
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） 

※ 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

平成１８年３月期 決算短信（非連結） 
(財)財務会計基準機構会員  

平成18年5月17日 

会社名 ヤマト硝子株式会社 上場取引所 ＪＱ  

コード番号 ７６２０ 本社所在都道府県 東京都  

(URL http://www.yamatoglass.co.jp/zaimu/zaimu.html) 

代表者 役職名 代表取締役社長  

  氏名 森川 香 

問い合わせ先 責任者役職名 取締役財務本部長 

  氏名  國枝 正孝 ＴＥＬ （03）5639－3085 

決算取締役会開催日 平成18年5月17日 中間配当制度の有無  有 

定時株主総会開催日 平成18年6月27日 単元株制度採用の有無 有(１単元 1,000株) 

配当支払開始予定日 平成18年6月28日   

親会社等の名称 ヤマト科学株式会社 
親会社等における当社
の議決権所有比率 

    21.39%

(1)経営成績               (注) 記載金額は、百万円未満の金額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 10,071 (△41.5) 176 (△70.4) 187 (△68.6)

17年3月期 17,209 ( 10.4) 595 ( 19.6) 599 ( 19.5)

  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 149  (390.0) 36 96 ―  5.2 2.6 1.9

17年3月期 30 (△89.1) 4 37 ―  1.1 7.4 3.5

（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 18年3月期 3,747,708株 17年3月期 3,748,032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 配当金総額

（年間） 
配当性向 

株主資本
配当率   中間 期末 

  円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年3月期 12 50 0 00 12 50 46 33.8 1.6

17年3月期 12 50 0 00 12 50 46 286.2 1.7

(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 7,127 2,898 40.7 770 60

17年3月期 7,537 2,796 37.1 742 32

（注）①期末発行済株式数 18年3月期 3,747,448株 17年3月期 3,747,860株 

  ②期末自己株式数 18年3月期 2,552株 17年3月期 2,140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 △40 230 △49 2,104 

17年3月期 674 △67 △31 1,963 

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）  

  売上高 経常利益 当期純利益 
１株当たり年間配当金 

中間 期末   

    百万円  百万円  百万円 円 銭 円 銭 円 銭

中間期 5,230   40   20   0 00  ―  ― 

通 期 10,700   130   70    ― 12 50 12 50

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 18円60銭   
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１．企業集団の状況 

 当社及び当社の関係会社（その他の関係会社１社により構成）においては、包装容器の製造・販売、エレクトロニクス

関連商品の販売を主たる業務としております。 

 当社の事業内容及びその他の関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。 

 なお、従来「その他部門」としておりました事業につきましては、規模が極めて小さくなっていること、また、容器類

に付随するものである性格が強いことなどから、当事業年度より「容器部門」に含めることといたします。 

（事業系統図） 

以上述べた事項を事業系統図に示すと次のとおりであります。 

（１）容器部門 主要商品  プラスチックボトル、ガラスびん、紙容器、高機能フィルム容器、

キャップ、外装箱、充填包装システム、クリーンルーム・ブース 

当社は主要商品の大部分を国内メーカーより仕入れ、国内ユーザーに販売してお

ります。 

（２）エレクトロニクス関連部門 主要商品  エレクトロニクス関連機器、プラズマ洗浄装置、ＩＣソケット、 

チップトレイ、基板 

当社は主要商品の大部分を国内メーカーより仕入れ、国内ユーザーに販売してお

ります。 

（３）その他の関係会社 ヤマト科学株式会社は理科学機器・産業試験装置機器類の販売を行っており、当

社で扱う機器類を同社の国内ユーザーへ販売するために供給し、同社で扱うプラ

ズマ洗浄装置・分析機器類を当社の国内ユーザーへ販売するために供給を受けて

おります。 
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（注）１．ヤマト科学株式会社は、当社の議決権総数の 21.39％を所有しており、その他の関係会社に

該当しております。 

２．          は、ヤマト科学株式会社との取引経路を示しております。 
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２．経営方針 

（１）会社の経営の基本方針 

 当社の経営の基本方針は、「企画提案型企業を目指します」「顧客との共存共栄を図ります」「地球環境に優し

い商品・サービスを提供します」と経営理念に謳っておりますように、主要事業と位置付けております容器部門に

おいては、創業以来取り扱っている包装容器やユーザーの最終商品化に必要なあらゆる商品類を提供するととも

に、常に新しい包装形態をユーザーへ企画提案しております。 

 また、もう一つの主要事業であるエレクトロニクス関連部門においては、技術革新の進展を先取りした商品構成

の確保に努めるとともに、ユーザーに代わって最適な商品を調達する購買代行機能商社としての役割を担っており

ます。 

  容器部門には安定的成長、エレクトロニクス関連部門には発展的成長を求め、調和のとれた安定感のある業績拡

大を目指しております。 

 これらの事業活動により、関係各業界を通じ社会貢献できる企業として業容の充実と拡大を図ってまいります。

（２）会社の利益配分に関する基本方針 

 当社の利益配分に関する基本方針は、企業体質の強化や今後の事業展開に備えた内部留保に配慮しつつ、株主の

皆様のご支援に報いるため、安定的な配当の継続を目指しており、20％以上の配当性向を維持していく予定でおり

ます。 

（３）目標とする経営指標 

 当社では少数精鋭による効率的な営業体制の確立を目指しており、継続的な成長と業績の拡大に向けては売上総

利益率を向上させることが第一の課題と捉え、常にその改善に取り組んでおります。 

（４）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

 当社の１単元株式数は現在1,000株としております。 

 株式市場での流動性を高め、より広範な投資家の参加を促す観点から、株式投資単位に関して適宜見直していく

ことを基本としております。 

 従いまして、投資単位の引下げに関しましては、今後の株式市況及び当社の株価水準・株主数等の動向を考慮

し、適切な対応を検討してまいります。 

（５）中長期的な会社の経営戦略 

 当社の目指している方向は、容器部門の安定的成長と、エレクトロニクス関連部門の発展的成長であります。 

 容器部門においては、急速に進む高齢化社会に対応する容器形態・省資源型包装システム等の企画提案、エレク

トロニクス関連部門においては、オリジナル商品の拡充と成長が期待される業界向け商品構成の確保・充実が重要

と考えております。 

 また、Ｗｅｂの有効活用を推進し、業務の効率化による企業競争力の向上とユーザーの信頼性向上に一層努めて

まいります。 

（６）会社の対処すべき課題 

 経営の基本方針の一つである「企画提案型企業」の確立に向けた営業施策を充実させるとともに、売上総利益率

の向上を目指した新商品の企画開発、新しい業界への積極的な販売活動、そしてオリジナル性の高い商品の拡充に

努めておりますが、その活動を継続するとともに一層の業務効率化を図ってまいります。 

 さらに、一昨年10月に認証取得した環境マネジメントシステムISO14001への継続的な取り組みを基本として、地

球環境に優しい商品・サービスの提供を常に心がけながら、品質・顧客満足度の向上と経営体質の改善により、収

益性の一層の向上に努めてまいります。 
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（７）親会社等に関する事項 

