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平成 １８ 年 ３ 月期    決算短信（非連結）         平成18年５月15日 
上 場 会 社 名         大成ラミック株式会社                     上場取引所    東京（市場第一部） 
コ ー ド 番 号           ４９９４                                  本社所在都道府県 埼玉県 
（ＵＲＬ  http://www.lamick.co.jp  ） 
代  表  者 役職名 代表取締役社長    氏名 木村  登 
問合せ先責任者 役職名 専務取締役管理本部長 氏名 木村 義成   ＴＥＬ (0480)97－0224 
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22日     定時株主総会開催日 平成18年６月21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               （注）記載金額は、百万円未満を切捨てて表示しております。 
 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 
17年３月期 

14,339     6.3 
13,487       6.0 

    1,417       4.2 
1,360      11.6 

 1,436       4.1 
1,379      12.2 

 

 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 
17年３月期 

 886     10.1 
805     13.9 

133.98 
124.26 

－ 
－ 
 

9.4 
8.9 

11.0 
11.2 

10.0 
10.2 

(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     6,299,960株        17年３月期   6,299,985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     

  円 銭 円 銭  円 銭 百万円 ％ ％ 
18年３月期 
17年３月期 

66.00 
60.00 

33.00 
30.00 

33.00 
30.00 

415 
377 

49.3 
48.3 

4.3 
4.1 

 
(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 
17年３月期 

13,390 
12,816 

9,727 
9,205 

72.6 
71.8 
   

1,537.41 
1,457.74 

(注) ①期末発行済株式数 18年３月期  6,299,960株      17年３月期   6,299,960株 
    ②期末自己株式数   18年３月期           40株      17年３月期           40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          

 百万円 百万円 百万円 百万円 

18年３月期 
17年３月期 

1,641 
1,119 

△930 
△455 

△396 
△408 

1,860 
1,546 

 
 
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 

通   期 
7,784 
15,223 

805 
1,413 

468 
821 

33.00 
―  

―  
33.00 

―  
66.00 

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期) 130円45銭 

 
※上記の予想は、本資料の発表日時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、様々な要因の変化

により実際の業績は、これらの予想数値と異なる可能性があります。なお、上記業績予想に関する事項は

添付資料６ページを参照ください。 
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１．企業集団の状況 

 

 当社の企業集団は、大成ラミック株式会社（当社）、子会社１社（株式会社グリーンパックス）に

より構成され、液体・粘体自動充填用フィルムと高速自動充填機の販売を主な事業内容としておりま

す。 

 事業系統図は次のとおりであります。 

 

 

[事業系統図] 

 

 

（液体・粘体自動充填用フィルム） 

 

 

原材料の仕入             包装フィルムの製造・販売 

 

 

 

 

 

（高速自動充填機） 

 

 

充填機の仕入           充填機の販売、ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ 

 

 

 

 

 

シリンダー、仕掛品等の運送および管理 

 

 

 

 

     (注)非連結子会社であります。 
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（子会社） 
株式会社グリーンパックス(注) 
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２．経営方針 
 

会社の経営の基本方針 

わが国の軟包装資材業界の黎明期に創業した当社は、「液体包装」に経営資源を集中・特化し、    

高速自動充填機を開発、「液体・粘体自動充填用フィルム」・「高速自動充填機」・「充填研修」の三位

一体・一元管理を当社独自のビジネスモデルとして進化させ、業容を拡大してまいりました。これ

らを支える当社の経営理念は、「開発商品が社会変化に適合し、社会・市場が喜んで受け入れるもの

であること」「限られた経営資源を高付加価値商品に集中・特化した独創的なシステム構築」で常に

国内全域を網羅し、機動的に事業展開することを経営の基本方針としております。 

 

会社の利益配分に関する基本方針 

当社は、株主に対する利益配分と株主資本利益率の向上を経営の重要政策の一つとして位置づけ

ており、積極的に株主の皆様へ利益還元を行う方針であります。つきましては、配当性向の目安を

50％にしており、これを維持、継続するよう努めます。 

内部留保金につきましては、今後の競争力強化のため、受注高および販売動向による中長期観点

からの設備投資に充当し、事業規模拡大のために有効活用していく方針であります。 

 

