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１．平成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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
18年３月期 5,137 (11.4) 1,074 (9.2) 1,087 (15.2)
17年３月期 4,612 (16.7) 983 (31.0) 944 (24.4)

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 638 (21.6) 393 97 ―  17.5 24.3 21.2
17年３月期 525 (27.6) 681 68 ―  18.6 26.0 20.5
（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        1,530,397株 17年３月期 724,719株
割当基準日を平成17年３月31日、効力発生日を平成17年５月20日として、普通株式１株を２株に分割しており
ます。また、平成17年11月25日を払込期日とする一般募集による増資により、50,000株の新株発行を行ってお
ります。

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。
５．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。

(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

百万円 百万円 ％ 円 銭
18年３月期 4,881 4,077 83.5 2,585 77
17年３月期 4,078 3,228 79.2 4,226 69
（注）期末発行済株式数（連結） 18年３月期        1,563,000株 17年３月期 756,500株

割当基準日を平成17年３月31日、効力発生日を平成17年５月20日として、普通株式１株を２株に分割しており
ます。また、平成17年11月25日を払込期日とする一般募集による増資により、50,000株の新株発行を行ってお
ります。

(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

百万円 百万円 百万円 百万円
18年３月期 789 △546 241 1,208
17年３月期 716 △500 296 723

(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．平成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

百万円 百万円 百万円
中間期 2,646 592 331
通　期 5,371 1,147 660

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　 422円64銭
※  上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る

本資料発表日現在における仮定を前提としております。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。なお、上記業績予想に関する事項につきましては、添付資料の４ページを参照してください。
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１．企業集団の状況
　当社グループは、当社、連結子会社の株式会社ジーテック及び非連結子会社の株式会社新潟日進で構成され、切削工

具のエンドミルを専門に製造、販売いたしております。

　エンドミルの中でも超硬素材でかつ小径（刃先径６mm以下）サイズの製品が取扱高（金額ベース）の約７割を占めて

おります。

　当社グループは、市場ニーズが一段と小型化、微細化する傾向にある金型市場において特に有用とされる小径サイズ

を中心に、超硬エンドミルの製造及び販売活動を行っております。当社独自の開発技術と小径サイズにおける豊富なバ

リエーションにより他社との差別化を図るとともに、徹底した効率化により多品種生産でありながら価格競争力のある

製品を市場に提供いたしております。

　（注）超硬エンドミル：タングステン、コバルト等を主原料とした超硬合金素材で作られたエンドミルの総称でありま

す。なお、エンドミルとは、工作機械に装着され、回転して加工物の側面及び上面を削る切削

工具であります。

(1）当社

　当社は、上記の製品を生産し、代理店及び連結子会社である株式会社ジーテックに販売しております。

(2）子会社

　株式会社ジーテックは、製品の販売及び一部再加工を行っております。

　株式会社新潟日進は、当社の外注加工先として製品の一部を下請け加工しております。

［事業の系統図は次のとおりであります］

２．経営方針
(1）経営の基本方針

　当社は「SOFT・HARD・HEARTを創ります。人と地球に優しい製品を開発し社会に貢献します」の経営理念のもと、生

産性の向上に役立つ切削工具の研究開発・製造を通じて、我が国経済におけるプレゼンスを高めると同時に、世界経

済の発展に寄与することを経営の基本方針としております。

(2）利益配分に関する基本方針

　株主の皆様に対する利益還元は重要な経営課題のひとつと認識しており、安定的な経営基盤の確保ならびに事業展

開のための内部留保を勘案しながら、業績に応じた利益還元策を実施していくことを基本方針としております。

　なお、新会社法が平成18年５月１日より施行されますが、施行後の当社の配当方針に関しましては、変更しない予

定となっております。

(3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　平成17年５月20日付けをもって（基準日平成17年３月31日）、普通株式１株を２株に分割する等、ジャスダック証