(a) 親会社等の商号等 

(b) 親会社等の企業グループにおける当社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係（提出日現在） 

① 親会社等の企業グループにおける当社の位置付け、親会社等やそのグループ企業との取引関係や人的・資本

的関係 

 当社の親会社等の企業グループにおいては、理科学機器、試験研究設備、分析計測機器、産業・試験検査機器

等の開発、製造及び販売を行っておりますが、当社では、それら一部の販売も行いながら、主として食品その他

の容器等を中心とした全く異なる市場、業界を対象とした事業活動を行っております。創業からの経緯により、

３名の役員が兼務しております。 

 役員の兼務状況は、次のとおりであります。 

② 親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、リスク及びメリット、親会社等やそのグループ

企業との取引関係や人的・資本的関係などの面から受ける経営・事業活動への影響等 

 主たる事業領域の違いから親会社等の企業グループから制約を受ける要素はないと考えております。また、兼

務役員数も３名と、過半数には至っておらず、経営判断の独自性が保たれております。一方、経営情報やノウハ

ウの相互共有を可能にできるメリットがあります。 

③ 親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、親会社等やそのグループ企業との取引関係や人

的・資本的関係などの面から受ける経営・事業活動への影響等がある中における、親会社等からの一定の独立

性の確保に関する考え方及びそのための施策 

 当社とヤマト科学株式会社では、代表権を持つ主要な経営者が相互に兼務するかたちとなっており、一方のみ

が支配的な立場にあるものではありません。また、他の過半数の役員には独立性があり、グループ外からの社外

取締役１名も就任しております。 

④ 親会社等からの一定の独立性の確保の状況（理由を含む） 

 親会社等の企業グループとは、今後も協力体制をとり連携によるメリットを活かしていきたいと考えておりま

すが、基本的な事業領域の棲み分けは確立されており、独立性は確保されるものと認識しております。 

(c) 親会社等との取引に関する事項 

 親会社等との取引に関する事項は、「４．財務諸表等」の「⑦ 関連当事者との取引」をご参照ください。 

（８）関連当事者との関係に関する基本方針 

 ヤマト科学株式会社は、当社の議決権総数の21.39％を所有しており、その他の関係会社に該当しております。 

 当社とヤマト科学株式会社との関係内容は、主に同社で扱うプラズマ洗浄装置・分析機器類の購入及び当社で扱

う機器類の販売であります。 

 ヤマトラボテック株式会社は、ヤマト科学株式会社の100％出資子会社であり、当社と同社との関係内容は、主

に同社で扱う産業試験装置の購入及び当社で扱う機器部品類の販売であります。なお、同社は平成18年4月1日付け

でヤマト科学株式会社に吸収合併されております。 

 当社とこれら関連当事者との取引につきましては、公正を第一とし、一般的取引と同様に市場価格及び市場金利

等を勘案して交渉の上決定した条件によって行っております。 

  （平成18年３月31日現在）

親会社等 属性 
親会社等の議決権所有
割合（％） 

親会社等が発行する株券が上
場されている証券取引所等 

ヤマト科学株式会社 

上場会社が他の会社の

関連会社である場合に

おける当該他の会社 

21.39 なし 

役員 氏名 親会社等での役職 

 代表取締役会長 森川 巽    代表取締役会長 

 代表取締役社長 森川 香    取締役 

 取締役企画本部長 森川 智    代表取締役社長 
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（９）内部管理体制の整備・運用状況 

① 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その他内部管理体制の整備の

状況 

 当社では、会社の業務組織の適正かつ合理的な運営の維持・推進を目的として、社長直轄の内部監査室を設置

しております。 

  内部監査室は、独立・公正な立場から各部門の業務執行、管理状況について定期内部監査を実施し、さらに各

担当者からの随時のヒアリングを通じて、その妥当性及び効率性について、助言・提言を行っております。 

  当社では、内部牽制が機能し、組織が適正かつ合理的に運営される前提として、企画本部において事務統制、

予算統制、適時開示等を行うとともに、組織規程、職務分掌規程、職務権限規程、内部者取引管理規程をはじめ

とする諸規程を整備し、その基準を明確にしてコンプライアンスを徹底しております。 

② 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 

 内部監査室では、期初に年間計画を策定したうえ、年間12回（月１回）の定期監査を実施しております。その

結果は、内部監査報告書として社長に報告され、適正かつ合理的な業務運営の改善に資されております。 

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、企業業績の継続的な改善を背景に、平均株価の堅調な上昇傾向での推移や雇