中長期的な会社の経営戦略 

当社が主力とする食品業界においては、少子・高齢化社会の到来とともに、内食・中食・外食と

食機会の多様化が進み、食品の安全・安心はもとより、利便性、低価格にこだわる消費志向が一層

顕著となっております。 

このような状況のなか、液体包装に関する真の市場ニーズ・情報等を整理・分析し、各ユーザー

からの要求に対処すべく、以下の戦略を行います。 

「包装フィルム部門」 

(1)少ロット・短納期を一層推進し、ユーザーの在庫極小化への貢献を目指します。 

(2)本社新工場生産設備のフル稼働を確保するとともに、徹底したコストダウンに努めます。 

(3)主力とする食品業界に加え、化粧品・健康食品業界へ事業領域を拡大し、更なる売上の増進を

目指します。 

(4)液体・粘体小袋に加え、業務用大袋や連続生産を可能とする「ノンテープジョイントフィルム」

などの拡販を図ります。 

(5)レトルト袋、チャック袋、口栓付スタンドパックなど高付加価値商品の開発を進め、中袋・大

袋のラインナップの充実を図ります。 

「包装機械部門」 

(1)高速自動充填機「NT-DANGAN」を、主力とする食品業界に加え、化粧品・健康食品業界に対し

て積極的に拡販いたします。 

(2)中袋・大袋需要に対応した「NT-DANGAN大容量・大々容量タイプ」、「NT-DANGAN Ｌタイプ」、

連続生産が可能な「オートスプライス一体型NT-DANGAN」など新製品の拡販に努めます。 

(3)新型液体用複合容器「ＰＩＣ（Pouch In Carton）」の開発並びに酵母菌によるガス発生量で冷

蔵食品の安全性が目視確認できる「低温管理インジケータ」およびラミネーション複合技術、

高精度高速ヒートシール技術を活用した非接触ＩＣタグの量産化を進め、販売体制を構築いた

します。 
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会社の対処すべき課題 

今後の経済見通しにつきましては、景気は引続き回復するものと思われますが、原油価格高騰の

影響が懸念され、当社が主力とする食品業界は予断を許さない状況にあります。 

このような状況のもと、包装フィルム部門につきましては、本年４月に札幌営業所を開設し、全

国販売網による営業力の強化を図り、新規顧客の開拓、営業の深耕を推し進めてまいります。また、

第４次生産設備増設による更なる生産力・品質管理体制の強化を図り、原材料価格の動向や環境問

題への対応など、いかなる経営環境の変化にも迅速かつ効果的に対応できる経営体制の確立と、企

業価値の向上に努めてまいります。 

包装機械部門につきましては、平成４年に発売を開始しました高速自動充填機「NT-DANGAN」の累

計出荷台数が約500台となり、メンテナンスなどサポート体制の充実を図るとともに、顧客のニー

ズに応じた積極的な営業を目指してまいります。 

また、新型液体用複合容器「ＰＩＣ（Pouch In Carton）」の開発や販売体制の構築など、将来の

事業基盤強化に向けた研究開発を行ってまいります。 

 

 

３．経営成績及び財政状態 
 

（１）経営成績 

当事業年度におけるわが国経済は、企業収益の改善を背景に設備投資や個人消費が増加し、

景気は回復基調で推移いたしました。しかしながら、国際情勢に伴う原油価格の動向や国内の

金融政策などの先行き不透明な要因もあります。 

当軟包装資材業界におきましては、樹脂、フィルム等の原材料価格の高騰による影響もあり、

依然不安定な状況が続いております。 

このような状況下において、当社は、全社を挙げて積極的な営業活動を展開し、受注量の確

保と売上高の増加に努めました。 

その結果、売上高は143億39百万円（前年同期比6.3％増）となり、利益面では、経常利

益は14億36百万円（同4.1％増）、当期純利益は８億86百万円（同10.1％増）と増収増益と

なりました。 

部門別概況は次のとおりであります。 

「包装フィルム部門」 

包装フィルム部門につきましては、液体包装に特化した事業展開を基盤に顧客のニーズを

的確に捉え、高品質・短納期・安定供給の強みを活かした積極的な営業活動を展開いたしま

した。また、度重なる原材料の値上げ分については、主に本社新工場生産設備の増設による

内製化を推し進め生産力・技術力を強化し、生産効率の更なる向上を図りました。 

その結果、包装フィルム部門の売上高は129億85百万円（前年同期比5.7％増）となりま

した。 

 

「包装機械部門」 

包装機械部門につきましては、前期後半からの堅調な商談と拡販のもと、液体充填のノウ

ハウを基本軸に包装機械ＳＥ部門を中心とした、従来の液体小袋充填から業務用大袋充填ま

でにおよぶサポート体制の強化を図り、より充実した顧客サービスに全力を挙げました。 

その結果、包装機械部門の売上高は13億53百万円（前年同期比12.1％増）となりました。 
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（２）財政状態 

 

キャッシュ・フロー 

 

当事業年度における現金及び預金同等物（以下｢資金｣という。）は、投資活動による支出が９億

30百万円、財務活動による支出が３億96百万円あったものの、営業活動による収入が16億41百

万円あったことにより、前事業年度末に比べ３億14百万円の増加になり、当事業年度末には18億

60百万円（前年同期比20.4％増）となりました。 

  当事業年度における各キャッシュ・フロ－の状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当事業年度における営業活動の結果得られた資金は16億41百万円（同46.6％増）となりまし

た。これは主に、法人税等の支払額５億77百万円、保険差益91百万円、たな卸資産の増加額68

百万円等があったものの、税引前当期純利益15億13百万円、減価償却費５億26百万円、仕入債

務の増加額１億22百万円、受取保険金による収入１億４百万円、売上債権の減少額85百万円等

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９億30百万円（同104.3％増）となりました。これは主に、本

社新工場生産設備等の有形固定資産の取得による支出９億13百万円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） 

財務活動の結果使用した資金は３億96百万円（同3.0％減）となりました。 

これは、資金使途として配当金の支払額３億96百万円によるものであります。 

 

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39期 

平成16年３月期 

第40期 

平成17年３月期 

第41期 

平成18年３月期 

自己資本比率（％） 74.3 71.8 72.6 

時価ベースの自己資本比率（％） 135.8 130.3 169.8 

債務償還年数（年） － － － 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 601.6 － － 

 
※自己資本比率：自己資本／総資産 
 時価ベースの自己資本比率：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． 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数(自己株式控除後)により算出しております。 