券取引所が提唱する「投資単位50万円未満への引き下げ推進」に応じた対策を着実に実施いたしております。

　今後につきましても、株式流通の状況や株価推移等をみながら、投資家の皆様が投資しやすい単位について配慮し

てまいります。
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(4）目標とする経営指標

　売上よりも利益を優先する経営を実行し、売上高経常利益率20％の確保を当面の目標としております。

(5）中長期的な経営戦略

　精密加工用工具分野で圧倒的な№１企業を目指します。そのために、開発・生産・販売の各部門において、下記戦

略を実施してまいります。

①　開発部門～研究開発体制を拡充し、大学等研究機関との共同研究についても積極的に進めてまいります。また、

新製品開発におきましては、ユーザーオリエンテッドに徹した開発テーマにスピーディーに取り組

んでまいります。

②　生産部門～製造工程の合理化、24時間連続操業体制の確立等によりコストダウンを継続的に図るとともに、品

質マネジメントシステムの効果的運用等により製品の品質向上に積極的に取り組んでまいります。

また、多品種・小ロット生産への対応も強化してまいります。

③　販売部門～営業体制の規模的拡充を図るとともに、営業員の技術力・お客様ニーズの把握力等の質的強化にも

取り組むことにより、お客様向け提案力の向上に努めてまいります。

(6）会社の対処すべき課題

　今後の課題といたしましては、以下のように考えております。

　原材料価格の上昇やグローバルな市場競争の激化など、当社を取り巻く環境はますます厳しいものになると認識し

ております。

　このような状況下、当社グループは、主力製品である小径エンドミルの微細化、高機能化を更に進め、他社に先駆

けより有用な製品を提供してまいる所存であります。また、販売量の一段の増加に対応するため、現在の仙台工場敷

地内に新工場を建設し、製造設備の拡充を図るとともに、製造工程の効率化や製造経費削減を推し進め、コスト競争

力を確保してまいります。

　営業面では、高精度かつ効率的な加工のための提案を積極的に行い、ユーザーに対していかに貢献できるかがます

ます重要となってくることから、営業技術部門の一段の強化を含め、営業員の質的向上を図ってまいります。

(7）親会社等に関する事項

　当社は、親会社はありません。

(8）内部管理体制の整備・運用状況

(イ）内部牽制組織、組織上の業務部門及び管理部門の配置状況、社内規程の整備状況

　当社では社長直轄の経営企画室が内部監査を実施しておりますが、必要に応じて他の部署の者を内部監査担当者

に任命し、監査業務に従事させております。内部監査にあたりましては、資産保全・リスク防止はもちろんのこと、

内部統制の強化・業務の効率化にも寄与できるよう取組んでおります。

　当社の管理部門組織は次の組織図のとおりであります。管理部では経理・財務及びIR業務を担当し、取締役管理

部長が責任者となっております。管理部は工場部門、営業部門および総務部門とは独立しており、会計記帳・資金

決済等に関しては、各部門からの伝票等により、管理部経理課にて確認の上手続を行っております。

　社内規程につきましては、平成13年２月のISO9001認証にあたり、ISO基準に沿って整備いたしました。また、当

社株式の現ジャスダック証券取引所上場準備の過程におきまして、ISO基準に網羅されていなかった部分につき整備

を行っております。なお、組織の改正、手続の効率化等に伴い社内規程の見直しを行うこととしております。
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(ロ）内部管理体制の充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況