用情勢の改善等により、消費マインドの一部にも好転がみられ、明るさを取り戻しつつありますが、一方で長期金

利の動向など先行き不安な要素もあり、予断を許さない状況も続いております。低価格の定着と高額商品の拡大に

見られる消費構造の変化は急激に進んでおります。 

 容器業界におきましては、主要な対象業界の食品関連では、消費動向は依然として厳しいまま推移し、原料高の

影響等を受けた価格競争は一層激しさを増した状態が続きました。 

 エレクトロニクス業界におきましては、年度前半において在庫調整の影響等もありましたが、昨年末より携帯電

話、ＤＶＤ機器、薄型液晶テレビなどデジタル情報家電の市場が活況を呈してきており、これに伴う設備投資意欲

も刺激され、安定的な景況感が見込める状況で推移しております。 

 このような状況のなか、当社は事業の選択と集中による経営資源の効率的な配分を目指し、事業基盤の再構築に

向けた取り組みを実施しております。これまで事業等のリスクとして認識しておりました特定取引先との取引につ

いては大幅な見直しを行い、また、不採算事業の見直しにより秋田工場の一部業務を縮小して、効率化を図ってお

ります。 

 この結果、当事業年度の売上高は100億71百万円（前年同期比41.5％減）、経常利益は1億87百万円（同68.6％

減）となりましたが、秋田工場の業務縮小に伴う固定資産の処分損や江戸川倉庫跡地の売却損等による特別損失56

百万円の計上及び本社移転に伴う旧本社土地の売却による特別利益1億34百万円の計上により当期純利益は１億49

百万円（同390.0％増）となりました。 

 部門別の業績は次のとおりであります。 

 容器部門は、オリジナルの小型ペットボトル等当社の特長を生かした商品の健闘もありましたが、食品関連での

個人消費低迷と厳しい価格競争の影響は大きく、当事業年度の売上高は76億87百万円（前年同期比5.8％減）とな

りました。 

 エレクトロニクス関連部門は、液晶関連を中心に電子部品、プラスチック成型品等が順調に進捗いたしました

が、特定取引先との取引について大幅な見直しをしたことにより、当事業年度の売上高は23億83百万円（同73.7％

減）となりました。 

 なお、主に食品関連の機械類等の売上高につきましては、前事業年度までは「その他部門」として区分しており

ましたが、当該分野の規模が極めて小さくなっていること、また、容器類に付随するものである性格が強いことな

どから、当事業年度より容器部門に含めることといたします。当事業年度における従来の区分での売上高は、容器

部門75億8百万円（前年同期比3.7％減）、その他部門1億78百万円（同50.3％減）であります。 

 また、1株当たり当期利益配当金につきましては、普通配当12円50銭とさせていただきたく第62期定時株主総会

にて提案予定であります。 

 次期の見通しにつきましては、景気の持続的な回復が期待されるなか、消費の二極化に見られるような市場構造

の変化が一層進み、業種・業態を超えた企業間競争や価格競争はさらに激化していくものと思われます。 

 このような中、当社といたしましては、中長期的な発展を見据えた事業の選択と集中を推し進め、経営資源の最

適な配分により、売上総利益率の一層の向上を目指し、より効率的で安定的な経営基盤の構築に向けて、一歩ずつ
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着実な成長を目指してまいります。 

 以上の考えに基づき、次期の業績は売上高115億円、経常利益2億20百万円、当期純利益1億20百万円を見込んで

おります。 

 また、利益配分に関しましては、企業体質の強化や安定した経営基盤の確保に努めるとともに、安定した配当の

継続を基本方針としており、20％以上の配当性向を維持していく予定でおります。 

（２）財政状態 

 当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、本社移転に伴う有形固定資産の売却によ

る収入等が大きく影響し、投資活動で2億30百万円の収入がありましたが、法人税等の支払額63百万円や配当金の

支払額47百万円等の支出もあり、当事業年度末では前事業年度末に比べて1億40百万円の増加で、21億4百万円（前

期比7.2％増）となりました。 

 当事業年度におけるキャッシュ・フローの状況は、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） 

 当事業年度において営業活動の結果使用した資金は40百万円（前年同期は資金の増加6億74百万円）となりまし

た。 

 これは主に、税引前当期純利益2億65百万円の計上と売上債権の減少額5億29百万円に対し、仕入債務の減少額7

億86百万円と法人税等の支払額63百万円があったことによるものであります。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当事業年度において投資活動の結果得られた資金は2億30百万円（前年同期は資金の減少67百万円）となりまし

た。 

 これは主に、本社の移転に伴い、土地等の有形固定資産の売却による収入が4億25百万円あったことと、建物設

備等を含む有形固定資産の取得による支出88百万円及び敷金支出や移転費用等を含むその他投資活動による支出が

87百万円あったこと等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） 

 当事業年度において財務活動の結果使用した資金は49百万円（前年同期は資金の減少31百万円）となりました。

 これは主に、利益処分による配当金の支払額が47百万円と利息の支払額4百万円などによるものであります。 

 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。 

 株主資本比率：株主資本／総資産 

 時価ベースの株主資本比率：株式時価総額／総資産 

 債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

 インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

 ※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全ての負債を対象としておりま

 す。 

 ※営業キャッシュ・フロー及び利払いは、キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動によるキャッ

 シュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。 

  平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期 

 株主資本比率（％） 32.5 37.1 40.7 

 時価ベースの株主資本比率（％） 29.5 28.9 40.9 

 債務償還年数（年） 1.4 0.5 － 

 インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 40.6 127.9 － 
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（３）事業等のリスク 

 ① 市場環境による影響について 

 当社の取り扱う商品は、包装容器及びエレクトロニクス関連商品等、最終消費財を構成する為の材料・部品等

が主なものですが、消費低迷や景況感の悪化など市場環境の変化により、当社販売先の需要動向が減少した場

合、その影響を大きく受ける可能性があります。 

 ② 売上債権管理のリスクについて 

 当社は、幅広い顧客層に対し販売活動を行っております。得意先・仕入先の動向については常に最新の情報を

把握し、適正な与信管理に努めておりますが、予測不能な事態が生じた場合には、売上債権の回収に支障をきた

す可能性があります。 

 ③ 少数での営業体制による影響について 

 当社は、少数精鋭による効率的な営業体制の確立を目指しておりますが、一方で複数の従業員に同時に不測の

事態が生じた場合、一部営業に影響を及ぼす可能性があります。 

 ④ 関連当事者との取引について 

   当事業年度における当社と関連当事者との取引は、次のとおりであります。 

 （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 

ヤマト科学㈱及びヤマトラボテック㈱との商品の販売価格・購入価格については、一般取引条件と同様に市

場価格等を勘案して、交渉の上決定しております。 

３．※１の会社は当社の議決権の21.39％を所有していることによりその他の関係会社となっているものであり

ます。 

４．ヤマトラボテック㈱は、平成18年4月1日付けでヤマト科学㈱に吸収合併されております。 

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 

    
卸売業 

  
当社で扱う

機器類の販

売。 

同社で扱う

プラズマ洗

浄装置・分

析機器類の

購入。 

商品の

販売 
46,541 

売掛金

及び受

取手形 

18,895 

その他の

関係会社 

ヤマト

科学㈱ 

※1 

東京都

中央区 
757,500 

（理科学機

器・産業試

験装置機器

類の販売） 

（被所有） 

21.39 

役員 

３名 

商品の

購入 
178,531 

買掛金

及び支

払手形 

91,167 

       
車両賃

借料他 
2,431 

長期前

払費用 
2,874 

その他の

関係会社

の子会社 

ヤマト

ラボテ

ック㈱ 

東京都

中央区 
25,000 製造業 ──── 

役員 

1名 

当社で扱う

機器部品類

の販売。 

同社で扱う

産業試験装

置の購入。 

商品の

販売 
8,413 売掛金 3,766 

商品の

購入 
112,659 買掛金 35,982 
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４．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） 
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   2,913,500   3,054,450  140,950