２．営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを

使用しております。 

 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すべての負債を対象と

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。 
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（３）通期の見通し 

 

平成19年３月期の業績見通しにつきましては、売上高152億23百万円（前年同期比6.2％増）、

経常利益14億13百万円（同1.6％減）、当期純利益８億21百万円（同7.3％減）を予定しており

ます。 

 

（４）事業等のリスク 

 

① 原材料の仕入価格の変動について 

当社で製造する包装フィルムの主原料は石油化学製品であり、原材料の仕入値は国際的な原油

市場と関係があるため、原油価格の大幅な価格変動が数ヵ月後の原材料価格動向に影響をおよぼ

す傾向があります。 

通常の取引時においては、原油価格の市況変動よりも国内製品の需給によって取引条件が決定

される場合が多いため、これまで原油価格の国際的な市況変動が仕入価格に即座に反映された経

験はありません。しかしながら、当社の全売上高に占めるフィルム製品の売上高は、売上高の大

部分を占めており、国際石油価格の著しい変動によって、国際石油化学製品市場に大幅な変化が

発生することになった場合には、仕入価格の上昇によって当社の経営成績は影響を受ける可能性

があります。 

② 日本精機株式会社との自動充填包装機の共同開発・仕入価格の変動について 

当社は日本精機株式会社との共同により、高速自動充填機「NT-DANGAN」の開発事業を行って

おり、当社は当該充填機の独占的販売権を有しております。日本精機株式会社との共同開発にお

ける契約は平成９年１月に締結し、以後１ヶ年ごとの自動更新となっております。また、鉄鋼価

格の市場変動により大幅な変化が発生することになった場合には、仕入価格の上昇によって当社

の経営成績は影響を受ける可能性があります。 

③ 容器包装リサイクル法等の環境保護法について 

当社の事業は容器包装リサイクル法等の環境保護に関する法令の規制を受けております。平成

12年４月から完全実施された容器包装リサイクル法（「容器包装に係る分別収集及び再商品化の

促進等に関する法律」）では、当社の生産品である軟包装資材（ラミネート製品）も対象となる

ため、消費者並びに地方自治体での分別回収、製造事業者、利用事業者の責任による再商品化す

ることが義務づけられております。 

また、プラスチック製品の作業屑等の産業廃棄物としての処理問題やフィルムの製造工程で発

生する二酸化炭素などの地球温暖化の原因となる温室効果ガスの発生問題など、現状、行政当局

からの排出規制等に係る明確な基準が定められてはおりません。 

このような環境関連の規制により、今後、行政当局が環境保護に係る規制の強化した場合、新

たな費用が発生することにより、当社の経営成績は影響を受ける可能性があります。 
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４．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 
(％) 

(資産の部)        

Ⅰ 流動資産        

１ 現金及び預金   2,353,678   2,674,345  

２ 受取手形   1,068,084   1,133,660  

３ 売掛金   3,049,173   2,898,115  

４ 商品   267,590   309,964  

５ 製品   835,105   825,047  

６ 原材料   105,000   94,566  

７ 仕掛品   182,801   229,913  

８ 前払費用   27,815   32,464  

９ 繰延税金資産    102,947   108,926  

10 その他   19,349   40,339  

貸倒引当金   △4,528   △2,822  

流動資産合計   8,007,018 62.5  8,344,521 62.3 

Ⅱ 固定資産        

(1) 有形固定資産        

１ 建物  3,734,886   3,801,491   

減価償却累計額  1,653,540 2,081,346  1,793,131 2,008,359  

２ 構築物  276,925   265,262   

減価償却累計額  141,093 135,831  145,363 119,899  

３ 機械及び装置  2,956,486   3,456,831   

減価償却累計額  1,984,138 972,348  2,186,295 1,270,535  

４ 車両運搬具  24,205   23,081   

減価償却累計額  16,591 7,613  18,107 4,974  

５ 工具器具備品  745,160   759,078   

減価償却累計額  566,631 178,529  602,686 156,391  

６ 土地   839,445   839,445  

７ 建設仮勘定   33,989   14,504  

有形固定資産合計   4,249,105 33.1  4,414,109 33.0 
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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 
(％) 

(2) 無形固定資産        

１ 借地権   78,787   78,787  

２ ソフトウェア   37,931   28,497  

３ 電話加入権   6,266   5,668  

４ その他   ―   568  

無形固定資産合計   122,985 1.0  113,521 0.8 

(3) 投資その他の資産        

１ 投資有価証券   346,155   442,341  

２ 関係会社株式   20,011   20,011  

３ 出資金   3   ―  

４ 従業員長期貸付金   17,190   15,549  

５ 長期前払費用   476   338  

６ 破産債権、更生債権 
  その他これらに準ずる 
  債権 

  3,420   8,318  

７ 繰延税金資産   12,030   ―  

８ その他   54,550   54,023  

貸倒引当金   △16,380   △21,853  

投資その他の資産合計   437,458 3.4  518,729 3.9 

固定資産合計   4,809,549 37.5  5,046,361 37.7 

資産合計   12,816,567 100.0  13,390,883 100.0 
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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 
(％) 