　内部監査計画に基づき本社各部門、営業所、工場、開発センター及び子会社に対して内部監査を実施いたしまし

た。なお、仙台工場および開発センターにつきましては監査役との共同監査といたしました。また監査法人による

期中監査も実施しております。

　その他といたしましては、コンプライアンス強化のため、コンプライアンス担当役員を置き、役職員へのコンプ

ライアンス徹底に取り組んでおります。

３．経営成績及び財政状態
(1）経営成績

＜当期の概況＞

　当連結会計年度における我が国経済は、原油価格や原材料価格の高騰による影響が懸念されましたが、海外景気

の拡大を背景に輸出が堅調に推移するなか、機械受注が高水準で推移するなど設備投資も増加基調が継続し、景気

拡大局面が続きました。

　当切削工具業界の主需要先におきましても、自動車業界は輸出や海外生産の増加から好調が継続しており、一時

減速傾向となっていたデジタル家電等のITセクターにおきましても、薄型テレビの好調などから回復が見られました。

　このような情勢の下、当社グループは、営業人員を増強するとともに、「お客様提案力の向上」をテーマに、営

業員の技術力・ニーズの把握力等の質的強化に取り組んでまいりました。また、これまでも国内外の展示会に積極

的に出展してまいりましたが、初めて、微細・高速加工をテーマとした当社主催の展示会「第１回NSプライベート

ショー2006」を開催し、多くのユーザーに来場いただきました。研究開発の面におきましても、大学研究機関との

共同研究などを積極的に進め、研究開発体制の拡充に努めました。このような微細・精密分野における当社の取り

組みの成果が認められ、世界最小径の超精密加工用エンドミル「マイクロエッジ」で2005年（第48回）日刊工業新

聞社「十大新製品賞」を受賞することができました。

　この結果、当連結会計年度の連結売上高は5,137百万円（前期比11.4％増）を計上しました。利益面におきまして

は、生産量増加により生産効率が向上したこともあり、経常利益は1,087百万円（同15.2％増）、当期純利益は638

百万円（同21.6％増）となりました。

＜次期（平成19年３月期）業績の見通し＞

売上高（百万円） 営業利益（百万円） 経常利益（百万円） 当期純利益（百万円）

平成19年３月期（予

想）
5,371 1,133 1,147 660

平成18年３月期

（実績）
5,137 1,074 1,087 638

増減率（％） 4.6 5.5 5.5 3.4

　2006年度の我が国経済は、海外景気拡大にともなう輸出増と、それを受けた設備投資の拡大が継続し、回復傾向

を辿るとみられています。当社製品の主需要先におきましても、自動車関連が引続き好調と見込まれるほか、減速

傾向であったIT・デジタル分野におきましても、薄型テレビの普及等デジタル家電の拡大も期待され、電子部品・

デバイスを中心に回復が続くと見られております。しかしながら、原油や原材料等の価格上昇の影響もあり、景気

回復が一段と勢いを増していく展開とまではならず、高原状態が持続すると思われます。

　このような状況のもと、切削工具に対する需要は、主需要先である自動車関連、機械関連、小径エンドミルの使

用割合が高いプラスティック成型品等の金型関連など、全般的に底堅く推移するものと予測しております。

　当社では、営業人員の増強に加え、引続き展示会等へ積極的に参加し、新規ユーザー開拓に注力していきます。

また、ユーザーニーズにマッチした新製品を投入するとともに、製造部門におきましては、新規設備の導入、検査

作業の自動化促進等を通じ、製品品質のレベル・アップを図りつつコストの削減を推進致します。なお、新工場に

つきましては平成18年末までの完成を計画しておりますが、本格稼動は年度終盤になると見込んでおります。

　以上により、連結売上高は5,371百万円（前期比4.6％増）、経常利益1,147百万円（同5.5％増）、当期純利益660

百万円（同3.4％増）を見込んでおります。

　（注）上記の業績予想には、当社及び当社グループが現時点で入手可能な情報に基づく将来の予測が含まれており

ます。従いまして、今後の経済環境の変化や事業運営の変化等により、実際の業績が記載の予想値と乖離す

る可能性があります。

－ 4 －



(2）財政状態

　当連結会計年度における連結ベースでの現金及び現金同等物（以下（資金）という）は、前連結会計年度末に比較

し、484百万円増加し1,208百万円（前期比66.9％増）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789百万円（同10.1％増）となりました。これは主に、税金等調整前当期純利

益1,085百万円及び減価償却費に、売上債権の増加並びに法人税等の支払による資金の流出を反映したものです。

（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546百万円（同9.3％増）となりました。これは主に機械等の固定資産取得によ

るものです。

（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241百万円（同18.7％減）となりました。これは株式の発行による収入が前の期

に比べて減少したこと及び配当金支払額の増加によるものです。

　なお、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。

平成17年３月期 平成18年３月期

自己資本比率（％） 79.2 83.5

時価ベースの自己資本比率（％） 197.8 242.0

債務償還年数（年） － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 300.1 2,178.9

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

※　各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

※　株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数により算出しております。

※　営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・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、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全ての負債を対象とし

ております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

(3）事業等のリスク

　当社グループの事業展開上のリスク要因となる可能性のある主な事項について以下に記載しております。なお、本

文中における将来に関する事項は、本資料作成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　主力製品への集中について