２．受取手形 ※７  1,144,057   1,041,682  △102,374 

３．売掛金 ※７  2,092,196   1,780,065  △312,131 

４．商品   104,377   85,009  △19,367

５．製品   16,019   5,673  △10,346

６．原材料   3,788   436  △3,351

７．仕掛品   967   －  △967

８．貯蔵品   3,153   1,446  △1,707

９．前渡金   17,205   85,062  67,857

10．前払費用   9,266   14,412  5,146

11．繰延税金資産   16,779   34,130  17,350

12．未収入金 ※２  73,565   84,134  10,569

13．その他   1,507   1,384  △123

貸倒引当金   △5,955   △10,532  △4,576

流動資産合計   6,390,429 84.8  6,177,356 86.7 △213,072

Ⅱ 固定資産        

(1) 有形固定資産        

１．建物 ※1,6 311,867   167,955     

減価償却累計額  224,852 87,014  97,561 70,393  △16,621

２．構築物  46,041   32,235   

減価償却累計額  39,633 6,408  28,255 3,979  △2,428

３．機械及び装置  322,196   214,416   

減価償却累計額  226,870 95,326  149,947 64,468  △30,857

４．車輌及び運搬具  11,308   7,403   

減価償却累計額  7,254 4,053  5,403 1,999  △2,054

５．工具・器具及び備
品 

 253,659   261,730   

減価償却累計額  215,915 37,744  200,504 61,226  23,481

６．土地 ※1,3  414,276   174,347  △239,928 

有形固定資産合計   644,823 8.6  376,415 5.3 △268,407

(2) 無形固定資産        

１．借地権   16,758   16,758  －

２．ソフトウェア   46,099   29,750  △16,348

３．その他   1,110   4,310  3,200

無形固定資産合計   63,967 0.8  50,818 0.7 △13,148
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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） 
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        

１．投資有価証券   145,839   170,042  24,203

２．出資金   400   400  －

３．破産債権、再生債
権、更生債権その
他これらに準ずる
債権 

  6,012   28,431  22,418

４．長期前払費用   5,174   2,874  △2,300

５．繰延税金資産   141,746   140,606  △1,140

６．保険積立金   131,023   127,322  △3,701

７．再評価に係る繰延
税金資産 

※３  9,430   32,254  22,823 

８．その他   9,329   51,793  42,464

貸倒引当金   △10,352   △31,200  △20,848

投資その他の資産合
計 

  438,604 5.8  522,524 7.3 83,920

固定資産合計   1,147,395 15.2  949,759 13.3 △197,635

資産合計   7,537,825 100.0  7,127,116 100.0 △410,708

（負債の部）        

Ⅰ 流動負債        

１．支払手形 ※７  2,773,226   2,148,230  △624,995 

２．買掛金 ※７  1,108,717   1,014,296  △94,420 

３．短期借入金 ※１  360,000   360,000  － 

４．未払金   25,862   37,132  11,269

５．未払費用   20,105   28,752  8,646

６．未払法人税等   2,037   108,429  106,392

７．未払消費税等   9,299   －  △9,299

８．前受金   36,688   105,550  68,861

９．預り金   8,136   7,629  △506

10．賞与引当金   36,438   50,400  13,961

11．その他   1,803   1,423  △379

流動負債合計   4,382,316 58.1  3,861,844 54.2 △520,471

Ⅱ 固定負債        

１．退職給付引当金   117,945   118,532  587

２．役員退職慰労引当金   238,962   242,751  3,788

３．その他   2,400   5,400  3,000

固定負債合計   359,307 4.8  366,683 5.1 7,376

負債合計   4,741,623 62.9  4,228,528 59.3 △513,095
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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） 
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 ※４  334,430 4.4  334,430 4.7 － 

Ⅱ 資本剰余金        

１．資本準備金  279,820   279,820   

資本剰余金合計   279,820 3.7  279,820 3.9 －

Ⅲ 利益剰余金        

１．利益準備金  83,607   83,607   

２．任意積立金        

   別途積立金  1,770,000   1,870,000   

３．当期未処分利益  332,798   354,443   

利益剰余金合計   2,186,405 29.0  2,308,050 32.4 121,644

Ⅳ 土地再評価差額金 ※３  △13,746 △0.2  △47,014 △0.7 △33,268 

Ⅴ その他有価証券評価差
額金 

※８  10,925 0.2  25,204 0.4 14,279

Ⅵ 自己株式 ※５  △1,632 △0.0  △1,902 △0.0 △269 

資本合計   2,796,201 37.1  2,898,588 40.7 102,386

負債資本合計   7,537,825 100.0  7,127,116 100.0 △410,708
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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） 

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        

１．商品売上高  17,042,349   9,930,915   

２．製品売上高  166,712 17,209,062 100.0 140,104 10,071,019 100.0 △7,138,042

Ⅱ 売上原価          

１．商品売上原価          

(1) 商品期首たな卸高  87,024   104,377   

(2) 当期商品仕入高  15,465,601   8,680,998   

合計  15,552,626   8,785,375   

(3) 商品期末たな卸高  104,377   85,009   

商品売上原価  15,448,249   8,700,365   

２．製品売上原価        

(1) 製品期首たな卸高  15,577   16,019   

(2) 当期製品製造原価  196,435   131,845   

合計  212,012   147,865   

(3) 製品期末たな卸高  16,019   5,673   

製品売上原価  195,993   142,192   

売上原価合計   15,644,242 90.9  8,842,557 87.8 △6,801,684

売上総利益   1,564,819 9.1  1,228,461 12.2 △336,357

Ⅲ 販売費及び一般管理費          

１．運賃荷造費  24,176   18,187   

２．広告宣伝費  9,058   8,719   

３．貸倒引当金繰入額  －   27,853   

４．役員報酬  109,455   103,755   

５．給与手当  334,292   343,120   

６．賞与  84,539   86,678   

７．賞与引当金繰入額  32,439   50,400   

８．退職給付費用  35,492   43,538   

９．役員退職慰労引当金
繰入額 

 12,405   14,788   

10．法定福利費  53,423   53,903   

11．旅費交通費  53,906   57,127     

12．減価償却費  39,405   47,961   

13．その他  181,090 969,686 5.6 196,318 1,052,351 10.4 82,664

営業利益   595,132 3.5  176,110 1.8 △419,022
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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） 

