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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 15 日 

会 社 名  エムケー精工株式会社         上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ 

コ ード番号  ５９０６                             本社所在都道府県  長野県 

（ＵＲＬ http://www.mkseiko.co.jp） 

代 表 者        役 職 名       代表取締役社長 

        氏    名 丸山 永樹 

問い合わせ先  責任者役職名  取締役管理本部長 

        氏    名 高橋   勇          ＴＥＬ（０２６）２７２－０６０１ 

決算取締役会開催日  平成 18 年５月 15 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 19 日       定時株主総会開催日 平成 18 年６月 16 日           

単元株制度採用の有無  有(1 単元 1,000 株) 
 
１．18 年３月期の業績（平成 17 年３月 21 日～平成 18 年３月 20 日） 

(1) 経営成績                        （金額の表示：百万円未満切り捨て） 

 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 19,606  （  8.6） 1,060  （△10.9） 1,079  （  7.7）

17 年３月期 18,062  （ 16.9） 1,190  （ 66.5） 1,002  （ 85.2）

 

 
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 709 （ 14.3）  45 61 44 91 8.2 5.1 5.5 

17 年３月期 621 （ 92.0）  40 03 39 67 7.7 4.6 5.5 

(注) ① 期中平均株式数   18 年３月期 15,060,886 株  17 年３月期 15,020,185 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 
 

 中 間 期 末 

配当金総額 

（年 間） 
配当性向 

株主資本 

配 当 率 

 円 銭 円 銭 円 銭 千円 ％ ％

18 年３月期 15 00 ── 15 00 226,549 32.9 2.6 

17 年３月期 10 00 ── 10 00 150,221 25.0 1.8 

(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    20,624    8,740       42.4 577 18 

17 年３月期    21,557    8,125       37.7 539 55 

(注) ① 期末発行済株式数   18 年３月期 15,103,320 株  17 年３月期 15,022,164 株 

    ② 期末自己株式数    18 年３月期 491,730 株  17 年３月期 572,886 株 
 

２．19 年３月期の業績予想（平成 18 年３月 21 日～平成 19 年３月 20 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 10,000 540 370 0 00 ── ── 

通 期 21,200 1,180 780 ── 18 00 18 00 

(参考) 1 株当たり予想当期純利益（通期） 51 円 64 銭 

※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に基づき作成したものであります。実際の業績は、

今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 
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６．個別財務諸表等 

 （1）貸借対照表 

  
前事業年度 

（平成17年３月20日） 
当事業年度 

（平成18年３月20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  11,275,988 52.3 10,393,035 50.4 △882,952

１．現金及び預金  1,237,065 1,347,086  110,020

２．受取手形 ※5･9 899,756 930,784  31,027

３．売掛金 ※５ 2,942,909 3,014,470  71,560

４．有価証券  9,999 9,999  △0

５．製品  2,833,977 2,098,676  △735,300

６．材料  1,599,685 1,438,761  △160,924

７．仕掛品  800,900 778,535  △22,364

８．貯蔵品  406,929 206,209  △200,720

９．前渡金  48,319 10,115  △38,204

10．前払費用  8,704 12,363  3,658

11．短期貸付金  262,764 285,276  22,512

12．未収入金  106,597 153,265  46,667

13．繰延税金資産  94,000 116,200  22,200

14．その他  43,999 16,063  △27,935

15．貸倒引当金  △19,620 △24,770  △5,150

    

Ⅱ 固定資産  10,281,293 47.7 10,231,462 49.6 △49,831

１．有形固定資産 ※７ 5,549,870 25.8 5,513,389 26.7 △36,481

(1）建物 ※１ 2,635,188 2,557,371  △77,816

(2）構築物 ※１ 60,845 65,258  4,412

(3）機械及び装置 ※１ 205,459 181,595  △23,864

(4）車輌及び運搬具  20,928 16,631  △4,296

(5）工具器具及び備品  128,738 132,484  3,745

(6）土地 ※１ 2,495,374 2,526,420  31,046

(7）建設仮勘定  3,335 33,627  30,291

２．無形固定資産  669,223 3.1 541,047 2.6 △128,176

(1）営業権  296,121 146,051  △150,070

(2）借地権  283,961 283,961  －

(3）ソフトウェア  29,114 53,045  23,930

(4）その他  60,025 57,989  △2,036
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前事業年度 