　当社グループは超硬小径エンドミルの製造販売に経営資源を集中しております。超硬小径エンドミルは、主に電

子機器、民生機器、自動車部品等の精密金型製作に使用されており、需要は今後とも増大していくものと考えられ

ます。当社グループにおいても新素材であるCBN（立方晶窒化ホウ素）を使用した新製品の開発等をおこなっており

ますが、現時点では、超硬素材に全面的にとってかわる素材、あるいはエンドミルを使用した切削加工にとってか

わる加工技術の出現の可能性は低いと考えております。

　しかしながら、画期的技術革新により、エンドミルを全く使用しない新加工技術、あるいは超硬素材にとってか

わる新素材が開発された場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

②　競合について

　当社グループが事業展開している小径エンドミル市場では、市場の拡大につれて、国内大手工具メーカーが生産・

販売体制を強化しつつあり、今後競争は激化していくものと思われます。当社グループでは、小径エンドミルに経

営資源を集中することにより、効率的な生産・開発・販売体制を構築出来ており、十分対応が可能であると考えて

おります。また、中国をはじめとする海外製品に対しては品質面等での優位性があると考えております。しかしな

がら、競合の激化により販売価格の下落が進んだ場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

－ 5 －



③　特定の販売先への依存について

　当社グループは、主に少数の販売代理店を通じて製品を販売いたしております。その結果、在庫投資額が少なく

てすみ資金負担が軽くなる他、代理店経由で輸出を行うことによって為替変動リスクが回避できる等のメリットを

享受いたしております。

　当社グループとそれらの販売代理店とは、長年にわたり極めて緊密な関係にあり、今後ともこれまでの取引関係

を維持発展していく方針でありますが、当該販売代理店の事業方針、営業政策が変更された場合、当社グループの

業績に影響を及ぼす可能性があります。

④　特定の仕入先・外注先への依存について

　当社グループは、超硬エンドミルの主要素材である超硬合金の大半を特定の仕入先より仕入れております。また、

超硬エンドミル生産の主要工程の一つであるコーティングの大半を特定の外注先に委託しております。これは、品

質及び安定供給の確保等を狙いとするものであります。

　当社グループと当該仕入先・外注先とは、長年にわたり極めて緊密な関係にあり、今後ともこれまでの取引関係

を維持発展していく方針でありますが、当該先の事業方針、営業政策が変更された場合、当社グループの業績に影

響を及ぼす可能性があります。また、素材やコーティングの改良についても当該先と連携して行っておりますが、

当該先の事情により制約を受ける可能性があります。

　　⑤　原材料価格の上昇について

　　　　当社グループの主要製品である超硬エンドミルの主要素材は超硬合金でありますが、超硬合金の主要成分となる

タングステンは国際市況商品であり、その価格は世界的な需給関係や産出国の思惑等によって大きく影響を受けま

す。当社グループにおきましては、製品原価に占める材料費の割合が比較的少ない小径製品のウェートが高いこと

から、原材料価格の変動による連結業績への影響は、生産工程の効率化や製造経費の削減努力等によりある程度吸

収可能であると考えますが、短期間の大幅な価格上昇があった場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能

性があります。

⑥　製品の品質確保について

　当社グループは、ISO9001及び14001等の世界的に認められている品質管理及び環境管理基準に従って製品を製造

しております。また、製品の全数検査を実施する等、製品の品質確保には出来る限りの対応をしておりますが、欠

陥、リコールが発生した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

　また、製造物責任賠償については保険に加入いたしておりますが、賠償額を十分にカバー出来る保証はありません。

４．時価発行公募増資等に係る資金使途計画及び資金充当実績
　平成16年11月19日、現ジャスダック証券取引所に上場した際に、新株式を発行し約３億円の資金を調達いたしました。

この資金につきましては、約２億円を仙台工場生産体制強化及び新製品開発の効率化等に係る設備資金に充当し、残額

を運転資金に充当する予定でありましたが、計画どおりに充当いたしました。

　また、平成17年11月25日に実施した時価発行公募増資（調達金額294百万円）につきましては、平成19年３月期におい

て、全額を仙台工場増設に係る設備資金に充当する予定であります。
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５．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成17年３月31日）
当連結会計年度

（平成18年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   757,423   1,268,711   

２．受取手形及び売掛金   710,606   819,950   

３．たな卸資産   556,035   547,778   

４．繰延税金資産   63,670   69,137   

５．その他   19,836   11,628   

貸倒引当金   △7,370   △8,080   

流動資産合計   2,100,201 51.5  2,709,126 55.5 608,924

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1）建物及び構築物 ※２ 815,969   848,962    

減価償却累計額  333,947 482,022  376,567 472,395   

(2）機械装置及び運搬具  1,760,496   2,031,871    

減価償却累計額  1,013,093 747,403  1,088,372 943,498   

(3）土地 ※２  331,914   346,394   

(4）その他  347,654   408,788    

減価償却累計額  218,096 129,558  263,453 145,334   

有形固定資産合計   1,690,898 41.5  1,907,622 39.1 216,724

２．無形固定資産   75,313 1.8  56,186 1.1 △19,126

３．投資その他の資産         

(1）投資有価証券 ※１  18,052   18,052   

(2）長期性預金   100,000   100,000   

(3）繰延税金資産   59,958   40,863   

(4）その他   33,873   49,937   

投資その他の資産合計   211,883 5.2  208,852 4.3 △3,030

固定資産合計   1,978,095 48.5  2,172,662 44.5 194,566

資産合計   4,078,297 100.0  4,881,788 100.0 803,491
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前連結会計年度

（平成17年３月31日）
当連結会計年度

（平成18年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．買掛金   175,632   79,523   

２．未払法人税等   255,631   245,454   

３．賞与引当金   60,500   64,100   

４．その他   158,140   181,589   

流動負債合計   649,905 15.9  570,667 11.7 △79,238

Ⅱ　固定負債         

１．退職給付引当金   5,139   10,981   

２．役員退職慰労引当金   165,045   197,526   

３．連結調整勘定   29,518   25,250   

固定負債合計   199,702 4.9  233,757 4.8 34,055

負債合計   849,608 20.8  804,425 16.5 △45,183

         

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※５  295,850 7.3  442,900 9.1 147,050

Ⅱ　資本剰余金   258,750 6.3  405,800 8.3 147,050

Ⅲ　利益剰余金   2,674,089 65.6  3,228,663 66.1 554,574

資本合計   3,228,689 79.2  4,077,363 83.5 848,674

負債・資本合計   4,078,297 100.0  4,881,788 100.0 803,491
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高   4,612,161 100.0  5,137,475 100.0 525,313