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） 

Ⅳ 営業外収益        

１．受取利息  4,982   2,763   

２．受取配当金  2,636   2,647   

３．受取賃貸料   11,428   18,506   

４．受取クレーム補償金  4,100   －   

５．受取保険料  －   8,000   

６．その他  2,325 25,473 0.1 5,320 37,238 0.4 11,764

Ⅴ 営業外費用        

１．支払利息  5,212   4,980   

２．賃貸原価 ※１ 1,295   17,644   

３．支払クレーム補償金  4,791   50   

４．売上割引  1,696   1,515     

５．売上債権譲渡損  8,524   1,201     

６．その他  － 21,521 0.1 0 25,392 0.3 3,870

経常利益   599,084 3.5  187,956 1.9 △411,128

Ⅵ 特別利益        

１．固定資産売却益 ※２ －   134,662   

２．貸倒引当金戻入額  5,027   －   

３．投資有価証券売却益  4,565   －   

４．その他   614 10,206 0.0 － 134,662 1.3 124,455

Ⅶ 特別損失        

１．固定資産売却損 ※３ 1,241   19,122   

２．固定資産除却損 ※４ 251,229   13,965     

３．役員退職慰労引当金
繰入額 

 226,556   －   

４．役員退職慰労金  60,000   －   

５．本社移転費用  －   22,562   

６．その他   － 539,027 3.1 1,135 56,787 0.6 △482,239

税引前当期純利益   70,264 0.4  265,831 2.6 195,567

法人税、住民税及び
事業税 

 129,447   165,337   

法人税等調整額  △89,655 39,792 0.2 △48,831 116,506 1.1 76,714

当期純利益   30,472 0.2  149,324 1.5 118,852

前期繰越利益   302,326   171,849  △130,476

土地再評価差額金取
崩額 

  －   33,268  33,268

当期未処分利益   332,798   354,443  21,644
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製造原価明細書 

（脚注） 

  
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） 

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） 

Ⅰ 材料費  72,747 37.0 79,455 60.7 6,707

Ⅱ 労務費  75,598 38.4 26,930 20.6 △48,667

Ⅲ 経費 ※２ 48,512 24.6 24,491 18.7 △24,020

当期総製造費用  196,858 100.0 130,878 100.0 △65,980 

仕掛品期首たな卸高  544  967  422 

合計  197,403  131,845  △65,557

仕掛品期末たな卸高  967  －  △967

当期製品製造原価  196,435  131,845  △64,589

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．原価計算の方法 

実際総合原価計算を採用しております。 

 １．原価計算の方法 

同左 

※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。 

減価償却費 17,912千円 減価償却費 7,616千円 
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(3) キャッシュ・フロ－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） 

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 

   

税引前当期純利益  70,264 265,831 195,567

減価償却費  57,317 55,578 △1,739

有形固定資産除却損  16,078 13,965 △2,112

無形固定資産除却損  220,770 － △220,770

長期前払費用償却額  1,725 2,300 575 

賞与引当金の増加額  1,012 13,961 12,949 

退職給付引当金の増
加額 

 19,261 587 △18,673

役員退職慰労引当金
の増加額 

 238,962 3,788 △235,173

貸倒引当金の増加額
(△減少額) 

 △7,010 25,424 32,435

受取利息及び受取配
当金 

 △7,619 △5,411 2,208

支払利息  5,212 4,980 △231

有形固定資産売却益  △112 △134,662 △134,550

有形固定資産売却損  563 19,122 18,559

無形固定資産売却損  677 － △677

投資有価証券売却益  △4,565 － 4,565

保険積立解約損  － 1,135 1,135

移転費用  － 22,562 22,562

その他営業外収益  △11,930 △20,558 △8,627

その他営業外費用  13,175 17,644 4,468 

売上債権の減少額  1,731,520 529,430 △1,202,089

破産、再生、更生債権そ

の他これらに準ずる債権

の減少額(△増加額) 
 1,934 △22,418 △24,353

たな卸資産の減少額
(△増加額) 

 △18,202 35,740 53,943

その他流動資産の増
加額 

 △880 △9,229 △8,349

仕入債務の減少額  △1,335,653 △786,705 548,947

その他流動負債の増
加額(△減少額) 

 △24,056 4,218 28,274

役員賞与の支払額  △15,500 △14,100 1,400

小計  952,946 23,188 △929,757

法人税等の支払額  △278,238 △63,591 214,647

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

 674,707 △40,403 △715,110 
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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） 

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 

   

定期預金の払戻によ
る収入 

 6,203 － △6,203

利息及び配当金の受
取額 

 7,621 5,396 △2,225

貸付金の実行による
支出 

 △580,000 － 580,000

貸付金の回収による
収入 

 580,000 － △580,000

有価証券の取得によ
る支出 

 － △50,046 △50,046

投資有価証券の売却
による収入 

 11,315 － △11,315

投資有価証券の取得
による支出 

 △120 △120 －

受取賃貸料収入  11,428 16,839 5,410

賃貸原価に伴なう支
出 

 △873 △988 △115

その他投資活動によ
る収入 

 27,436 10,320 △17,115

その他投資活動によ
る支出 

 △32,016 △87,151 △55,134

有形固定資産の売却
による収入 

 618 425,146 424,528

有形固定資産の取得
による支出 

 △99,086 △88,798 10,287

投資活動によるキャ
ッシュ・フロー 

 △67,472 230,598 298,070 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

   

短期借入金の純増加
額 

 30,000 － △30,000

利息の支払額  △5,273 △4,915 358

自己株式の取得によ
る支出 

 △126 △269 △142

配当金の支払額  △56,092 △47,059 9,032

その他財務活動によ
る収入 

 － 3,000 3,000

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △31,493 △49,245 △17,752

Ⅳ 現金及び現金同等物の
増加額 

 575,742 140,950 △434,791

Ⅴ 現金及び現金同等物の
期首残高 

 1,387,757 1,963,500 575,742

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期末残高 

 1,963,500 2,104,450 140,950
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(4) 利益処分案 

  
前事業年度 

 （株主総会承認予定日 
平成17年６月23日） 

当事業年度 
 （株主総会承認予定日 
平成18年６月27日） 

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   332,798  354,443 21,644

Ⅱ 利益処分額      

１．配当金  46,848  46,843  

２．役員賞与金  14,100  10,800    

（うち監査役賞与金）  (300)  (300)    

３．任意積立金      

別途積立金  100,000 160,948 200,000 257,643 96,694

Ⅲ 次期繰越利益   171,849  96,799 △75,049
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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 