(負債の部)        

Ⅰ 流動負債        

１ 買掛金   2,410,850   2,532,895  

２ 未払金   539,446   341,894  

３ 未払費用   1,448   1,245  

４ 未払法人税等   306,177   356,740  

５ 未払消費税等   20,326   38,338  

６ 預り金   9,238   10,525  

７ 前受収益   2,715   51  

８ 賞与引当金   170,400   176,600  

流動負債合計   3,460,603 27.0  3,458,291 25.8 

Ⅱ 固定負債        

１ 退職給付引当金   88,741   99,638  

２ 役員退職慰労引当金   61,333   64,683  

３ 繰延税金負債   ―   40,492  

固定負債合計   150,074 1.2  204,814 1.6 

負債合計   3,610,677 28.2  3,663,105 27.4 

(資本の部)        

Ⅰ 資本金 ※１  2,408,600 18.8  2,408,600 18.0 

Ⅱ 資本剰余金        

１ 資本準備金   2,896,075   2,896,075  

資本剰余金合計   2,896,075 22.6  2,896,075 21.6 

Ⅲ 利益剰余金        

１ 利益準備金   165,000   165,000  

２ 任意積立金        

(1) 買換資産圧縮積立金  27,437   25,119   

(2) 特別償却準備金  ―   25,334   

(3) 別途積立金  2,910,000 2,937,437  3,310,000 3,360,453  

３ 当期未処分利益   757,924   802,026  

利益剰余金合計   3,860,362 30.1  4,327,479 32.3 

Ⅳ その他有価証券評価差額金   40,952 0.3  95,722 0.7 

Ⅴ 自己株式 ※２  △100 △0.0  △100 △0.0 

資本合計   9,205,890 71.8  9,727,777 72.6 

負債及び資本合計   12,816,567 100.0  13,390,883 100.0 
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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 
(％) 

Ⅰ 売上高        

１ 製品売上高  12,279,955   12,985,909   

２ 商品売上高  1,207,193 13,487,149 100.0 1,353,603 14,339,512 100.0 

Ⅱ 売上原価        

１ 製品期首たな卸高  693,115   835,105   

２ 当期製品製造原価  9,058,480   9,488,634   

３ 当期製品仕入高  402,989   421,276   

合計  10,154,585   10,745,016   

４ 製品期末たな卸高  835,105   825,047   

製品売上原価  9,319,479   9,919,969   

５ 商品期首たな卸高  283,171   267,590   

６ 当期商品仕入高  869,331   1,030,992   

合計  1,152,502   1,298,583   

７ 商品他勘定振替高 ※１ 16,309   16,108   

８ 商品期末たな卸高  267,590   309,964   

商品売上原価  868,602 10,188,082 75.5 972,510 10,892,480 76.0 

売上総利益   3,299,066 24.5  3,447,032 24.0 
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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 
(％) 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※２       

１ 荷造・運搬費  376,204   409,914   

２ 貸倒引当金繰入額  4,115   4,004   

３ 役員報酬  89,502   96,572   

４ 給与手当  466,056   478,950   

５ 賞与  74,261   77,568   

６ 賞与引当金繰入額  64,755   64,927   

７ 退職給付費用  17,430   22,147   

８ 役員退職慰労引当金 
繰入額 

 3,100   3,350   

９ 福利厚生費  102,621   109,921   

10 旅費交通費  68,631   75,382   

11 賃借料  152,496   148,374   

12 消耗品費  97,459   95,369   

13 減価償却費  90,601   113,561   

14 その他  331,132 1,938,369 14.4 329,609 2,029,656 14.1 

営業利益   1,360,697 10.1  1,417,376 9.9 

Ⅳ 営業外収益        

１ 受取利息  807   698   

２ 受取配当金  3,127   3,574   

３ 仕入割引  821   777   

４ 投資事業組合運用益  16,629   9,218   

５ 廃材売却収入  4,045   5,226   

６ 線下補償金  2,566   2,566   

７ 雑収入  3,650 31,649 0.2 3,736 25,798 0.1 

        
 
 



12 

 

  
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 
(％) 

Ⅴ 営業外費用        

１ 売上割引  2,467   2,909   

２ クレーム補償金  9,980   3,694   

３ 雑損失  150 12,598 0.1 ― 6,604 0.0 

経常利益   1,379,748 10.2  1,436,570 10.0 

Ⅵ 特別利益        

１ 投資有価証券売却益  ―   16,878   

２ 保険差益  ― ― ― 73,413 90,292 0.6 

Ⅶ 特別損失        

１ 固定資産売却損 ※３ 7,151   ―   

２ 固定資産除却損 ※４ 30,431   11,986   

３ ゴルフ会員権評価損  ― 37,583 0.2 1,300 13,286 0.0 

税引前当期純利益   1,342,165 10.0  1,513,575 10.6 

法人税、住民税 
及び事業税 

 535,359   617,218   

法人税等調整額  1,791 537,150 4.0 10,182 627,401 4.4 

当期純利益   805,014 6.0  886,174 6.2 

前期繰越利益   141,910   123,750  

中間配当額   189,000   207,898  

当期未処分利益   757,924   802,026  
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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  5,491,578 60.8 5,923,749 62.1 