Ⅱ　売上原価   2,469,335 53.5  2,671,987 52.0 202,652

売上総利益   2,142,826 46.5  2,465,487 48.0 322,661

Ⅲ　販売費及び一般管理費
※１
・２

 1,159,066 25.2  1,391,250 27.1 232,184

営業利益   983,759 21.3  1,074,236 20.9 90,476

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  549   543    

２．受取配当金  7,108   7,151    

３．連結調整勘定償却  4,267   4,267    

４．受取助成金  5,631   3,330    

５．生命保険解約金  ―   2,895    

６．その他  3,306 20,863 0.5 7,468 25,656 0.5 4,793

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  2,388   362    

２．株式公開費用  37,523   ―    

３．記念行事費  19,435   ―    

４．新株発行費  ―   12,002    

５．その他  1,086 60,433 1.3 217 12,582 0.2 △47,851

経常利益   944,189 20.5  1,087,311 21.2 143,121

Ⅵ　特別利益         

　１．固定資産売却益 ※３ 34   59    

　２．貸倒引当金戻入益  450 485 0.0 ― 59 0.0 △425

Ⅶ　特別損失         

１．固定資産売却損 ※４ 332   463    

２．固定資産除却損 ※５ 19,246 19,579 0.4 1,425 1,888 0.1 △17,690

税金等調整前当期純利
益

  925,095 20.1  1,085,482 21.1 160,386

法人税、住民税及び事
業税

 419,152   433,125    

法人税等調整額  △19,286 399,866 8.7 13,627 446,753 8.7 46,886

当期純利益   525,228 11.4  638,729 12.4 113,500
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(3）連結剰余金計算書

  
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

（資本剰余金の部）       

Ⅰ　資本剰余金期首残高   68,350  258,750 190,400

Ⅱ　資本剰余金増加高       

１．増資による新株の発行  190,400 190,400 147,050 147,050 △43,350

Ⅲ　資本剰余金期末残高   258,750  405,800 147,050

       

（利益剰余金の部）       

Ⅰ　利益剰余金期首残高   2,197,055  2,674,089 477,033

Ⅱ　利益剰余金増加高       

１．当期純利益  525,228 525,228 638,729 638,729 113,500

Ⅲ　利益剰余金減少高       

１．配当金  21,195  52,955   

２．役員賞与  27,000 48,195 31,200 84,155 35,960

Ⅳ　利益剰余金期末残高   2,674,089  3,228,663 554,574
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

    

税金等調整前当期純利
益

 925,095 1,085,482  

減価償却費  266,994 319,851  

連結調整勘定償却額  △4,267 △4,267  

貸倒引当金の増減額
（減少：△）

 △4,133 710  

退職給付引当金の増減
額（減少：△）

 5,139 5,842  

役員退職慰労引当金の
増減額（減少：△）

 34,804 32,481  

賞与引当金の増減額
（減少：△）

 12,859 3,600  

受取利息及び受取配当
金

 △7,657 △7,695  

支払利息  2,388 362  

固定資産売却損益
（益：△）

 298 403  

固定資産除却損  19,246 1,425  

売上債権の増減額（増
加：△）

 △50,132 △109,343  

たな卸資産の増減額
（増加：△）

 △66,205 8,256  

その他流動資産の増減
額（増加：△）

 △7,297 8,207  

その他の投資等の増減
額（増加：△）

 △14,936 △16,064  

仕入債務の増減額（減
少：△）

 △2,050 △96,109  

その他の流動負債の増
減額（減少：△）

 44,975 23,342  

役員賞与の支払額  △27,000 △31,200  

その他  － 938  

小計  1,128,120 1,226,221 98,101

利息及び配当金の受取
額

 7,657 7,695  

利息の支払額  △2,388 △362  

法人税等の支払額  △416,704 △444,241  

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 716,685 789,313 72,628

－ 11 －



  
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

    

定期預金の預入れによ
る支出

 △42,000 △57,000  

定期預金の払戻しによ
る収入

 30,000 30,000  

有形固定資産の取得に
よる支出

 △470,937 △536,734  

有形固定資産の売却に
よる収入

 4,752 20,065  

無形固定資産の取得に
よる支出

 △21,835 △2,608  

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △500,020 △546,277 △46,257

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

    

株式の発行による収入  317,900 294,100  

配当金の支払額  △21,195 △52,847  

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 296,705 241,252 △55,452

Ⅳ　現金及び現金同等物の増
減額（減少：△）

 513,369 484,287 △29,081

Ⅴ　現金及び現金同等物の期
首残高

 210,554 723,923 513,369

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
末残高

 723,923 1,208,211 484,287
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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
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（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 (1）連結子会社の数　　１社

