年６月28日） 

当事業年度 

 （株主総会承認予定日 

  平成18年６月28日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益 

 

Ⅱ 利益処分額 

 

 

 

 

 

3,703,836 

 

 

 

 

3,326,26

9 

 

 

１．配当金  945,657  650,847  

２．役員賞与金   50,400   42,700  

（うち監査役賞与金）  (  2,600)  (  2,600)  

３．任意積立金      

1,600,000 2,596,057 1,440,00

0
2,133,547 

1,107,779 
1,192,72

1 

別途積立金 

 

Ⅲ 次期繰越利益 

 

 
  

 

 

 １株当たり配当金の内訳 

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） 

 

   

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 44.00 12.00 32.00 40.00 18.00 22.00 

 （内訳）       

  普通配当 24.00 12.00 12.00 40.00 18.00 22.00 

  記念配当 20.00 － 20.00 － － － 
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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） 

子会社株式…移動平均法による原価法 子会社株式…同左  １．有価証券の評価基準およ

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…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） 

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．デリバティブ等の評価基

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お

よび評価方法 

先入先出法による原価法 同左 

(1)有形固定資産…定率法 (1)有形固定資産…同左 ４．固定資産の減価償却の方

法 ただし、平成10年４月１日以降に取

得した建物（附属設備を除く）につ

いては、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

同左 

 建物         ３～50年  

 (2)無形固定資産…定額法 (2)無形固定資産…同左 

 なお、耐用年数については、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）に基づいてお

ります。また市場販売目的のソフト

ウェアについては販売可能な見込み

期間（３年内）に基づいております。

同左 

５．繰延資産の処理方法 社債発行差金…社債の償還期限までの期

間により毎期均等額を償

却しております。 

 

 

６．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、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 

７．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、一般債権につきましては貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権につきまし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 

 従業員への賞与の支給に備えるた

め、支給見込額に基づき計上してお

ります。 

同左 
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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

期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。  

なお、数理計算上の差異は発生時に

一括処理することとしております。

会計基準変更時差異については、適

用初年度に一括償却しております。

 

 

 

 

 

従業員の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

資産の見込額に基づき、計上してお

ります。  

ただし、当期末においては、年金資

産見込額が退職給付債務見込額を

超過しているため、超過額を前払年

金費用として投資その他の資産の

「その他の投資等」に含め貸借対照

表に計上しております。 

なお、数理計算上の差異は発生時に

一括処理することとしております。

（会計方針の変更） 

  当期より「「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）を適用しております。これ

により営業利益、経常利益及び税引

前当期純利益は123,953千円増加し

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 

 役員の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。 

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お

ります。 

同左 

９．ヘッジ会計の方法 (1)ヘッジ会計の方法 (1)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、為替予約取引について振当処

理の要件を満たす場合は、振当処理

を行うこととしております。 

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：為替予約取引等 ヘッジ手段：同左 

 ヘッジ対象：外貨建金銭債権債務及

び外貨建予定取引 

ヘッジ対象：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)ヘッジ方針 (3)ヘッジ方針 

 当社は、社内管理規程に基づき外貨

建取引のうち、当社に為替変動リス

クが帰属する場合は、そのリスクヘ

ッジのため、実需原則に基づき成約

時に為替予約取引等を行うものとし

ております。 

同左 

 (4)ヘッジ有効性評価の方法 (4)ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ開始時から有効性判定時点ま

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を比較

し、両者の変動額等を基礎にして判

断しております。 

同左 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 10．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

 税抜方式によっております。 同左 
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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。これにより、税引前当期純利益は7,458千円

減少しております。 

 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おり

ます。 

 
 
 
追加情報 

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） 

「地方税法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

入されたことに伴い、当事業年度から「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

ての実務上の取り扱い」（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）に従い法人事業税

の付加価値割及び資本割については、販売費及び一般

管理費に計上しております。この結果、販売費及び一

般管理費が50,339千円増加し、営業利益、経常利益お

よび税引前当期純利益が同額減少しております。 

 

 

 

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 関係会社に対する資産及び負債 ※１ 関係会社に対する資産及び負債 

区分掲記した以外で各科目に含まれているもの

は次のとおりであります。 

区分掲記した以外で各科目に含まれているもの

は次のとおりであります。 
  

売掛金  2,809,098千円

未収入金  396,055 

買掛高 107,983 
  

  
売掛金 3,754,325千円

未収入金           1,261,694  

買掛金 1,081,173  
  

※２ 有形固定資産の減価償却累計額 ※２ 有形固定資産の減価償却累計額 

3,474,327千円 

 