Ⅱ 労務費  1,428,610 15.8 1,511,725 15.8 

Ⅲ 経費 ※１ 2,109,146 23.4 2,106,529 22.1 

当期総製造費用  9,029,335 100.0 9,542,003 100.0 

期首仕掛品たな卸高  211,947  182,801  

合計  9,241,282  9,724,805  

期末仕掛品たな卸高  182,801  229,913  

他勘定振替高 ※２ ―  6,257  

当期製品製造原価  9,058,480  9,488,634  

      

 

(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 

 原価計算の方法は、組別・工程別総合原価計算法であ

ります。材料費及び加工費のうち外注加工費については

実際原価により、それ以外の加工費については予定原価

により計算しております。原価差額については、当事業

年度の売上原価と期末たな卸資産に科目別に配賦してお

ります。 

 原価計算の方法 
同左 

※１ 経費の主な内訳は、次のとおりであります。 ※１ 経費の主な内訳は、次のとおりであります。 

外注加工費 498,830千円

消耗品費 361,590千円

賃借料 259,631千円

水道光熱費 173,863千円

減価償却費 381,232千円
 

外注加工費 433,082千円

消耗品費 393,465千円

賃借料 303,163千円

水道光熱費 181,514千円

減価償却費 406,175千円
 

※２ 

  

※２ 火災により生じた不良品を廃棄したものでありま

す。 
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④ 【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) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(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  1,342,165 1,513,575 

減価償却費  474,741 526,445 

貸倒引当金の増減額（減少：△）  3,467 3,765 

賞与引当金の増減額（減少：△）  19,400 6,200 

退職給付引当金の増減額（減少：△）  △8,817 10,897 

役員退職慰労引当金の増減額（減少：△）  3,100 3,350 

受取利息及び受取配当金  △3,935 △4,273 

投資事業組合運用損益（運用益：△）  △16,629 △9,218 

有形固定資産売却損  7,151 ― 

有形固定資産除却損  28,525 11,986 

投資有価証券売却益  ― △16,878 

ゴルフ会員権評価損  ― 1,300 

保険差益  ― △91,558 

売上債権の増減額（増加：△）  △375,252 85,481 

たな卸資産の増減額（増加：△）  △154,287 △68,992 

仕入債務の増減額（減少：△）  343,593 122,045 

未払消費税等の増減額（減少:△）  △80,588 18,011 

その他の流動資産の増減額（増加：△）  10,545 △23 

その他の流動負債の増減額（減少：△）  △9,163 25,180 

差入保証金償却  233 ― 

役員賞与の支払額  △22,580 △22,160 

その他の営業活動による 
キャッシュ・フロ－ 

 24,640 △4,897 

小計  1,586,311 2,110,238 

利息及び配当金の受取額  3,971 4,277 

受取保険金による収入  ― 104,837 

法人税等の支払額  △470,843 △577,834 

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,119,439 1,641,518 
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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) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

定期預金の預入による支出  △3,227,001 △3,224,001 

定期預金の払戻による収入  3,229,001 3,218,000 

貸付けによる支出  △5,000 ― 

貸付金の回収による収入  10,266 1,581 

有形固定資産の取得による支出  △474,836 △913,561 

無形固定資産の取得による支出  △16,319 △7,538 

投資有価証券の取得による支出  △7,226 △34,041 

関係会社株式の取得による支出  △111 ― 

投資事業組合からの分配金による収入  32,989 29,053 

その他の投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 2,900 △161 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △455,337 △930,669 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

配当金の支払額  △408,447 △396,182 

  自己株式取得による支出  △100 ― 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △408,547 △396,182 

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増加額(又は減少額)  255,554 314,665 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,290,623 1,546,178 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 1,546,178 1,860,844 
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⑤ 【利益処分案】 

 

  
前事業年度 

（平成17年６月22日） 
当事業年度 

（平成18年６月21日） 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 当期未処分利益   757,924  802,026 

Ⅱ 任意積立金取崩額      

１ 買換資産圧縮積立金 
  取崩額 

 2,318  2,098  

２ 特別償却準備金取崩額  ― 2,318 6,056 8,154 

合計   760,243  810,180 

Ⅲ 利益処分額      

１ 配当金  188,998   207,898  

２ 役員賞与金  22,160  42,100  

(うち監査役分)  (1,300)  (2,600)  

３ 任意積立金      

(1) 特別償却準備金  25,334  6,438  

(2) 保険差益圧縮積立金  ―  46,525  

(2) 別途積立金  400,000 636,492 350,000 652,963 

Ⅳ 次期繰越利益   123,750  157,217 

      

(注) 平成17年12月9日に 207,898千円（１株につき33円）の中間配当を実施いたしました。 
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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 

(1) 子会社株式 

移動平均法による原価法を採

用しております。 

(1) 子会社株式 

同左 

 (2) 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)を採用してお

ります。 

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。 

但し、投資事業有限責任組合及

びそれに類する組合への出資（証

券取引法第２条第２項により有

価証券とみなされるもの）につい

ては、組合契約に規定される決算

報告日に応じて入手可能な最近

の決算書を基礎とし、持分相当額

を純額で取り込む方法によって

おります。 

(2) その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

 

 

 