　子会社のうち株式会社ジーテックの１

社が連結の範囲に含まれております。

(1）連結子会社の数　　１社

子会社のうち株式会社ジーテックの１

社が連結の範囲に含まれております。

 (2）非連結子会社の名称等

　株式会社新潟日進は連結の範囲に含ま

れておりません。

　この非連結子会社は小規模であり、合

計の総資産、売上高、当期純損益及び利

益剰余金のいずれの金額においても僅少

であり、連結財務諸表に及ぼす影響が軽

微であるので、連結の範囲から除外して

おります。

(2）非連結子会社の名称等

株式会社新潟日進は連結の範囲に含ま

れておりません。

この非連結子会社は小規模であり、合

計の総資産、売上高、当期純損益及び利

益剰余金のいずれの金額においても僅少

であり、連結財務諸表に及ぼす影響が軽

微であるので、連結の範囲から除外して

おります。

２．持分法の適用に関する事項 　持分法を適用していない非連結子会社

（株式会社新潟日進）は、当期純損益及び

利益剰余金等からみて、持分法の対象から

除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微

であるので、持分法の適用範囲から除外し

ております。

　持分法を適用していない非連結子会社

（株式会社新潟日進）は、当期純損益及び

利益剰余金等からみて、持分法の対象から

除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微

であるので、持分法の適用範囲から除外し

ております。

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。

　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。

４．会計処理基準に関する事項 (1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のないもの

移動平均法による原価法

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のないもの

同左

 ②　たな卸資産

製品、原材料

移動平均法による原価法

②　たな卸資産

製品、原材料

同左

 仕掛品

個別法による原価法

仕掛品

同左

 (2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

定率法を採用しております。

ただし、建物（建物付属設備を除

く）のうち、平成10年４月１日以降に

取得したものについては定額法を採用

しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。

建物及び構築物　　　　７～38年

機械装置及び運搬具　　１～10年

その他　　　　　　　　１～15年

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（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）に基づいております。

②　無形固定資産

同左

 (3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

債権等の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権及び破産更生債

権等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。

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

 ②　賞与引当金

従業員賞与の支出に備えるため支給

見込額のうち、当連結会計年度負担額

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連

結会計年度末における退職給付債務の

見込額を計上しております。

なお、退職給付引当金の対象従業員

数が300名未満であるため簡便法に

よっており、退職給付債務の見込額は、

当連結会計年度末自己都合要支給額と

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、内規に基づく当連結会計年度末要

支給額を計上しております。

④　役員退職慰労引当金

同左

 (4）その他連結財務諸表作成のための重要

な事項

①　消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式に

よっております。

(4）その他連結財務諸表作成のための重要

な事項

①　消費税等の会計処理

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価方法は、

全面時価評価法によっております。

同左

６．連結調整勘定の償却に関

する事項

　連結調整勘定は、10年間の均等償却を

行っております。

同左

７．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

８．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、要求払預金及び取得日から

３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高

い、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短期

的な投資であります。

同左

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（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）

　当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会　平成14年８月９日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第６号　平成15年10月31日）を適用しております。

これによる損益に与える影響はありません。

追加情報

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（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、当連結会計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8,089千円を販売費及

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

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

※１．非連結子会社に対するものは次のとおりであります。 ※１．非連結子会社に対するものは次のとおりであります。

投資有価証券（株式） 17,952千円 投資有価証券（株式）       17,952千円

※２．資産の担保差入状況 ※２．資産の担保差入状況

有形固定資産  

建物及び構築物 106,543千円

土地 42,955千円

合計 149,498千円

─―――――

上記に対する債務 ―

３．受取手形割引高 50,363千円 ３．受取手形割引高       9,903千円

４．保証債務

下記非連結子会社の金融機関からの借入に対し、債

務保証を行っております。

４．保証債務

下記非連結子会社の金融機関からの借入に対し、債

務保証を行っております。

㈱新潟日進 12,566千円 ㈱新潟日進       9,962千円

※５．当社の発行済株式総数は、普通株式756,500株であ

ります。

※５．当社の発行済株式総数は、普通株式 1,563,000株で

あります。

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日

至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、

次の通りです。

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、

次の通りです。

役員報酬 190,538千円

給与手当 257,602千円

退職給付費用 2,197千円

賞与引当金繰入額 26,900千円

役員退職慰労引当金繰入額 34,804千円

減価償却費 72,889千円

役員報酬 214,830千円

給与手当 300,101千円

退職給付費用 3,104千円

賞与引当金繰入額 32,523千円

役員退職慰労引当金繰入額 34,891千円

減価償却費 91,291千円

※２．研究開発費の総額 ※２．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
106,118千円

一般管理費及び当期製造費用

に含まれる研究開発費
131,058千円

※３．固定資産売却益の内訳は、次のとおりです。 ※３．固定資産売却益の内訳は、次のとおりです。

機械装置及び運搬具 34千円 機械装置及び運搬具 59千円

※４．固定資産売却損の内訳は、次のとおりです。 ※４．固定資産売却損の内訳は、次のとおりです。

機械装置及び運搬具 332千円 機械装置及び運搬具 415千円

その他 47千円

合計 463千円

※５．固定資産除却損の内訳は、次のとおりです。 ※５．固定資産除却損の内訳は、次のとおりです。

建物及び構築物 10,074千円

機械装置及び運搬具 7,905千円

その他 1,266千円

合計 19,246千円

機械装置及び運搬具 997千円

その他 427千円

合計 1,425千円
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

　現金及び現金同等物の連結会計年度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連結会計年度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