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。 

その他有価証券 

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を採用してお

ります。 

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、製品、原材料、仕掛品 

……移動平均法による原価法 

(1) 商品、製品、原材料、仕掛品 

同左 

 (2) 貯蔵品 

……最終仕入原価法 

(2) 貯蔵品 

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（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。 

(1) 有形固定資産 

 定率法（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。 

  建物          ８～50年  建物          ８～34年 

  機械及び装置      ８～11年  機械及び装置      ８～10年 

 (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）に基づく定額法を採用してお

ります。 

(2) 無形固定資産 

同左 

４．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。 

５．引当金の計上基準 (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。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 (2) 賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備えるため、

支給見込額のうち当期に対応する負担

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。 

 なお、会計基準変更時差異（67,523

千円）については、５年による均等額

を費用処理しております。 

(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。 

 

- 17 -



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） 

 (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、役員退職慰労金取扱内規に基づく

期末要支給額を計上しております。 

 （会計方針の変更） 

 役員退職慰労金は、従来、支出時の

費用として計上しておりましたが、内

規の整備を行ったことを契機に、役員

の在任期間にわたり費用配分すること

で期間損益の適正化及び財務体質の健

全化を図るため、当事業年度から内規

に基づく期末要支給額を役員退職慰労

引当金として計上する方法に変更いた

しました。 

 また、当期繰入額238,962千円のう

ち、当期にかかる発生額12,405千円は

販売費及び一般管理費に計上し、過年

度相当額226,556千円は特別損失として

計上しております。この結果、従来の

方法に比較して、営業利益及び経常利

益は12,405千円減少し、税引前当期純

利益は238,962千円減少しております。 

(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、役員退職慰労金取扱内規に基づく

期末要支給額を計上しております。 

６．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 

７．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ヵ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 

８．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項 

消費税等の処理方法 

 消費税等の会計処理は、税抜方式に

よっております。 

消費税等の処理方法 

同左 
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会計処理方法の変更 

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） 

────── （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。これによる損益に与える影響はありません。 

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） 

（損益計算書関係）  

 前期まで営業外収益の「その他」に含めて表示してい

た「受取配当金」は、営業外収益の合計額の100分の10を

超えることとなったため区分掲記することに変更しまし

た。 

 なお、前期における「受取配当金」の金額は516千円で

あります。 

（損益計算書関係）  

 前期まで特別利益の「その他」に含めて表示していた

「固定資産売却益」は、特別利益の合計額の100分の10を

超えることとなったため区分掲記することに変更しまし

た。 

 なお、前期における「固定資産売却益」の金額は112千

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31日） 

当事業年度 
（平成18年３月31日） 

※１．担保に供している資産は、次のとおりであります。 ※１．担保に供している資産は、次のとおりであります。 

建物 44,458千円 

土地 306,275千円 

計 350,734千円 

建物 3,116千円 

土地 134,745千円 

計 137,862千円 

 なお建物及び土地は、下記の債務の担保に供してお

ります。 

 なお建物及び土地は、下記の債務の担保に供してお

ります。 

短期借入金 300,000千円 短期借入金 150,000千円 

※２．ファクタリング方式により譲渡した売上債権の未収

入金                 69,072千円 

※２．ファクタリング方式により譲渡した売上債権の未収

入金                 23,009千円 

※３．当社は、「土地の再評価に関する法律」(平成10年

３月31日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関す

る法律の一部を改正する法律」(平成13年３月31日公

布法律第19号)に基づき事業用土地の再評価を行い、

再評価差額のうち当該再評価差額に係る税金相当額を

「再評価に係る繰延税金資産」として資産の部に計上

し、残額を「土地再評価差額金」として資本の部に計

上しております。 

※３．当社は、「土地の再評価に関する法律」(平成10年

３月31日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関す

る法律の一部を改正する法律」(平成13年３月31日公

布法律第19号)に基づき事業用土地の再評価を行い、

再評価差額のうち当該再評価差額に係る税金相当額を

「再評価に係る繰延税金資産」として資産の部に計上

し、残額を「土地再評価差額金」として資本の部に計

上しております。 

 再評価の方法……「土地の再評価に関する法律施行

令」(平成10年３月31日公布政令第119号)第２条第１

号に定める近隣の地価公示価格に合理的な調整をして

算定する方法及び第３号に定める固定資産税評価額に

合理的な調整をして算定する方法を行っております。 

 再評価の方法……「土地の再評価に関する法律施行

令」(平成10年３月31日公布政令第119号)第２条第１

号に定める近隣の地価公示価格に合理的な調整をして

算定する方法及び第３号に定める固定資産税評価額に

合理的な調整をして算定する方法を行っております。 

再評価を行った年月日 ……… 平成14年３月31日 

再評価を行った土地の期末における時価と再評価後

の帳簿価額との差額  ………  28,166千円 

再評価を行った年月日 ……… 平成14年３月31日 

再評価を行った土地の期末における時価と再評価後

の帳簿価額との差額  ………  18,004千円 

※４．授権株式数及び発行済株式総数は、次のとおりであ

ります。 

※４．授権株式数及び発行済株式総数は、次のとおりであ

ります。 

授権株式数 普通株式 15,000,000株 

発行済株式総数 普通株式 3,750,000株 

授権株式数 普通株式 15,000,000株 

発行済株式総数 普通株式 3,750,000株 

※５．自己株式 

 当社が保有する自己株式の数は、普通株式2,140株

であります。 

※５．自己株式 

 当社が保有する自己株式の数は、普通株式2,552株

であります。 

※６．固定資産の圧縮記帳額 

 過年度において、収用移転補償に伴い有形固定資産

のうちの建物の取得価額から控除している圧縮記帳額

は96,170千円であります。 

※６．固定資産の圧縮記帳額 

同左 

※７．関係会社項目 

 関係会社に対する資産及び負債には次のものがあり

ます。 

※７．関係会社項目 

 関係会社に対する資産及び負債には次のものがあり

ます。 

流動資産 
 

受取手形（千円） 3,838 

売掛金（千円） 5,956 

流動負債 
 

支払手形（千円） 13,766 

買掛金（千円） 23,681 

流動資産 
 

受取手形（千円） 12,214 

売掛金（千円） 10,446 

流動負債 
 

支払手形（千円） 20,766 

買掛金（千円） 106,383 
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（損益計算書関係） 

（キャッシュ・フロー計算書関係） 

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） 

※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10,925千円で

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25,204千円で

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．賃貸原価のうち主なものは次のとおりであります。 ※１．賃貸原価のうち主なものは次のとおりであります。 

