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                      (財)財務会計基準機構会員         

平成 18年 3月期      決算短信（連結）        平成18年5月17日 

上 場 会 社 名                                 上場取引所    東 
コ ー ド 番 号        5998                                          本社所在都道府県 東京都 
（ＵＲＬ  http://www.advanex.co.jp  ） 
代  表  者 役職名 代表取締役会長兼社長  氏名 加藤雄一 
問合せ先責任者 役職名 業務管理本部長     氏名 大野俊也    TEL (03)－3822－5865 
決算取締役会開催日 平成18年5月17日 
米国会計基準採用の有無  無 
 
１． 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）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 

         33,221   △3.7 
      34,511   13.2 

         1,732     △30.3 
      2,486     9.1 

1,733    △27.9 
        2,405      15.1 

 

 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 

663  △11.1 
     747  △44.1 

16.67 
18.73 

－ 
－ 

6.5 
7.9 

6.4 
9.0 

5.2 
7.0 

(注) ①持分法投資損益       18年3月期   △1百万円   17年3月期       2百万円 
     ②期中平均株式数(連結)  18年3月期   39,824,020株   17年3月期    39,875,005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)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 
17年3月期 

26,904 
27,547 

10,794 
9,756 

40.1 
35.4 

271.19 
244.85 

(注) 期末発行済株式数(連結) 18年3月期  39,803,525株   17年3月期  39,848,126株 
 
(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 

現金および現金同等物 
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 

     2,883 
     1,336 

    △1,944 
     △126 

     △1,943 
      △217 

3,895 
      4,790 

 
(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   18社 持分法適用非連結子会社数   0社 持分法適用関連会社数  1社 
 
(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結 (新規)   0社 (除外)   0社    持分法 (新規)   0社 (除外)   0社 
 
２．19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 営 業 利 益 経 常 利 益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 百万円 
中 間 期 
通    期 

17,000 
35,000 

930 
2,300 

860 
2,200 

330 
840 

(参考)１株当たり予想当期純利益（通期）    21円10銭 
 

 

 

※上記の業績見通しは、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した見通しであり、リスクや不確実性を含んでおります。

 今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

 上記業績予想に関連する事項につきましては、連結添付資料の6ページをご参照ください。 
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１．企業集団の状況 

当社の企業集団は当社、連結子会社18社、非連結子会社1社、関連会社1社で構成され、精密ばねの製造販売、

精密組立部品の製造販売、モーターの製造販売を主な内容として事業活動を展開しております。 

当企業集団の事業に係る主要な位置付けは次のとおりであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※1 連結子会社 

  ※2 持分法適用関連会社 
  ※3 株式会社ストロベリーコーポレーションは㈱ジャスダック証券取引所に上場しております。 

   ※4  カトウスプリング株式会社は平成18年5月1日をもって当社が吸収合併し、解散いたしました。 

① 精密ばね事業 

当社、カトウスプリング株式会社、KATO SPRING OF CALIFORNIA,INC.、KATO SPRING(SINGAPORE)PTE.LTD.、

KATO PRECISION(U.K.)LIMITED、ADVANEX PRECISION COMPONENTS（DONGGUAN）CO.,LTD．、ADVANEX PRECISION 

COMPONENTS (DALIAN) CO.,LTD ．、 KATO SPRING(THAILAND)LTD. 、 KATO SPRING(M)SDN.BHD. 、 KATO SPRING 

(SHANGHAI)CO.,LTD.およびKATO-ENTEX LIMITEDが製造販売を行い、株式会社アキュレイト、ADVANEX (HK) LTD.、

KATO FASTENING SYSTEMS, INC.が製品の販売をしております。 

② 精密組立部品事業 

当社、株式会社ストロベリーコーポレーション、フジマイクロ株式会社、KATO SPRING(SINGAPORE) PTE. 