現金及び預金 757,423千円

預入期間３ヶ月超の定期預金 △33,500千円

現金及び現金同等物 723,923千円

現金及び預金 1,268,711千円

預入期間３ヶ月超の定期預金 △60,500千円

現金及び現金同等物 1,208,211千円

①　リース取引

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日

至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

　内容の重要性が乏しく、契約１件当たりの金額が少額な

リース取引のため、連結財務諸表規則第15条の３の規定に

より記載を省略しております。

──────

②　有価証券

時価のない有価証券の主な内容

 

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券   

非上場株式 100 100

③　デリバティブ取引

　当社グループは、前連結会計年度及び当連結会計年度のいずれにおいてもデリバティブ取引をまったく利用して

おりませんので、該当事項はありません。
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④　退職給付

１．採用している退職給付制度の概要

　当社グループは、退職金規程に基づく退職一時金制度を採用しております。

　また、平成２年３月７日から従来の退職金制度に上積みして日本工作機械関連工業厚生年金基金制度を採

用しております。

２．退職給付債務に関する事項

 
前連結会計年度

（平成17年３月31日）
当連結会計年度

（平成18年３月31日）

①　期末自己都合要支給額（千円） 5,139 10,981

②　退職給付引当金（千円） 5,139 10,981

（注）当連結会計年度における退職給付引当金は、簡便法により、退職金規程に基づく期末自己都合要支給額を計上し

ております。

３．退職給付費用に関する事項

 
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

①　退職給付引当金繰入額（千円） 5,139 5,842

②　退職給付額（千円） ― 325

③　退職給付引当金取崩額（千円） ― ―

退職給付費用（千円）（①＋②－③） 5,139 6,167

４．当社は、日本工作機械関連工業厚生年金基金に加盟しております。拠出割合により計算した年金資産額は

平成17年３月31日現在では549,657千円、平成18年３月31日現在では716,795千円であります。
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⑤　税効果会計

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　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

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

（単位：千円）

（繰延税金資産）  

(1）流動資産  

未払事業税 17,849

賞与引当金繰入限度超過額 24,237

たな卸資産評価損否認 11,917

貸倒引当金繰入限度超過額 1,473

未払費用 8,194

（計） 63,670

(2）固定資産  

役員退職慰労引当金限度超過額 66,204

固定資産評価損否認 16,318

その他 7,519

（計） 90,041

繰延税金資産合計 153,712

（繰延税金負債）  

特別償却準備金 △30,084

繰延税金資産純額 123,628

（単位：千円）

（繰延税金資産）  

(1）流動資産  

未払事業税 19,607

賞与引当金繰入限度超過額 25,671

たな卸資産評価損否認 11,387

貸倒引当金繰入限度超過額 1,552

未払費用 10,920

（計） 69,137

(2）固定資産  

役員退職慰労引当金限度超過額 79,248

固定資産評価損否認 16,318

その他 9,894

（計） 105,460

繰延税金資産合計 174,597

（繰延税金負債）  

特別償却準備金 △64,597

繰延税金資産純額 110,000

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

 (調整)

39.8％

交際費等永久に損金に算入されな

い項目
1.6％

留保金課税 2.6％

その他 △0.8％

税効果会計適用後法人税等負担率 43.2％

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。
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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

前連結会計年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

　当連結グループは切削工具の専門メーカーとして、同一セグメントに属する超硬エンドミルの製造・販売を

行っており、当該事業以外に事業の種類が無いため、該当事項はありません。

当連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　当連結グループは切削工具の専門メーカーとして、同一セグメントに属する超硬エンドミルの製造・販売を

行っており、当該事業以外に事業の種類が無いため、該当事項はありません。

ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

　本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占

める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

当連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占

める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

　海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。

当連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。
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⑦　関連当事者との取引

前連結会計年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

(1）役員及び個人主要株主等

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
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

役員 後藤　勇
東京都品

川区
―

当社代表

取締役社

長

(被所有)

25.9
― ― 倉庫賃借 1,928 ― ―

(2）子会社等

属性
会社等の
名称

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
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

子会社
株式会社

新潟日進

新潟県魚

沼市
10,000

切削工具

製造

(所有)

直接 100
―

当社よ

り外注

加工依

頼

外注加工 150,225 買掛金 13,468

債務保証 12,566 ― ―

　（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

上記役員よりの倉庫賃借及び子会社への外注加工費については、市場価格を参考に決定しております。なお、

上記役員よりの倉庫賃借は平成17年３月をもって解消しております。

当連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

(1）役員及び個人主要株主等

　　該当事項はありません。

(2）子会社等

属性
会社等の
名称

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
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