（平成17年３月20日） 
当事業年度 

（平成18年３月20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  4,062,199 18.8 4,177,025 20.3 114,826

(1）投資有価証券  1,369,392 1,632,698  263,306

(2）関係会社株式  1,071,000 991,000  △80,000

(3）出資金  3,906 3,886  △20

(4）関係会社出資金  1,279,538 1,279,538  －

(5）長期貸付金  101,645 102,761  1,116

(6）長期前払費用  30,206 36,468  6,262

(7）保険積立金  73,383 64,270  △9,113

(8）その他  354,539 290,678  △63,861

 (9）貸倒引当金  △221,411 △224,275  △2,863

資産合計  21,557,282 100.0 20,624,498 100.0 △932,783

    

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債  9,918,663 46.0 8,670,405 42.0 △1,248,258

１．支払手形  2,167,109 2,393,201  226,091

２．買掛金 ※５ 676,551 920,624  244,073

３．短期借入金 ※１ 3,255,000 1,885,000  △1,370,000

４．一年以内に返済予定の
長期借入金 

※１ 2,539,588 1,897,594  △641,993

５．未払金 ※５ 954,350 1,151,639  197,288

６．未払法人税等  31,142 67,409  36,267

７．預り金  45,101 41,615  △3,485

８．賞与引当金  235,013 290,500  55,487

９．その他  14,808 22,820  8,012

    

Ⅱ 固定負債  3,513,387 16.3 3,213,770 15.6 △299,616

１．長期借入金 ※１ 2,889,970 2,659,077  △230,892

２．繰延税金負債  182,710 212,461  29,750

３．退職給付引当金  372,155 330,659  △41,495

４．その他  68,551 11,572  △56,979

負債合計  13,432,051 62.3 11,884,176 57.6 △1,547,874
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前事業年度 

（平成17年３月20日） 
当事業年度 

（平成18年３月20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） 

（資本の部）     

Ⅰ 資本金 ※２ 3,373,552 15.6 3,373,552 16.4 －

Ⅱ 資本剰余金  2,932,373 13.6 2,956,621 14.3 24,247

１．資本準備金  632,373 655,289  22,916

２．その他資本剰余金  2,300,000 2,301,331  1,331

(1) 資本準備金減少差益  2,300,000 2,300,000  －

(2) 自己株式処分差益  － 1,331  1,331

Ⅲ 利益剰余金  1,766,016 8.2 2,305,670 11.2 539,654

１．利益準備金  302,000 302,000  －

２．任意積立金  665,250 988,290  323,040

(1）圧縮記帳積立金  254,290 248,290  △6,000

(2）特別償却準備金  960 －  △960

(3）別途積立金  410,000 740,000  330,000

３．当期未処分利益  798,766 1,015,380  216,614

Ⅳ その他有価証券評価差額金  243,080 1.1 271,463 1.3 28,383

Ⅴ 自己株式 ※３ △189,791 △0.8 △166,985 △0.8 22,805

資本合計  8,125,230 37.7 8,740,322 42.4 615,091

負債・資本合計  21,557,282 100.0 20,624,498 100.0 △932,783
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 （2）損益計算書 

  
前事業年度 

（自 平成16年３月21日 
至 平成17年３月20日） 

当事業年度 
（自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20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  18,062,109 100.0 19,606,556 100.0 1,544,447