LTD.、ADVANEX PRECISION COMPONENTS (DONGGUAN) CO., LTD.、GUANGZHOU STRAWBERRY CORPORATION、ADVANEX 

PRECISION COMPONENTS (DALIAN) CO., LTD.が製造販売を行い、ADVANEX (HK) LTD.、株式会社アキュレイト、

KATO FASTENING SYSTEMS, INC.が製品の販売をしております。 

③ モーター事業 

当社および FUJI MICRO(HONG KONG)LIMITED が販売する ほか、フジマイクロ株式会社、FUJI MICRO 

(GUANGZHOU) LTD.が製造販売を行っております。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         事　　　業　　　内　　　容
精密ばね事業 精密組立部品事業 モーター事業

国
内

ア
ジ
ア

北
米

欧
州

カトウスプリング株式会社

株式会社アキュレイト

株式会社ストロベリーコーポレーション

フジマイクロ株式会社

KATO　SPRING　OF　CALIFORNIA,　INC.

KATO　SPRING　(SINGAPORE) PTE.　LTD.

KATO　PRECISION　（U.K.) LIMITED

KATO　FASTENING　SYSTEMS,　INC.

ADVANEX　(HK)　LTD.

KATO SPRING (M) SDN. BHD.

KATO SPRING (THAILAND) LTD.

KATO-ENTEX LIMITED

KATO SPRING (SHANGHAI) CO., LTD.

FUJI MICRO (HONG KONG) LIMITED

FUJI MICRO (GUANGZHOU) LTD.

ADVANEX PRECISION COMPONENTS (DALIAN) CO., LTD.

ADVANEX PRECISION COMPONENTS (DONGGUAN) CO., LTD.

GUANGZHOU STRAWBERRY
CORPORATION

製造・販売 販売会社

株式会社アドバネクス

※１ ※１
※３

※１

※１

※１

※１

※１

※１

※２
※１

※１

※１

※１

※１

※１

※１

※１

※１

※１

SHANGHAI DIABELL-
STRAWBERRY CO.,LTD.

※1 
※4 
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企業集団の系統図 

企業集団の状況について事業系統図で示すと次のとおりであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．経営方針 
 
（１）経営の基本方針 

当社グループは、「より良い社会のためにサティスファクション─プラスを提供するネットワークである」

をミッション（企業使命・存在意義）と定め、「アイデア＆ソリューション・デザイン」という事業領域にお

いて、顧客に「なるほど！」を提供する“イノベーションのコンビニエンスストア”として顧客から信頼され

る高収益企業になることを企業目的としています。 

上記のコーポレート・アイデンティティのもと、連結経営を重視し、当社グループの人材・技術リソースを

活かしながら、顧客に価値と満足を提供する提案型企業への転換を引き続き推進してまいります。 

 
（２）利益配分に関する方針 

当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営課題と位置付け、業績向上と財務体質強化に努めており

ます。業績および事業基盤の安定・拡充に備えるための内部留保充実とのバランスを図りつつ、適正かつ安定

した利益配当を基本としてまいります。 
 

（３）投資単位に対する考え方 

株式の流動性向上、個人株主を含めた投資家層の拡大は当社にとり重要課題と認識しておりますが、現在、

当社株式の流動性は十分確保されていることから、投資単位の引下げにつきましては、当社株価の水準、株式

の需給環境および市場の要請等を勘案し、慎重に対処してまいりたいと考えています。 
 

得　  意　  先

子会社
KATO　FASTENING
SYSTEMS，INC．

子会社
KATO　PRECISION（U．K．)
LIMITED

子会社
KATO-ENTEX　LIMITED

子会社
KATO　SPRING　（SINGAPORE)
PTE．LTD．

子会社
㈱アキュレイト

子会社
㈱ストロベリーコーポレーション

子会社
カトウスプリング㈱

子会社
フジマイクロ㈱

子会社
KATO　SPRING
OF　CALIFORNIA，
INC．

子会社
ADVANEX（HK)　LTD．

子会社
KATO
SPRING
(M)　SDN．
BHD．

子会社
KATO
SPRING
(THAILAND)