                                 3,843,242千円 
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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） 

  
※３ 会社が発行する株式の総数  

普通株式 79,000,000株 

発行済株式の総数  

普通株式 29,626,881株 
  

  
※３ 会社が発行する株式の総数  

普通株式 79,000,000株 

発行済株式の総数  

普通株式 29,662,851株 
    

４ 保証債務 株式会社名豊商

事 

218,667千円

  

  
４ 保証債務 ＪＣＭメイホウ

株式会社 

290,590千円

    
※５ 自己株式の保有数 

普通株式 75,090株
  

  
※５ 自己株式の保有数  

普通株式 78,869株
  

６ 商法施行規則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、 

272,459千円であります。 

６ 商法施行規則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、 

457,349円であります。 

 
 
 

（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    

 

 

 

 

※２ 販売費及び一般管理費の販売費に属する費用の

おおよその割合は54％であり、一般管理費に属

する費用のおおよその割合は46％であります。 

主要な費目および金額は次のとおりでありま

す。 

※１ 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。  

固定資産への振替        

販管費への振替        

その他      

17,187千円

6,843 

507 

      計 24,538 

※２ 販売費及び一般管理費の販売費に属する費用

のおおよその割合は51％であり、一般管理費に

属する費用のおおよその割合は49％でありま

す。主要な費目および金額は次のとおりであり

ます。 
  

給料・賞与 1,259,371千円

賞与引当金繰入額 272,607 

退職給付費用 141,164 

役員退職慰労引当金繰入額 25,906 

試験研究費 778,277 

業務委託費 590,441 

運賃荷造費 625,231 

支払手数料 1,115,930 

減価償却費 157,887 

貸倒引当金繰入額 29,592 
  

  
給料・賞与 1,272,776千円

賞与引当金繰入額 219,374 

退職給付費用 73,042 

役員退職慰労引当金繰入額 23,875 

試験研究費 835,951 

業務委託費 473,640 

運賃荷造費 662,635 

支払手数料 1,185,590 

減価償却費 184,841 

貸倒引当金繰入額 926 
  

（注） 試験研究費には賞与引当金繰入額61,012千円

が含まれております。 

（注） 試験研究費には賞与引当金繰入額66,845千円  

が含まれております。 

※３ 関係会社に対するものは、次のとおり含まれて

おります。 
  

売上高 12,574,279千円

仕入高 9,311,009 

受取配当金 1,187,760 
  

※３ 関係会社に対するものは、次のとおり含まれて

おります。 
  

売上高 12,693,327千円

仕入高 7,587,656 

受取配当金 1,371,355 
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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） 

※４ 研究開発費の総額 ※４ 研究開発費の総額 

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開

発費                         1,615,192千円 

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開

発費             1,654,979千円 

※５ 固定資産売却益の内容は、工具、器具及び備品

等12,274千円であります。 

※５ 固定資産売却益の内容は、工具、器具及び備品

等3,016千円であります。 

※６ 固定資産売却損の内容は、工具、器具及び備品

等5,256千円であります。 

※６ 固定資産売却損の内容は、工具、器具及び備品

等30千円であります。 

※７ 固定資産除却損の主な内容は、工具金型の廃棄

61,739千円等であります。 

 

※８ 

※７ 固定資産除却損の主な内容は、建物の除却

6,975千円及び工具、器具及び備品の除却5,327

千円等であります。 

※８ 減損損失 

  当事業年度において、当社は以下の資産について

減損損失を計上しております。 

用途 種類 場所 

遊休資産 土地 大阪府柏原市 

    
当社は、減損損失の算定に当たり、他の資産また

は資産グループから概ね独立したキャッシュ・フ

ローを生み出す最小の単位によって資産のグル

ーピングを行っております。なお、遊休資産につ

いては個別の物件ごとにグルーピングを行って

おります。 

減損損失を認識した遊休資産は、近年の継続的な

地価の下落により、帳簿価額に対し時価が著しく

下落したため、当該減少額(7,458千円)を減損損

失として特別損失に計上しております。なお、当

該遊休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、固定資産税評価額等を参考とし

て評価しております。 
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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） 

１．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、減損損失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） 

工具、器具及
び備品 

233,575 182,265 51,310

  

  
 

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） 

工具、器具及
び備品 

58,270 36,725 21,544

  
(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等 

  未経過リース料期末残高相当額 

１年内 32,029千円

１年超 19,280 

合計 51,310 

（注）なお、取得価額相当額及び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その割合が低い

ため、支払利子込み法により算定しております。 

１年内 15,031千円

１年超 6,513 

合計 21,544 

           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、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失 