Ⅱ 売上原価 ※1･2 11,990,463 66.4 13,485,161 68.8 1,494,698

売上総利益  6,071,645 33.6 6,121,394 31.2 49,748

Ⅲ 販売費及び一般管理費  4,881,538 27.0 5,061,081 25.8 179,542

１．販売促進費  260,767 318,896  58,129

２．倉敷料  64,473 39,276  △25,196

３．発送運賃  536,081 513,151  △22,929

４．広告宣伝費  130,408 104,178  △26,229

５．賃借料  340,894 313,168  △27,726

６．貸倒引当金繰入額  6,702 559  △6,142

７．役員報酬・給料手当  1,844,526 2,000,481  155,955

８．法定福利費  260,510 311,779  51,268

９．賞与引当金繰入額  124,313 162,940  38,627

10．減価償却費  245,426 269,952  24,525

11．その他  1,067,435 1,026,696  △40,739

営業利益  1,190,106 6.6 1,060,312 5.4 △129,793

Ⅳ 営業外収益  121,962 0.6 254,648 1.3 132,686

１．受取利息  12,836 7,970  △4,865

２．受取配当金  30,438 40,884  10,446

３．賃貸料収入  8,528 3,512  △5,015

４．その他  70,159 202,280  132,120

Ⅴ 営業外費用  309,784 1.7 235,354 1.2 △74,430

１．支払利息  233,911 178,339  △55,571

２．為替差損  － 2,050  2,050

３．その他  75,873 54,964  △20,908

経常利益  1,002,283 5.5 1,079,606 5.5 77,323

Ⅵ 特別利益  5,720 0.0 723,520 3.7 717,800

１．固定資産売却益 ※３ 54 3,187  3,133

２．投資有価証券売却益  359 717,886  717,526

３．貸倒引当金戻入益  5,306 2,447  △2,859
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前事業年度 

（自 平成16年３月21日 
至 平成17年３月20日） 

当事業年度 
（自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20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） 

Ⅶ 特別損失  409,781 2.3 1,073,232 5.5 663,450

１．たな卸資産評価損及び
処分損  76,659 979,190  902,531

２．固定資産売却除却損 ※４ 2,295 7,543  5,247

３．投資有価証券売却損  950 414  △535

４．貸倒引当金繰入額  99,876 85,000  △14,876

５．ゴルフ会員権売却損  － 1,084  1,084

６．債権放棄損  230,000 －  △230,000

税引前当期純利益  598,221 3.3 729,895 3.7 131,673

法人税、住民税及び事業税  31,696 31,391 0.2 △304

法人税等調整額  △54,705 △11,371 △0.1 43,333

当期純利益  621,231 3.4 709,875 3.6 88,644

前期繰越利益  177,534 305,504  127,969

当期未処分利益  798,766 1,015,380  216,614

   

 

 （3）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  798,766 1,015,380 216,614

Ⅱ 任意積立金取崩額  6,960 5,692 △1,267

１．圧縮記帳積立金取崩額  6,000 5,692 △307

２．特別償却準備金取崩額  960 － △960

 合計  805,726 1,021,072 215,346

Ⅲ 利益処分額  500,221 649,549 149,328

１．配当金  150,221 226,549 76,328

２．役員賞与金  20,000 23,000 3,000

３．別途積立金  330,000 400,000 70,000

Ⅳ 次期繰越利益  305,504 371,522 66,018

（注）１．利益配当金は自己株式分を除いて計上しております。 

２．その他資本剰余金2,301,331,427円は、次期に繰り越すことといたします。 
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重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 平成16年３月21日 
至 平成17年３月20日） 

当事業年度 
（自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日） 

(1）満期保有目的債券 (1）満期保有目的債券 １．有価証券の評価基準及び

評価方法 償却原価法（定額法） 同左 

 (2）子会社株式及び関連会社株式 (2）子会社株式及び関連会社株式 

 移動平均法による原価法 同左 

 (3）その他有価証券 (3）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） 

同左 

 時価のないもの 時価のないもの 

 移動平均法に基づく原価法 同左 

２．デリバティブの評価基準

及び評価方法 

 時価法 同左 

(1）製品、材料及び仕掛品 (1）製品、材料及び仕掛品 ３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 総平均法に基づく原価法 同左 

 (2）貯蔵品 (2）貯蔵品 

 終仕入原価法 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  建物（建物附属設備を除く。以下、同

じ。）は定額法、建物以外は定率法によ

っております。 

 なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。 

同左 

 建物     ７年～49年 

機械及び装置 12年 

 