 

時価のないもの 

同左 

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

(1) 商品 

個別法による原価法を採用し

ております。 

(1) 商品 

同左 

 (2) 製品、原材料及び仕掛品 

移動平均法による原価法を採

用しております。 

(2) 製品、原材料及び仕掛品 

同左 

３ 固定資産の減価償却の方

法 

(1) 有形固定資産 

定率法 

但し、平成10年４月１日以降に取

得した建物(建物付属設備を除く)

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。 

建物 ７～34年 

構築物 ７～50年 

機械及び装置 ２～17年 

車両運搬具 ４～６年 

工具器具備品 ２～20年 
 

(1) 有形固定資産 

同左 

 

 また、取得価額が10万円以上20万

円未満の減価償却資産については、

３年間で均等償却する方法によっ

ております。 
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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) 

 (2) 無形固定資産 

  定額法 

但し、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)に基づく定額法を採用し

ております。 

(2) 無形固定資産 

同左 

４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

債権の貸倒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

勘案し、回収不能見込額を計上して

おります。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 (2) 賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与に

備えるため、将来の支給見込額のう

ち当事業年度末の負担額を計上し

ております。 

(2) 賞与引当金 

同左 

 (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。 

数理計算上の差異については、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。 

(3) 退職給付引当金 

同左 

 (4) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に備え

るため内規に基づく期末要支給額

を計上しております。 

(4) 役員退職慰労引当金 

同左 

５ 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 

６ キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

 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ヶ月以内に償還期

限の到来する短期投資からなっており

ます。 

同左 

７ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

 消費税等の会計処理は税抜方式によ

っております。 

同左 
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会計処理の変更 

 

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) 

 「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）が、平成16年３月31日に終了する事業年度

に係る財務諸表から適用できることになったことに伴

い、当事業年度から同会計基準及び同適用指針を適用し

ております。なお、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) 

（貸借対照表及びキャッシュ・フロー計算書） 

 「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年法

律第97号）により、証券取引法第２条第２項において、

投資事業有限責任組合及びこれに類する組合への出資

を有価証券とみなすこととされたことに伴い、従来「出

資金」として表示しておりました投資事業有限責任組合

及びそれに類する組合への出資を、当事業年度より「投

資有価証券」に含めて表示しております。 

なお、当事業年度において「投資有価証券」に含めて表

示いたしました投資事業有限責任組合及びそれに類す

る組合への出資は55,437千円であります。 

また上記に伴い、前事業年度まで投資活動によるキャッ

シュ･フローにおける「出資による収入」として表示し

ておりました投資事業有限責任組合及びそれに類する

組合からの分配金を、当事業年度より「投資事業組合か

らの分配金による収入」として表示しております。 

 

 

 

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) 

（外形標準課税） 

 実務対応報告第12号「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」（企業会計基準委員会（平成16年２月13日））が公表

されたことに伴い、当事業年度から同実務対応報告に基

づき、法人事業税の付加価値割及び資本割24,640千円を

販売費及び一般管理費として処理しております。 
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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31日) 

当事業年度 
(平成18年３月31日) 

※１ 授権株式数及び発行済株式総数 

授権株式数   普通株式 20,000,000株

発行済株式総数 普通株式 6,300,000株

※２ 自己株式の保有数 

普通株式 40株

３ 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40,952千

円であります。        

           
 

※１ 授権株式数及び発行済株式総数 

授権株式数   普通株式 20,000,000株

発行済株式総数 普通株式 6,300,000株

※２ 自己株式の保有数 

普通株式 40株

３ 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95,722千

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 商品他勘定振替高の内訳は、次のとおりでありま

す。 

消耗品費 1,536千円

建設仮勘定 14,772 

 計 16,309 
 

※１ 商品他勘定振替高の内訳は、次のとおりでありま

す。 

消耗品費 1,171千円

建設仮勘定 14,936 

 計 16,108 
 

※２ 研究開発費の総額   

一般管理費に含まれる研究開発費 182,857千円
 

※２ 研究開発費の総額    

一般管理費に含まれる研究開発費 201,530千円
 

※３ 固定資産売却損の内訳は、次のとおりであります。 

車両運搬具 71千円

機械及び装置 5,855    

工具器具備品 1,224    

 計 7,151    
 

※３  

 

※４ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。 

建物 3,383千円

構築物 6,468 

機械及び装置 17,336 

車両運搬具 276 

工具器具備品 1,060 

設備撤去費用 1,906 

 計 30,431 
 

※４ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。 

建物 1,834千円

構築物 1,173 

機械及び装置 7,785 

車両運搬具 56 

工具器具備品 1,137 

 計 11,986 
 

 

(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) 

※１ 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) 

現金及び預金勘定 2,353,678千円

預入期間が３ヶ月を 
超える定期預金 

△807,500 

現金及び現金同等物 1,546,178 
  

※１ 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) 

現金及び預金勘定 2,674,345千円

預入期間が３ヶ月を 
超える定期預金 

△813,500 

現金及び現金同等物 1,860,844 
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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、減損損失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） 