子会社
KATO　SPRING
(SHANGHAI)
CO.,LTD．

子会社
FUJI　MICRO
(HONG　KONG)
LIMITED

子会社
FUJI　MICRO
(GUANGZHOU)　LTD．

子会社
ADVANEX
PRECISION
COMPONENTS
（DALIAN)
CO.,LTD．

子会社
ADVANEX　PRECISION
COMPONENTS
（DONGGUAN)　CO.,LTD．

子会社
GUANGZHOU
STRAWBERRY
CORPORATION
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（４）目標とする経営指標 
当社グループは、中期的目標として連結売上高営業利益率10％の達成を掲げております。また、株主価値の

最大化を図るために目標とする経営指標をＲＯＥ（株主資本利益率）として15％を中期的な目標としておりま

す。これらの目標数字を実現するため、収益性と資産効率の向上および財務レバレッジの適正化を図ってまい

ります。 

 

（５）中長期的な経営戦略と対処すべき課題 

当社グループは、連結企業価値向上を目指し、持続的成長を図るため、グループ一丸となって、次の課題に重

点的に取り組んでまいります。 

 

１）精密ばね事業の成長 

ここ数年、成長が鈍化している精密ばね事業の立て直しを図るため、マーケティング戦略、技術戦略を確立

し、成長路線に乗せる施策を実施し、総合精密ばねメーカーとしてのプレゼンスの再確立を目指します。具体

的には、以下の通りです。 

①重点市場と技術・製品開発 

事務機器市場、キーデバイス（電子部品）市場および自動車市場をターゲット市場と見据え、これらの市場

向けに、当社グループのコア技術である精密金属加工技術・成形技術を強化・進化させ創出した高付加価値

技術・製品を、グループネットワークを活かしながら供給してまいります。その実現のため経営資源を集中

投下いたします。 

②事業の効率化 

精密ワイヤースプリング事業を担う子会社のカトウスプリング株式会社を平成18年5月1日付けで当社に簡易

合併いたしました。これにより、精密ばね事業の総合力を高め、経営資源の一元化による効率的な事業推進、

顧客ニーズへの対応を実現してまいります。 

③タングレス・コイルスレッドの拡販 

当社の独自技術で競争力の高い製品であるタングレス・コイルスレッドについて、緊密なグループ内連携の

もと日米欧およびアジアにおいてさらなる事業拡大を行ってまいります。 

 

２）ヒンジ事業の収益性向上  

ヒンジ事業におきましては、今後も成長が期待できる海外の携帯電話市場をにらんで商品開発を推進、戦略

的に販売を拡大していきます。並行して携帯電話以外のパソコンなどの電子機器市場への販売も強化してまい

ります。また、ヒンジのコアになる部品については、グループでの内製化比率を高めて収益改善を図ります。 

 

３）アジア事業の拡大 

顧客への供給体制整備のため、大連、上海、広州、東莞と当社グループは近年、急ピッチで中国事業を展開

してまいりました。これらの拠点の事業基盤を確実に整備して行くとともに、新たな成長機会を求め、ベトナ

ム等に新しく事業展開を行ってまいります。 

 

４）グループ最適経営 

連結における実効性の高いコーポレート・ガバナンスが命題として与えられている中、内部統制の仕組みの

整備を図りつつ、自律的ネットワーク型経営をさらに進化させ、アドバネクス流の企業統治の確立を図り、集

中と分散、求心力と遠心力の最適化を目指したグループ経営を目指してまいります。 

 

（６）親会社等に関する事項 

   該当する事項はありません。 
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３．経営成績および財政状態 