 (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、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 

５．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

益として処理しております。 

同左 

６．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 

  売上債権、貸付金等の貸倒損失に備え

るため、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、回収

不能見込額を計上しております。 

同左 

 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 

  従業員の賞与支給に備えるため、支給

見込額を基準として計上しております。

同左 
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項目 
前事業年度 

（自 平成16年３月21日 
至 平成17年３月20日） 

当事業年度 
（自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20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おりま

す。 

 なお、会計基準変更時差異については、

15年による按分額を費用処理しておりま

す。 

 過去勤務債務については、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間内の一定の

年数（５年）による定額法により費用処

理しております。 

 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おり

ます。 

同左 

 （追加情報） 

 当社は、確定給付企業年金法の施行に

伴い、厚生年金基金の代行部分について、

平成16年６月１日に厚生労働大臣から過

去分返上の認可を受け、平成16年９月24

日に国に返還額（ 低責任準備金）の納

付を行いました。 

  当該返還額は993,144千円で、将来分支

給義務免除の認可の日における返還相当

額996,352千円との差額3,207千円は数理

計算上の差異として扱っております。 

───── 

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．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 

  繰延ヘッジ処理を採用しております。

また、為替変動リスクのヘッジについて

振当処理の要件を充たしている場合には

振当処理を、金利スワップについて特例

処理の条件を充たしている場合には特例

処理を採用しております。 

同左 
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項目 
前事業年度 

（自 平成16年３月21日 
至 平成17年３月20日） 

当事業年度 
（自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日） 

 (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…金利スワップ、通貨スワ

ップ、通貨オプション 

ヘッジ手段…金利スワップ、通貨スワ

ップ、通貨オプション、

為替予約 

 ヘッジ対象…借入金、買掛金 ヘッジ対象…同左 

 (3）ヘッジ方針 (3）ヘッジ方針 

  金利リスク、為替リスクの低減並びに

金融収支改善のため、対象債務の範囲内

でヘッジを行っております。 

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定しております。

ただし、特例処理によっている金利スワ

ップについては有効性の評価を省略して

おります。 

同左 

(1）消費税等の会計処理方法 (1）消費税等の会計処理方法 

 消費税等の会計処理方法は、税抜方式

を採用しております。 

同左 

(2) ────── (2) 外形標準課税 

９．その他財務諸表作成のた

めの重要な事項 

 （追加情報） 

 ｢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

36,233千円増加し、営業利益、経常利益

及び税引前当期純利益が、同額減少して

おります。 

 



 －39－

表示方法の変更 

前事業年度 
（自 平成16年３月21日 
至 平成17年３月20日） 

当事業年度 
（自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日） 

（貸借対照表） 

 前事業年度末まで流動資産の｢その他｣に含めて表示し

ておりました｢短期貸付金｣は、当事業年度末において、

資産の総額の100分の１を超えたため区分掲記しました。

 なお、前事業年度末の｢短期貸付金｣は800千円でありま

す。 

 投資事業組合出資金は、前事業年度末までは投資その

他の資産の｢その他｣に含めて表示しておりましたが、平

成16年12月１日施行の改正証券取引法の規定により、当

事業年度末からは｢投資有価証券｣に含めて表示しており

ます。 

  当該金額は次のとおりであります。 

────── 

  前事業年度末 

  当事業年度末 

30,639千円 

41,061千円 

  

（損益計算書） 

 前事業年度まで販売費及び一般管理費の｢その他｣に含

めて表示しておりました｢法定福利費｣は、当事業年度に

おいて、販売費及び一般管理費の総額の100分の５を超え

たため区分掲記しました。 

  なお、前事業年度の｢法定福利費｣は174,950千円であり

ます。 

────── 
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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20日） 
当事業年度 