減価償却費 422千円 

租税公課 843千円 

減価償却費 16,655千円 

租税公課 843千円 

※２．         ────── ※２．固定資産売却益は、機械及び装置95千円、工具・器

具及び備品958千円、土地133,608千円の売却益であり

ます。 

※３．固定資産売却損は、車輌及び運搬具563千円、電話

加入権677千円の売却損であります。 

※３．固定資産売却損は、車輌及び運搬具121千円、機械

及び装置11,655千円、土地7,345千円の売却損であり

ます。 

※４．固定資産除却損は、建物30,228千円、工具・器具及

び備品150千円、借地権220,850千円の除却損でありま

す。 

※４．固定資産除却損は、建物7,060千円、構築物5,520千

円、機械及び装置347千円、工具・器具及び備品1,037

千円の除却損であります。 

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） 

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 

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） （平成18年３月31日現在） 

現金及び預金勘定 2,913,500千円 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △950,000千円 

現金及び現金同等物 1,963,500千円 

現金及び預金勘定 3,054,450千円 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △950,000千円 

現金及び現金同等物 2,104,450千円 
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① リース取引 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31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、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

   
工具・器具及び

備品  

取得価額相当額    34,826千円 

減価償却累計額相当額    22,455千円 

期末残高相当額    12,370千円 

   
工具・器具及び

備品  

取得価額相当額    29,022千円 

減価償却累計額相当額    19,696千円 

期末残高相当額    9,326千円 

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 6,022千円 

１年超 6,607千円 

合計 12,629千円 

１年内 6,392千円 

１年超 3,167千円 

合計 9,559千円 

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、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 7,300千円 

減価償却費相当額 6,889千円 

支払利息相当額 412千円 

支払リース料 7,459千円 

減価償却費相当額 7,084千円 

支払利息相当額 349千円 

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 

 （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。 
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② 有価証券 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 （注） 当該株式の減損にあたっては、個別銘柄毎に、時価が取得原価に比べ50％以上下落したものは全て、「過去２

年間に亘り連続して30％以上50％未満下落した場合」、「２期連続して債務超過の場合」、「２期連続して経

常損失を計上している場合」の一つに該当した場合、また該当しない場合は総合的な判断のうえ行っておりま

す。 

２．前事業年度及び当事業年度中に売却したその他有価証券 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 種類 

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） 

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） 

貸借対照表計

上額が取得原

価を超えるも

の 

(1) 株式 18,121 37,351 19,229 21,591 64,088 42,496 

(2) 債券       

① 国債・地方

債等 
－ － － － － － 

② 社債 － － － － － － 

③ その他 － － － － － － 

(3) その他 － － － － － － 

小計 18,121 37,351 19,229 21,591 64,088 42,496 

貸借対照表計

上額が取得原

価を超えない

もの 

(1) 株式 3,343 2,533 △809 － － － 

(2) 債券       

① 国債・地方

債等 
－ － － － － － 

② 社債 － － － － － － 

③ その他 － － － － － － 

(3) その他 － － － － － － 

小計 3,343 2,533 △809 － － － 

合計 21,465 39,885 18,420 21,591 64,088 42,496 

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） 

11,400 4,565 － － － － 

 

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） 

貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

非上場株式 105,953 105,953 
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③ デリバティブ取引 

前事業年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

 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） 

   １．取引の状況に関する事項 

     (1）取引の内容 

     余剰資金運用のため、複合金融商品を利用しております。 

     (2）取引に対する取組方針 

 デリバティブ取引につきましては、基本的にはリスクの高い投機的な取引は行わない方針であります。

また、組込デリバティブのリスクが現物の金融資産に及ぶ可能性がある金融商品を購入する場合は、社内

で充分協議を行うこととしております。 

     (3）取引の利用目的 

 デリバティブ取引は、余資運用を目的に利用いたしました。なお、利用したデリバティブ取引について

ヘッジ会計は行っておりません。 

     (4）取引に係るリスクの内容 

     当社が利用しているデリバティブ取引は、一般的な市場リスクを有しております。 

     (5）取引に係るリスク管理体制 

     デリバティブ取引について定めた資金運用内規に従って厳格に運営しております。 

   ２．取引の時価等に関する事項 

   期末残高がないため、該当事項はありません。 

④ 退職給付 

１．採用している退職給付制度の概要 

 当社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度及び退職一時金制度並びに厚生年金基金制度を併用し

ております。 

 なお、適格退職年金制度は昭和54年12月より定年退職又は２年以上勤続の自己都合により退職する従業員の

退職金の一部（50％相当）につき採用しております。 

２．退職給付債務及びその内訳 

 （注） 当社は、退職給付債務の算定方法として簡便法を採用しております。 

３．退職給付費用の内訳 

 （注） 当社は、退職給付債務の算定方法として簡便法を採用しております。 

 
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） 

退職給付債務（千円）  133,481   118,532  

(1) 年金資産（千円）  15,536   －  

(2) 退職給付引当金（千円）  117,945   118,532  

(3) 会計基準変更時差異の未処理額（千円）  －   －  

 
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） 

退職給付費用（千円）  42,321   44,330  

(1) 勤務費用（千円）  28,816   44,330  

(2) 会計基準変更時差異の費用処理額（千円）  13,504   －  
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４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 （注） 当社は、退職給付債務の算定方法として簡便法を採用しております。 

５．厚生年金基金制度における年金資産の額 

 当社が採用している東日本硝子業厚生年金基金については、自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に