減損損失累
計額相当額 
（千円） 

期末残高 
相当額 
（千円） 

機械
及び
装置 

1,392,827 686,506 ― 706,320 

工具
器具
備品 

121,175 51,402 ― 69,773 

ソフ
トウ
ェア 

6,754 3,198 ― 3,555 

合計 1,520,756 741,108 ― 779,648 
 

 
取得価額 
相当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

減損損失累
計額相当額 
（千円） 

期末残高 
相当額 
（千円） 

機械
及び
装置 

1,355,620 715,499 ― 640,121 

工具
器具
備品 

151,864 60,449 ― 91,414 

ソフ
トウ
ェア 

6,754 5,112 ― 1,641 

合計 1,514,239 781,060 ― 733,178 
 

(2) 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減

損勘定期末残高 

１年内 219,745千円

１年超 589,314 

合計 809,060 

   リース資産減損勘定期末残高 

                      ― 千円 

(2) 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減

損勘定期末残高 

１年内 238,532千円

１年超 516,522 

合計 755,055 

   リース資産減損勘定期末残高 

                     ― 千円 

(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、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 246,078千円
リース資産減損勘定の 
取崩額 

― 

減価償却費相当額 225,301 

支払利息相当額 15,607 

減損損失 ― 
 

(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、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 234,733千円
リース資産減損勘定の 
取崩額 

― 

減価償却費相当額 218,399 

支払利息相当額 12,797 

減損損失 ― 
 

(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。 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(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。 

(5) 利息相当額の算定方法 

同左 

２ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内 9,849千円

１年超 18,934 

合計 28,784 
  

２ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内 13,129千円

１年超 14,882 

合計 28,012 
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(有価証券関係) 

 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

 

２ その他有価証券で時価のあるもの 

 

前事業年度 
(平成17年３月31日) 

当事業年度 
(平成18年３月31日) 

 種類 
取得原価 
(千円) 

貸借対照
表計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

取得原価 
(千円) 

貸借対照
表計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

(1) 株式 216,059 283,906 67,846 245,854 405,113 159,258 

(2) 債券       

 ①国債・ 
  地方債等 

― ― ― ― ― ― 

 ②社債 ― ― ― ― ― ― 

 ③その他 ― ― ― ― ― ― 

(3) その他 ― ― ― ― ― ― 

貸借対照表計
上額が取得原
価を超えるも
の 

小計 216,059 283,906 67,846 245,854 405,113 159,258 

(1) 株式 5,988 5,712 △276 1,552 1,233 △319 

(2) 債券       

 ①国債・ 
  地方債等 

― ― ― ― ― ― 

 ②社債 ― ― ― ― ― ― 

 ③その他 ― ― ― ― ― ― 

(3) その他 ― ― ― ― ― ― 

貸借対照表計
上額が取得原
価を超えない
もの 

小計 5,988 5,712 △276 1,552 1,233 △319 

合計 222,048 289,618 67,569 247,407 406,346 158,939 

（注）   減損処理にあたっては、当事業年度末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には

全て減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮

して必要と認められた額について減損処理を行っております。 

 

３ 前事業年度および当事業年度中に売却したその他有価証券 

 

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) 

売却額 
(千円) 

売却益の合計額 
(千円) 

売却損の合計額 
(千円) 

売却額 
(千円) 

売却益の合計額 
(千円) 

売却損の合計額 
(千円) 

― ― ― 25,560 16,878 ― 
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４ 時価評価されていない主な有価証券の内容および貸借対照表計上額(上記１を除く) 

 

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) 

種類 

貸借対照表計上額(千円) 貸借対照表計上額(千円) 

(1) 子会社株式     

  子会社株式  20,011  20,011 

(2) その他有価証券     

  非上場株式  1,100  1,100 

  投資事業有限責任組合及びそれ
に類する組合への出資 

 55,437 
 
 
 

34,894 

 

５ その他有価証券のうち満期があるものおよび満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

該当事項はありません。 

 

(デリバティブ取引関係) 

前事業年度(自平成16年４月１日 至平成17年３月31日) 

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、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) 

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 
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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、適格退職年金制度および退職一時金制度を設けております。 

 

２ 退職給付債務およびその内訳 

 

 
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) 

(1) 退職給付債務(千円) △411,200 △457,424 

(2) 年金資産(千円) 256,450 365,892 

(3) 未積立退職給付債務(1)＋(2)(千円) △154,750 △91,532 

(4) 未認識数理計算上の差異(千円) 66,009 △8,106 

(5) 未認識過去勤務債務(債務の減額)(千円) ― ― 

(6) 貸借対照表計上額純額(3)＋(4)＋(5) (千円) △88,741 △99,638 

(7) 前払年金費用(千円) ― ― 

(8) 退職給付引当金(6)－(7)(千円) △88,741 △99,638 

 

３ 退職給付費用の内訳 

 

 
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) 

退職給付費用(千円) 46,755
 

58,955
 

 (1) 勤務費用(千円) 39,785 48,302 

 (2) 利息費用(千円) 8,706 8,224 

 (3) 期待運用収益(千円) △5,478 △5,129 

 (4) 数理計算上の差異の費用処理額(千円) 3,741 7,558 

 

４ 退職給付債務の計算基礎 

 

 
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) 割引率(％) 2.0 2.0 

(2) 期待運用収益率(％) 2.5 2.0 

(3) 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準 

(4) 過去勤務債務の額の処理年数(年) ― ― 

(5) 数理計算上の差異の処理年数(年) 10 10 
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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の主な原因別