（平成18年３月20日） 

※１．次の債務に対して下記の資産を担保に供しておりま

す。 

※１．次の債務に対して下記の資産を担保に供しておりま

す。 
 

短期借入金 1,306,942千円

長期借入金 

（一年以内返済予定分を含む） 
3,273,058 〃

合計 4,580,000 〃
  

 
短期借入金 830,000千円

長期借入金 

（一年以内返済予定分を含む） 
3,269,270 〃

合計 4,099,270 〃
  

担保の内訳 担保の内訳 
 

建物 2,570,711千円

構築物 51,873 〃

機械及び装置 204,135 〃

土地 2,376,983 〃

合計 5,203,703 〃
  

 
建物 2,458,484千円

構築物 55,173 〃

機械及び装置 180,627 〃

土地 2,376,983 〃

合計 5,071,268 〃
  

 上記の資産のうち工場財団を組成しているものは、

建物2,461,930千円、構築物51,873千円、機械及び装置

204,135千円、土地1,611,137千円、合計4,329,076千円

であり、その対象債務は、短期借入金のうち1,086,942

千円、長期借入金のうち2,523,058千円であります。 

 上記の資産のうち工場財団を組成しているものは、

建物2,351,840千円、構築物55,173千円、機械及び装置

180,627千円、土地1,611,137千円、合計4,198,778千円

であり、その対象債務は、短期借入金のうち750,000

千円、長期借入金のうち2,519,270千円であります。 
 
※２．授権株式数 普通株式 54,930千株

発行済株式総数 普通株式 15,595 〃
  

 
※２．授権株式数 普通株式 54,930 千株

発行済株式総数 普通株式 15,595 〃
  

 ただし、自己株式の消却が行われた場合には、これ

に相当する株式数を減ずることができる旨定款で定め

ております。 

 ただし、自己株式の消却が行われた場合には、これ

に相当する株式数を減ずることができる旨定款で定め

ております。 

※３．自己株式 ※３．自己株式 

 当社が保有する自己株式の数は、普通株式572,886

株であります。 

 当社が保有する自己株式の数は、普通株式491,730

株であります。 

４．保証債務 ４．保証債務 
 

 保証先 保証金額（千円） 備考 

エムケー興産㈱ 814,417 
金融機関から
の借入金 

エムケー電子㈱ 111,721 〃 

信濃輸送㈱ 19,000 〃 

ビッグトップ㈱ 14,835 リース契約 

合計 959,973  
 

 
 保証先 保証金額（千円） 備考 

エムケー興産㈱ 721,937 
金融機関から
の借入金 

エムケー電子㈱ 94,161 〃 

信濃輸送㈱ 16,288 〃 

ビッグトップ㈱ 11,165 リース契約 

合計 843,551  
 

※５．関係会社に対する注記 ※５．関係会社に対する注記 

 区分掲記されたもの以外で、関係会社に対する主な

資産、負債は次のとおりであります。 

 区分掲記されたもの以外で、関係会社に対する主な

資産、負債は次のとおりであります。 
 

受取手形 10,549千円

売掛金 53,521 〃

未払金 70,983 〃

買掛金 266,192 〃
  

 
売掛金 18,583千円

未払金 29,440 〃

買掛金 495,768 〃
  

 
６．受取手形割引高 1,606,099千円

  

 
６．受取手形割引高 1,238,681千円

  
（うち、関係会社受取手形割引高 9,927千円） （うち、関係会社受取手形割引高  － 千円） 
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前事業年度 
（平成17年３月20日） 

当事業年度 
（平成18年３月20日） 

※７．有形固定資産の減価償却累計額は8,691,746千円であ

ります。 

※７．有形固定資産の減価償却累計額は8,843,351千円であ

ります。 

 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243,080千円

であります。 

 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271,463千円

であります。 

※９．期末日満期手形 

   期末日満期手形の会計処理については、当期の末日

は金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われた

ものとして処理しております。期末日満期手形の金額

は次のとおりであります。 

   受取手形                971千円 

※９．──────   

 
（損益計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成16年３月21日 
至 平成17年３月20日） 