計算することができないため、当該年金基金への要拠出額を退職給付費用として処理しております。 

 なお、掛金拠出割合により計算した平成18年３月31日における年金資産の額は、344,783千円（平成17年３

月31日における年金資産の額387,401千円）であります。 

⑤ 税効果会計 

⑥ 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） 

 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） 

 該当事項はありません。 

 
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） 

会計基準変更時差異の処理年数（年） ５  －  

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 

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   

賞与引当金損金算入限度超過額 14,826千円 

未払賞与分社会保険料額 1,672千円 

未払事業所税 346千円 

退職給付引当金超過額 46,561千円 

役員退職慰労引当金損金算入限度超

過額 

97,233千円 

減価償却費損金算入限度超過額 291千円 

貸倒引当金損金算入限度超過額 3,394千円 

投資有価証券評価損失損金不算入額 2,029千円 

繰延税金資産合計 166,356千円 

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金 △7,495千円 

その他 △335千円 

繰延税金負債合計 △7,830千円 

繰延税金資産(負債)の純額 158,526千円 

繰延税金資産   

未払事業税否認額 8,537千円 

賞与引当金損金算入限度超過額 20,507千円 

未払賞与分社会保険料額 2,255千円 

未払事業所税 281千円 

退職給付引当金超過額 48,230千円 

役員退職慰労引当金損金算入限度超

過額 

98,775千円 

減価償却費損金算入限度超過額 1,295千円 

貸倒引当金損金算入限度超過額 10,114千円 

投資有価証券評価損失損金不算入額 2,029千円 

繰延税金資産合計 192,028千円 

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金 △17,291千円 

繰延税金負債合計 △17,291千円 

繰延税金資産(負債)の純額 174,736千円 

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 

法定実効税率 40.69％ 

（調整項目）   

交際費等永久に損金に算入されない

項目 
11.64％ 

受取配当金等永久に益金に算入され

ない項目 
△0.76％ 

住民税均等割等 2.04％ 

その他 3.02％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担

率 
56.63％ 

法定実効税率 40.69％ 

（調整項目）   

交際費等永久に損金に算入されない

項目 
2.86％ 

受取配当金等永久に益金に算入され

ない項目 
△0.20％ 

住民税均等割等 0.53％ 

その他 △0.06％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担

率 
43.82％ 
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⑦ 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） 

(1）子会社等 

 （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 

ヤマト科学㈱及びヤマトラボテック㈱との商品の販売価格・購入価格については、一般取引条件と同様に市

場価格等を勘案して、交渉の上決定しております。 

３．※１の会社は当社代表取締役会長森川巽がヤマト科学㈱の代表取締役会長を兼務し、当該会社の議決権の

0.9％を直接所有及び41.0％を間接所有していることにより関連会社となっているものであります。 

また、当社代表取締役会長森川巽は当社の議決権の42.5％を直接所有及び4.6％を間接所有しており、ヤマ

ト科学㈱はその他の関係会社にも該当しております。 

当事業年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

(1）親会社及び法人主要株主等 

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 

    
卸売業 

  
当社で扱う

機器類の販

売。 

同社で扱う

プラズマ洗

浄装置・分

析機器類の

購入。 

商品の

販売 
49,467 

売掛金

及び受

取手形 

9,480 

関連会社 

ヤマト

科学㈱ 

※1 

東京都

中央区 
757,500 

（理科学機

器・産業試

験装置機器

類の販売） 

──── 
役員 

３名 

商品の

購入 
185,483 

買掛金

及び支

払手形 

26,652 

       
車両賃

借料他 
2,020 

長期前

払費用 
5,174 

関連会社

の子会社 

ヤマト

ラボテ

ック㈱ 

東京都

中央区 
25,000 製造業 ──── 

役員 

1名 

当社で扱う

機器部品類

の販売。 

同社で扱う

産業試験装

置の購入。 

商品の

販売 
2,967 

受取手

形 
314 

商品の

購入 
85,782 

買掛金

及び支

払手形 

10,795 

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 

    
卸売業 

  
当社で扱う

機器類の販

売。 

同社で扱う

プラズマ洗

浄装置・分

析機器類の

購入。 

商品の

販売 
46,541 

売掛金

及び受

取手形 

18,895 

その他の

関係会社 

ヤマト

科学㈱ 

※1 

東京都

中央区 
757,500 

（理科学機

器・産業試

験装置機器

類の販売） 

（被所有） 

21.39 

役員 

３名 

商品の

購入 
178,531 

買掛金

及び支

払手形 

91,167 

       
車両賃

借料他 
2,431 

長期前

払費用 
2,874 

その他の

関係会社

の子会社 

ヤマト

ラボテ

ック㈱ 

東京都

中央区 
25,000 製造業 ──── 

役員 

1名 

当社で扱う

機器部品類

の販売。 

同社で扱う

産業試験装

置の購入。 

商品の

販売 
8,413 売掛金 3,766 

商品の

購入 
112,659 買掛金 35,982 
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 （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 

ヤマト科学㈱及びヤマトラボテック㈱との商品の販売価格・購入価格については、一般取引条件と同様に市

場価格等を勘案して、交渉の上決定しております。 

３．※１の会社は当社の議決権の21.39％を所有していることによりその他の関係会社となっているものであり

ます。 

４．ヤマトラボテック㈱は、平成18年4月1日付けでヤマト科学㈱に吸収合併されております。 

（１株当たり情報） 

 （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。 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

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 742.32円 

１株当たり当期純利益金額 4.37円 

１株当たり純資産額 770.60円 

１株当たり当期純利益金額 36.96円 

 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。 

 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。 

 
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) 

当期純利益（千円） 30,472 149,324 

普通株主に帰属しない金額（千円） 14,100 10,800 

（うち利益処分による役員賞与金） (14,100) (10,800) 

普通株式に係る当期純利益（千円） 16,372 138,524 

期中平均株式数（株） 3,748,032 3,747,708 
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５．生産、受注及び販売の状況 

    （注）１. 金額は製造原価で表示しております。 

    ２．当事業年度において、秋田工場の不採算事業を見直して業務縮小を図ったことにより、生産実績は減少し

ております。 

（２）受注状況 

当社は主として見込生産を行っているため、該当事項はありません。 

（注） １．販売数量につきましては、取扱品目が多数にわたるため記載を省略しております。 

２．金額には消費税等は含まれておりません。 

３．当事業年度より、商品の「その他」は「容器」に含めて表示しております。 

なお、従来の表示区分の「その他」の当事業年度における売上高は178,680千円であります。また、前事業

年度の商品・容器の（ ）内は、「その他」を含めた金額であり、当該項目の増減はこの金額との比較で

あります。 

６．役員の異動 

 該当事項はありません。 

    

  

（１）生産実績 （単位：千円）

品目 
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） 

増減（△） 

金額 前年対比 

容器 196,435 131,845 △64,589 

％ 

△32.9 

合計 196,435 131,845 △64,589 △32.9 

（３）売上高明細 （単位：千円）

品目 
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）

増減（△） 

金額 前年対比 

商品 

容器 

  

エレクトロニクス関連 

その他 

7,632,817 

(7,992,502) 

9,049,846 

359,684 

7,547,508 

  

2,383,406 

－ 

△444,993 

  

△6,666,440 

－ 

％ 

△5.6 

 

△73.7 

－ 

小計 17,042,349 9,930,915 △7,111,433 △41.7 

製品 
容器 166,712 140,104 △26,608 △16.0 

小計 166,712 140,104 △26,608 △16.0 

合計 17,209,062 10,071,019 △7,138,042 △41.5 
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