支払リース料 81,742千円

減価償却費相当額   81,742    

(4)減価償却費相当額の算定方法 

支払リース料 36,329千円

減価償却費相当額   36,329    

(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 

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 

 未経過リース料 

 １年内 1,390千円

１年超 3,245 

合計 4,636 

 

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はありません。 

 

 
  
（有価証券関係） 
 前事業年度（平成 17 年３月 31 日） 

  子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 
 

 当事業年度（平成 18 年３月 31 日） 

  子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 
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（税効果会計関係） 

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．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主

な内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主

な内訳 
  

繰延税金資産 

賞与引当金 182,603千円

未払事業税否認 111,508 

退職給付引当金 25,209 

役員退職慰労引当金 107,027 

一括償却資産損金算入限度超
過額 

34,228 

投資有価証券評価損 25,031 

関係会社株式評価損 11,124 

ゴルフ会員権評価損 34,117 

貸倒引当金損金算入限度超過
額 

23,309 

たな卸資産評価損 190,754 

販売費及び一般管理費否認額 102,466 

無形固定資産否認額 

その他 

179,151 

4,567 

繰延税金資産合計 1,031,101 

繰延税金負債 

その他有価証券評価差額金 

 

△186,226 

繰延税金負債合計 △186,226 

繰延税金資産の純額 844,874 
  
 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間の差異の原因となった主要な項目別の

内訳 

  
繰延税金資産 

賞与引当金 150,648千円

未払事業税否認 21,231 

役員退職慰労引当金 104,794 

一括償却資産損金算入限度超
過額 

28,731 

投資有価証券評価損 23,795 

関係会社株式評価損 11,124 

ゴルフ会員権評価損 33,305 

貸倒引当金損金算入限度超過
額 

21,933 

たな卸資産評価損 188,409 

販売費及び一般管理費否認額 146,100 

無形固定資産否認額 

減損損失 

203,713 

3,028 

その他 436 

繰延税金資産合計 937,252 

繰延税金負債 

 前払年金費用     

その他有価証券評価差額金     

 

△50,324 

△312,592 

繰延税金負債合計 △362,917 

繰延税金資産の純額 574,335 
  
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間の差異の原因となった主要な項目別の

内訳 
  

法定実効税率 40.6％ 

（調整）  

間接外国税額控除 △5.8 

交際費等永久に損金に算入さ
れない項目 

0.7 

受取配当金等永久に益金に算
入されない項目 

△0.5 

住民税均等割等 0.3 

過年度見積差額 0.5 

移転価格税制 3.5 

その他 0.4 

税効果会計適用後の法人税等の
負担率 

39.7 

  

  
法定実効税率 40.6％ 

（調整）  

間接外国税額控除 △8.9 

交際費等永久に損金に算入さ
れない項目 

1.0 

受取配当金等永久に益金に算
入されない項目 

△1.3 

住民税均等割等 0.4 

過年度見積差額 △0.5 

その他 △0.3 

税効果会計適用後の法人税等の
負担率 

31.0 
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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 640円12銭

１株当たり当期純利益金額 122円82銭

潜在株式調整後１株当たり当期 純
利益金額 

  122円00銭
  

  
１株当たり純資産額 689円32銭

１株当たり当期純利益金額 91円59銭

潜在株式調整後１株当たり当期 純
利益金額 

91円40銭

  
（株式分割について） （株式分割について） 
当社は平成 16 年５月 20 日付で普通株式１株に対

し普通株式 1.1 株、また平成 17 年３月 18 日付で普

通株式１株に対し普通株式 1.5 株の割合で株式分割

を行いました。 

前期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合

の前事業年度における１株当たり情報については、

以下のとおりであります。 

 

 
１株当たり純資産額 539円69銭

１株当たり当期純利益金額 83円59銭

潜在株式調整後１株当たり当期 
純利益金額 

83円58銭
  

 

 

 
 

（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金額   

当期純利益（千円） 3,680,397 2,750,820 

普通株主に帰属しない金額（千円） 50,400 42,700 

（うち利益処分による役員賞与金） ( 50,400) ( 42,700) 

普通株式に係る当期純利益（千円） 3,629,997 2,708,120 

期中平均株式数（株） 29,554,736   29,567,465 

   

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） 198,521 63,581 

（うちストック・オプション） (198,521) (63,581) 

 
（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） 
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（２）役員の異動  

（平成18年６月28日付） 

 

役員の異動につきましては、平成18年５月12日付の「執行役員制度の導入及び役員の異動に関するお知らせ」

のとおりであります。 

 

 

以  上 
 