当事業年度 
（自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日） 

※１．他勘定振替高 ※１．他勘定振替高 

 広告宣伝費等、販売費へ計上したものであります。  広告宣伝費等、販売費へ計上したものであります。

※２．研究開発費の総額 ※２．研究開発費の総額 

   当期製造費用に含まれる研究開発費 832,687千円    当期製造費用に含まれる研究開発費 861,068千円

※３. ────── ※３．固定資産売却益 

     建物               1,661千円

土地               1,526 〃 

※４．固定資産売却除却損 ※４．固定資産売却除却損 

   固定資産除却損 

    建物                 719千円

    機械及び装置             165 〃 

    車輌及び運搬具             735 〃 

    工具器具及び備品           674 〃 

固定資産除却損 

    建物                 165千円

    機械及び装置            6,982 〃 

    車輌及び運搬具             375 〃  

※５．関係会社との取引高 

 前事業年度において当社の100％子会社でありま

したエムケー北海道販売㈱、エムケー東北販売㈱、

エムケー関東販売㈱は当社に吸収合併となり、エム

ケー中京販売㈱、エムケー関西販売㈱、エムケー九

州販売㈱は解散いたしました。 

 よって、当事業年度において上記６社は関係会社

に該当しなくなり、結果として当社における関係会

社との取引高が減少したため該当事項はありませ

ん。 

※５．関係会社との取引高 

前事業年度において当社の100％子会社でありま

した長野エムケー販売㈱、㈱エムケーネットは当社

に吸収合併となりました。 

 よって、当事業年度において上記２社は関係会社

に該当しなくなり、結果として当社における関係会

社との取引高が減少したため該当事項はありませ

ん。 
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（リース取引関係） 
前事業年度 

（自 平成16年３月21日 
至 平成17年３月20日） 

当事業年度 
（自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20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 
（千円） 

減 価 償 却
累 計 額 相
当額 
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円） 

機械及び装置 544,357 160,975 383,382

工具器具及び備品 412,100 243,151 168,949

車輌運搬具 3,961 936 3,024

ソフトウェア 105,329 43,391 61,937

合計 1,065,749 448,455 617,294
  

 

 
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）

機械及び装置 582,485 253,415 329,070

工具器具及び備品 353,658 209,849 143,808

車輌運搬具 3,961 1,728 2,232

ソフトウェア 94,196 54,167 40,029

合計 1,034,302 519,161 515,141
  

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額 
 

１年内 198,264千円

１年超 435,406千円

合計 633,670千円
  

 
１年内 182,279千円

１年超 364,970千円

 合計 547,250千円 千
  

(3)支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 (3)支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 
 

支払リース料 220,380千円

減価償却費相当額 201,900千円

支払利息相当額 22,154千円
  

 
支払リース料 224,993千円

減価償却費相当額 204,327千円 千

支払利息相当額 20,418千円 千
  

(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 

(5）利息相当額の算定方法 (5）利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息

法によっております。 

同左 

 
（有価証券関係） 
 前事業年度（平成 17 年３月 20 日現在）及び当事業年度（平成 18 年３月 20 日現在）における子会社

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 

（自 平成16年３月21日 
至 平成17年３月20日） 

当事業年度 
（自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20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
 

繰延税金資産 （千円）

貸倒引当金損金算入限度超過額 82,694

賞与引当金損金算入限度超過額 94,000

退職給付引当金損金算入限度超過額 144,705

棚卸資産処分損否認 13,160

繰越欠損金 1,029,933

関係会社株式評価損否認 28,000

その他 35,149

繰延税金資産小計 1,427,643

 評価性引当額 △1,188,773

繰延税金資産合計 238,870
  

 
繰延税金資産 （千円）

賞与引当金損金算入限度超過額 116,200

退職給付引当金損金算入限度超過額 130,185

棚卸資産処分損否認 288,108

繰越欠損金 462,168

その他 87,808

繰延税金資産小計 1,084,471

 評価性引当額 △838,028

繰延税金資産合計 246,443
  

 
繰延税金負債 

圧縮記帳積立金 165,527

その他有価証券評価差額金 162,053

繰延税金負債計 327,580

繰延税金負債の純額 88,710

 
  

 
繰延税金負債 

圧縮記帳積立金 161,728

その他有価証券評価差額金 180,975

繰延税金負債計 342,704

繰延税金負債の純額 96,261

 
  