〔経営成績〕 

（１）当期の概況 

当期におけるわが国経済は、企業収益の拡大を背景に、企業の設備投資の拡大や個人消費の増加など景気の

回復が進みました。当社関連市場については、国内の携帯電話市場において第三世代携帯電話サービスへの移

行に伴ない高機能化・高付加価値化による買換え需要が増加し、また海外でもＢＲＩＣｓ等の新興国で携帯電

話市場が拡大したものの、当社グループの主力製品であるヒンジユニット価格は大幅に下落するという厳しい

状況が起こりました。また、薄型テレビやノートパソコンなど国内の電子機器市場は順調に拡大したものの、

当社の精密ばね製品やインサート成形品においては、中国など世界的な素材需要の高まりによるステンレスや

伸銅品等の金属材料価格の上昇が続く一方で、競争激化のため原材料価格の上昇を製品価格に十分転嫁できな

いという状況が続きました。 

このような市場環境の中、当社は、国内ではＯＡ機器向けや自動車向けの製品販売を伸ばし、また欧米にお

いては当社の独自技術であるタングレス・コイルスレッドの拡販を行いましたが、国内およびアジアにおける

精密ばね事業の停滞とヒンジ事業の不振により、当初の計画に対して売上、利益共に未達成となりました。 

この結果、当期の連結業績は、売上高33,221百万円（前期比3.7％減）、営業利益1,732百万円（同30.3％

減）、経常利益1,733百万円（同27.9%減）と減収および大幅な減益となりました。当期純利益は、法人税負担

が前期に比べ減少したため、663百万円（前期比11.1％減）となりました。 

 

事業の種類別セグメントの概況は以下のとおりであります。 

①精密ばね事業 

当セグメントの主な製品は、押し・引き・トーションばね、ワイヤーフォーミング、薄板ばねであり、全売

上の49％を占めています。売上高は16,316百万円となり、前期と比べ0.4％増となりました。主に競争激化に

伴う価格下落と世界的な素材価格の高騰による変動費の増加等により営業利益は250百万円、前期比48.2％の

減益となりました。 

②精密組立部品事業 

当セグメントの主な製品は、ヒンジユニット、インサートモールディング、カードスロット等の複合部品で

あり、全売上の38％を占めています。主にヒンジユニットの国内販売の減少により、売上高は12,603百万円と

なりました。前期と比べると12.9％の減収となりました。営業利益は売上減に伴い悪化し、1,212百万円と前

期比23.3％の減益となりました。 

③モーター事業 

当セグメントの主な製品は、ＤＣモーターおよびモーターを組み込んだユニット製品であり、全売上の13％

を占めています。マッサージチェアに加え、浴室乾燥ユニットの販売が好調に推移し、売上高は4,301百万円

となり、前期と比べて13.2％の増収となりました。営業利益は円安に伴うコスト増を主因とし246百万円と前

期比42.8％の減益となりました。 
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所在地別セグメントの概況は以下のとおりであります。 

①日本 

日本国内の売上高は25,575百万円と前年同期と比べ4.5％の減収となると共に、営業利益においても1,325百

万円と前年同期比30.3％の大幅減益となりました。これは当社およびヒンジユニットを主力製品とする株式会

社ストロベリーコーポレーション、モーター事業のフジマイクロ株式会社の業績が低迷したことによります。 

②米国 

 米国においては、主に航空機等軽量化が必要とされる雌ねじ補強に使用されるタングレス・コイルスレッド

の販売が好調に推移したものの、ブラウン管テレビ向け製品販売の減少等により、売上高は1,680百万円と前

年同期比6.2％の減収となりました。営業利益は売上高減少、材料価格の上昇に加え、メキシコ工場立上げに

よる固定資産増もあり、136百万円と前年同期比60.6％の減益となりました。 

③ヨーロッパ 

 ヨーロッパにおいては、売上高は前年同期比0.5％増加の1,261百万円と安定推移しました。中国および中・

東欧等からの低価格製品との競合激化により、営業利益は前年同期比10.9％減少の99百万円となりました。 

④アジア 

 アジアにおいては、売上高は前年同期比0.6％増加の4,704百万円と安定推移しました。大連および上海にお

ける生産の拡大に伴う利益改善により営業利益は166百万円と前年同期比20.0％の増益となりました。 

 

（２）次期の見通し 

平成18年度において、日本経済は引き続き回復基調が維持されるものと思われますが、原油価格の上昇や銅

地金価格等の高騰に伴う原材料コストの上昇、製品価格の低下圧力の継続、為替の円高傾向への転換など、当

社を取り巻く事業環境は、先行き不透明な状況が続くものと思われます。 

このような状況の中、当社は、経営資源の選択と集中を行い、コスト競争力の強化に努めるとともに、製品

開発体制のさらなる強化に取り組んでまいります。個別事業については、精密ばね製品の電子部品市場と自動

車市場への販売強化、ヒンジユニットの海外携帯電話向け販売拡大、ヒンジ部品の内製化やタングレス・コイ

ルスレッドの事業拡大、モーター事業における住宅関連機器の販売拡大等を図っていきます。 

次期の連結業績の見通しに関しましては、売上高35,000百万円（当期比5.4％増）、営業利益2,300百万円

（同32.8％増）、経常利益2,200百万円（同26.9％増）、当期純利益840百万円（同26.7％増）を予想していま

す。 

 