の内訳 

 繰延税金資産 (千円)

 未払事業税 24,124 

 賞与引当金損金算入限度超過額 67,989 

 退職給付引当金損金算入限度超過額 32,884 

 役員退職慰労引当金損金算入限度 

 超過額 
24,472 

 ゴルフ会員権評価損 12,749 

 その他 13,551 

繰延税金資産計 175,772 

繰延税金負債  

 その他有価証券評価差額金 △27,070 

 買換資産圧縮積立金 △16,676 

 特別償却準備金 △16,819 

 その他 △227 

繰延税金負債計 △60,794 

繰延税金資産の純額 114,978  

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)

 未払事業税 29,132 

 賞与引当金損金算入限度超過額 70,463 

 退職給付引当金損金算入限度超過額 39,755 

 役員退職慰労引当金損金算入限度 

 超過額 
25,808 

 ゴルフ会員権評価損 13,497 

 その他 15,986 

繰延税金資産計 194,645 

繰延税金負債  

 その他有価証券評価差額金 △63,677 

 買換資産圧縮積立金 △15,283 

 特別償却準備金 △17,073 

  保険差益圧縮積立金 △30,176 

繰延税金負債計 △126,210 

繰延税金資産の純額 68,434 
  

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 

 

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担 

率との間の差異が法定実効税率の百分の五以下である

ため注記を省略しております。 

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            

 

同左 

 

(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) 

当社は、関連会社を有していないため、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) 

当社は、関連会社を有していないため、該当事項はありません。 
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(関連当事者との取引) 

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) 

役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 氏名 住所 

資本金又

は出資金 

(千円) 

事業の内容 

又は職業 

議決権等 

の所有 

(被所有) 

割合 

役員の

兼任等 

事業上

の関係 

取引の 

内容 

取引金額

(千円) 
科目 

期末残高

（千円） 

役員 山本 実 － － 

当社監査役 

大日精化工業㈱     

代表取締役 

(被所有) 

直接0.0％ 
－ － 

原材料

の仕入 
679,473 買掛金 254,434 

（注）１．取引金額には消費税等は含まれておりません。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

取引価格は市場価格に基づき交渉のうえ決定しております。 

 

(１株当たり情報) 

 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額 1,457円74銭 
 

１株当たり純資産額 1,537円41銭 
 

１株当たり当期純利益金額 124円26銭 
 

１株当たり当期純利益金額 133円98銭 
 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在し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) 805,014 886,174 

 普通株主に帰属しない金額(千円) 22,160 42,100 

 (うち利益処分による役員賞与金) (22,160) (42,100)

 普通株式に係る当期純利益(千円) 782,854 844,074 

 期中平均株式数(千株) 6,299 6,299 
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５．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) 

期別 

 

 

区分 
金額(千円) 構成比(%) 金額(千円) 構成比(%) 

 

液体・粘体自動充填用フィルム 9,799,475 81.7 10,172,838 81.6 

ラミネート汎用品 1,979,382 16.5 2,035,559 16.3 

その他 211,821 1.8 257,293 2.1 

合 計 11,990,678 100.0 12,465,691 100.0 

（注）１．金額は販売価格によっており消費税等は含まれておりません。 

   ２．その他には版代等が含まれております。 

 

（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) 

期別 

 

 

区分 
受注高 
(千円) 

受注残高 
(千円) 

受注高 
(千円) 

受注残高 
(千円) 

液体･粘体自動充填用フィルム 10,174,023 1,081,908 10,364,829 1,264,989  

ラミネート汎用品 2,020,301 196,908 2,030,029 187,107  

その他 662,074 21,578 771,380 28,627  

製 
 
 

品 

計 12,856,399 1,300,395 13,166,239 1,480,724  

包装機械 898,182 200,069 692,404 86,361 

その他 518,701 58,912 519,419 30,841 

商 
 

品 

計 1,416,884 258,981 1,211,824 117,202 

  合 計 14,273,283 1,559,377 14,378,063 1,597,927 

 

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

   ２．製品のその他には、版代等が含まれております。 

   ３．商品のその他には、包装機械本体を除く周辺機器および部品等が含まれております。 
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（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) 

期別 

 

 

区分 金額(千円) 構成比(%) 金額(千円) 構成比(%) 

液体･粘体自動充填用フィルム 9,631,556 71.4 10,181,747 71.0 

ラミネート汎用品 1,957,522 14.5 2,039,830 14.2 

その他 690,877 5.1 764,331 5.4 

製 
 
 

品 

計 12,279,955 91.0 12,985,909 90.6 

包装機械 726,051 5.4 806,112 5.6 

その他 481,142 3.6 547,490 3.8 

商 
 
 

品 

計 1,207,193 9.0 1,353,603 9.4 

合 計 13,487,149 100.0 14,339,512 100.0 

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．製品のその他には、版代等が含まれております。 

３．商品のその他には、包装機械本体を除く周辺機器および部品等が含まれております。 

４．輸出については、前事業年度及び当事業年度については、総販売実績に対する割合が 100分の

10未満であるため記載を省略しております。 

５．主要顧客については、総販売実績に対する割合が100分の10未満であるため記載を省略してお

ります。 