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 

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 

法定実行税率 40.0（％）

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されない

項目 
3.0

住民税均等割 5.2

受取配当金等永久に益金に算入され

ない項目 
△1.0

 繰延税金資産を計上していなかった

将来減算一時差異の解消 
△51.0

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △3.8

 
 

法定実行税率 40.0（％）

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されない

項目 
2.3

住民税均等割 4.3

受取配当金等永久に益金に算入され

ない項目 
△1.0

 繰延税金資産を計上していなかった

将来減算一時差異の解消 
△42.9

税効果会計適用後の法人税等の負担率 2.7
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（１株当たり情報） 
前事業年度 

（自 平成16年３月21日 
至 平成17年３月20日） 

当事業年度 
（自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日） 

 
１株当たり純資産額 539円55銭

１株当たり当期純利益金額 40円03銭

潜在株式調整後１株当たり当期
純利益金額 

39円67銭

 

 
１株当たり純資産額 577円18銭

１株当たり当期純利益金額 45円61銭

潜在株式調整後１株当たり当期
純利益金額 

44円91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３月21日 
至 平成17年３月20日） 

当事業年度 
（自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日） 

１株当たり当期純利益金額   

 当期純利益（千円） 621,231 709,875 

 普通株主に帰属しない金額（千円） 20,000 23,000 

 （うち利益処分による役員賞与金） （20,000） （23,000） 

 普通株式に係る当期純利益（千円） 601,231 686,875 

 普通株式期中平均株式数（千株） 15,020 15,060 

   

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（千株） 134 232 

 （うち自己株式取得方式によるストックオプシ

ョン） 
（134） （232） 

 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 

 平成12年６月16日定時株主総

会決議による自己株式取得方式

のストックオプション（株式の

数200千株） 

────── 
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（重要な後発事象） 

前事業年度 
（自 平成16年３月21日 
至 平成17年３月20日） 

当事業年度 
（自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日） 

（長野エムケー販売㈱及び㈱エムケーネットとの合併) 