子会社
株式会社

新潟日進

新潟県魚

沼市
10,000

切削工具

製造

(所有)

直接 100
―

当社よ

り外注

加工依

頼

外注加工 165,207 買掛金 16,656

債務保証 9,962 ― ―

受取配当金 7,000 ― ―

工場賃貸 2,025 ― ―

　（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

子会社への外注加工費及び工場賃貸費については、市場価格を参考に決定しております。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（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 4,226円69銭

１株当たり当期純利益 681円68銭

１株当たり純資産額 2,585円77銭

１株当たり当期純利益 393円97銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

潜在株式がないため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

潜在株式がないため記載しておりません。

　当社は、平成16年４月１日付で株式１株につき３株の株

式分割を行っております。

　なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合

の前連結会計年度における１株当たり情報については、以

下のとおりとなります。

　当社は、割当基準日を平成17年３月31日、効力発生日を

平成17年５月20日として、株式１株につき２株の株式分割

を行っております。

　なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合

の前連結会計年度における１株当たり情報については、以

下のとおりとなります。

１株当たり純資産額 3,406円59銭

１株当たり当期純利益 568円47銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

潜在株式がないため記載しておりません。

１株当たり純資産額 2,113円34銭

１株当たり当期純利益 340円84銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

潜在株式がないため記載しておりません。

　（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。

 
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（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） 525,228 638,729

普通株主に帰属しない金額（千円） 31,200 35,800

（うち利益処分による役員賞与金） (31,200) (35,800)

普通株式にかかる当期純利益（千円） 494,028 602,929

期中平均株式数（株） 724,719 1,530,397
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（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

　平成17年２月16日開催の取締役会決議により、基準日を

平成17年３月31日、効力発生日を平成17年５月20日とした、

１：２の株式分割を行っております。これにより株式数

は756,500株増加し、発行済株式総数は1,513,000株となっ

ております。

　配当起算日　平成17年４月１日

　当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前連

結会計年度における１株当たり情報及び当期首に行われた

と仮定した場合の当連結会計年度における１株当たり情報

は、それぞれ以下のとおりとなります。

──────

前連結会計年度 当連結会計年度

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額

1,703円29銭 2,113円34銭

１株当たり当期純利益 １株当たり当期純利益

284円23銭 340円84銭

　潜在株式調整後１株当た
り当期純利益については、
潜在株式がないため記載し
ておりません。

　潜在株式調整後１株当た
り当期純利益については、
潜在株式がないため記載し
ておりません。
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６．生産、受注及び販売の状況
　当社グループは、超硬エンドミルを中心とする切削工具の専業メーカー及び販売会社であるため単一セグメントとなっ

ております。

(1）生産実績

　当連結会計年度の生産実績を製品別に示すと、次のとおりであります。

製品別の名称

前連結会計年度
（自平成16年４月１日
至平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自平成17年４月１日
至平成18年３月31日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

エンドミル（小径） 3,194,793 75.1 3,534,539 74.6

エンドミル（その他） 768,081 18.0 867,148 18.3

その他 293,719 6.9 336,263 7.1

合　計 4,256,594 100.0 4,737,950 100.0

　（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．エンドミルの特殊品につきましてはその他に含めております。

(2）受注状況

　当連結会計年度における受注状況を製品別に示すと次のとおりであります。

製品別の名称

前連結会計年度
（自平成16年４月１日
至平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自平成17年４月１日
至平成18年３月31日）

受注高（千円）
受注残高
（千円）

受注高（千円）
受注残高
（千円）

エンドミル（小径） 3,199,654 656,538 3,589,206 694,752

エンドミル（その他） 896,149 214,282 875,072 193,792

その他 675,324 26,107 682,181 17,367

合　計 4,771,129 896,927 5,146,459 905,911

　（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．エンドミルの特殊品につきましてはその他に含めております。

(3）販売実績

　当連結会計年度の販売実績を製品別に示すと、次のとおりであります。

製品別の名称

前連結会計年度
（自平成16年４月１日
至平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自平成17年４月１日
至平成18年３月31日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

エンドミル（小径） 3,177,517 68.9 3,550,992 69.1

エンドミル（その他） 772,436 16.7 895,561 17.4

その他 662,206 14.4 690,921 13.5

合　計 4,612,161 100.0 5,137,475 100.0

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．エンドミルの特殊品につきましてはその他に含めております。
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３．当連結会計年度の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。

前連結会計年度
（自平成16年４月１日
至平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自平成17年４月１日
至平成18年３月31日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

（株）サカイ 754,610 16.4 810,157 15.8

（株）東京山勝 513,138 11.1 568,308 11.1

（株）山勝商会 492,400 10.7 499,632 9.7
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