当社は、当社グループ経営効率 適化の一環として、

も効率的な体制を構築するため、平成 17 年１月 20 日の取

締役会において、当社の 100％子会社である長野エムケー

販売株式会社及び株式会社エムケーネットを当社に吸収

合併することを決議し、同日に同２社と合併契約を締結い

たしました。当社は、商法第 413 条ノ３第１項の規定によ

り合併契約書の株主総会の承認を得ずに合併することと

し、長野エムケー販売株式会社及び株式会社エムケーネッ

トは、平成 17 年２月３日開催の臨時株主総会において合

併契約書の承認を受け、平成 17 年３月 21 日をもって合併

いたしました。 

  合併に関する事項の概要は、次のとおりであります。

(1) 合併の方法 

  当社を存続会社とし、長野エムケー販売株式会社お

よび株式会社エムケーネットを解散会社とする吸収合

併。 

(2) 合併に際し発行する株式及び資本金 

  当社は、長野エムケー販売株式会社及び株式会社エ

ムケーネットの全株式を所有していたので、この合併

にあたり同２社の全株式を無償消却し、合併による新

株式の発行及び資本金の増加は行いませんでした。 

(3) 合併期日 

  平成 17 年３月 21 日 

(4) 会社財産の引き継ぎ 

  当社は合併期日である平成17年３月21日をもって、

長野エムケー販売株式会社および株式会社エムケーネ

ットから資産、負債及び権利義務の一切を引き継ぎま

した。 

  なお、同２社から引き継いだ資産及び負債の額は以

下のとおりであります。 

 ①長野エムケー販売株式会社より引き継いだ資産及び

負債の額 

   資産合計 108,880 千円 

   （流動資産 99,400 千円、固定資産 9,480 千円）

   負債合計 57,967 千円 

   （流動負債 57,967 千円、固定負債  －千円）

 ②株式会社エムケーネットより引き継いだ資産及び負

債の額 

   資産合計 62,994 千円 

   （流動資産 61,438 千円、固定資産 1,556 千円）

   負債合計 10,991 千円 

   （流動負債 10,991千円、固定負債  －千円）

────── 

────── （株式会社ニューストとの再建支援に関する合意書締

結について） 

当社は、平成 18 年５月１日付で、平成 18 年４月 19 日

に東京地方裁判所に民事再生法適用の申請を行った株式

会社ニューストとの間で、当社がスポンサーとして事業再

建を支援していく旨の合意書を締結いたしました。 

合意書および株式会社ニューストの概要、ならびに再建

支援の目的は以下のとおりであります。 
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前事業年度 
（自 平成16年３月21日 
至 平成17年３月20日） 

当事業年度 
（自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日） 

 (1) 基本合意の主な内容における支援の骨子 

株式会社ニューストは、再生計画に基づき100％減

資し、第三者割当により当社の出資による完全子会社

となる予定です。 

(2) 株式会社ニューストの概要 

（平成18年４月20日現在） 

①商号     株式会社ニュースト 

②設立     昭和43年４月 

③本店所在地  長野県長野市川中島四ツ屋1216 

④資本金    86,000千円 

⑤代表者    代表取締役 力 芳明 

⑥主な事業内容 建具工事業、管工事業 

(3) 再建支援の目的 

株式会社ニューストは、木材とアルミを組み合わせ

た枠窓や窓ガラスを主体にその他、空調及びパネルな

どの設計、製作、販売、施行までを行うメーカーで、

売上高規模は長野県内建具工事業者としては上位に

ランクされております。 

近年、競争の激化、公共事業の縮小、民間設備投資

減退などの影響により、売上が低迷していたことに加

え、バブル期の設備投資負担や新商品開発投資に伴う

借入金負担が資金繰りを圧迫して、民事再生法の適用

申請に到ったものでありますが、同社の主力でありま

す窓枠、窓ガラス等の独自性は市場でも評価されてお

ります。従いまして、今後、生産方式・管理の改善な

どの生産合理化や、販売手法の改善、経費削減を含む

経営改革が図られれば充分採算の取れる事業になる

と考えております。 

また、同社の全国にわたる販売網や販売チャネル、

営業力を当社の事業、特に情報機器の分野において、

複合営業させることなど有効活用すれば、当社事業の

営業におけるディーラー援助等による効果が期待さ

れ、業績向上に寄与することを企図しております。 

従いまして、同社の再生を図るとともに、シナジー

効果により当社グループの総合的収益向上に資する

ものと確信しております。 
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７．役員の異動（平成 18 年６月 16 日付） 

（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 

   ①新任取締役候補 

     取締役 生活機器営業本部長   寺島 久男（現 執行役員生活機器営業本部長） 

     取締役 メンテナンス事業本部長 小林 信重（現 メンテナンス事業本部長） 

     取締役 生産本部副本部長    手塚 武文（現 生産本部副本部長） 

     取締役 商品開発研究所副所長  早川 和弘（現 商品開発研究所副所長） 

   ②退任予定取締役 

     丸山繁夫 （現 取締役） 

     村石勝重 （現 取締役） 

   ③新任監査役候補 

    （非常勤）監査役 青木 元吉  （現 マルモトフーズ代表） 

       （注）青木元吉氏は、社外監査役候補者であります。 

   ④退任予定監査役 

     該当事項はありません。 

   ⑤昇格予定取締役 

     専務取締役 情報機器営業本部長  外山 利政（現 常務取締役情報機器営業本部長） 

     専務取締役 生産本部長      山岸 正佳（現 常務取締役生産本部長） 

     常務取締役 商品開発研究所長   竹田 唱一（現 取締役商品開発研究所長） 

     常務取締役 オート機器営業本部長 倉崎 一由（現 取締役オート機器営業本部長） 

     常務取締役 経理本部長      関  貞夫（現 取締役経理本部長） 

     常務取締役 管理本部長      高橋  勇（現 取締役管理本部長） 

 

   ⑥新任執行役員候補 

     執行役員 経理本部副本部長        竹内 賢治（現 経理本部副本部長） 

 

 

                                          以  上 

 