連結業績                                  （単位：百万円、％） 

 通期予想 当期実績 増減 当期比（％） 

売上高 35,000 33,221 1,779 5.4 

営業利益 2,300 1,732 568 32.8 

経常利益 2,200 1,733 467 26.9 

当期純利益 840 663 177 26.7 
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単体業績                                  （単位：百万円、％） 

 通期予想 当期実績 増減 当期比（％） 

売上高 14,700 15,191 △492 △3.2 

営業利益 200 △48 248 － 

経常利益 300 151 147 97.4 

当期純利益 160 139 21 15.1 

 

なお、当該予想は、現時点で得られた情報に基づき算定しておりますが、多分に不確実な要素を含んでおります。従

いまして、実際の業績は業況の変化等により当該予想とは異なるものになる可能性があることをご承知おきください。 
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[財政状態] 

当期末の連結ベースの資産状況については、総資産は前期末と比べ642百万円減少し、26,904百万円となりま

した。株主資本は1,037百万円増加し10,794百万円となり、株主資本比率は前期末と比べ4.7ポイント改善し

40.1％となりました。 

  当期末における現金および現金同等物（以下「資金」という）は前期末に比べ894百万円減少し、3,895百万円

となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。 

① 営業活動によるキャッシュ･フロー 

 営業活動の結果、増加した資金は2,883百万円となりました。これは主に税金等調整前当期純利益1,760百万円

と、減価償却費1,145百万円による資金留保、売上債権の減少970百万円、仕入債務の増加198百万円による資金

増および法人税等の支払額999百万円等による資金減によるものです。 

② 投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動の結果により資金は1,944百万円の減少となりました。これは主に当社、株式会社ストロベリーコー

ポレーションおよびフジマイクロ株式会社における生産設備増強に伴う有形固定資産の取得1,970百万円による

資金減によるものです。  

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動の結果、減少した資金は1,943百万円となりました。有利子負債の減少1,743百万円と配当金の支払  

179百万円等による資金減が主な要因であります。 

 
なお、当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは以下のとおりであります。 

 平成15年3月期 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(％) 34.5 35.4 35.4 40.1 

時価ベースの株主資本比率(％) 31.5 104.2 76.2 66.4 

債務償還年数（年） 7.8 4.6 6.4 2.3 

インタレスト･カバレッジ･レシオ 6.0 9.5 11.0 27.7 
 

株主資本比率 （％） ： 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 （年） ： 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計算しております。 

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）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、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。 
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[事業等のリスク] 

当社グループの経営成績、株価および財務状況等に影響をおよぼす可能性のある重要なリスクには以下のよう

なものがあります。 

 (1) 特定の取引先への依存に係るもの 

当社グループは営業活動の効率化を目指し、主要顧客企業に対する売上構成比を高める重点顧客施策を展開し

ております。このことから、主要顧客企業の業績や外注政策等、当社グループが管理できない要因により当社グル

ープの業績と財政状況に悪影響をおよぼす可能性があります。 

 

 (2) 特定の市場への依存に係るもの 

当社グループは携帯電話、ＰＤＡ等からなる携帯情報端末市場向けに、ヒンジユニット、内蔵アンテナ、カメ

ラレンズホルダー、メモリーカードコネクター等、多くの部品を供給しており、この市場への売上依存度が高まっ

てきております。しかしながら、わが国においては携帯電話の普及率が非常に高く、新規需要の伸びは鈍化傾向に

あります。当社グループは製品の高性能化、多機能化による買い換え需要の拡大を見込むとともに、海外市場への

販売強化を図って行く方針ですが、製品価格の下落等、今後の市場環境の変化等により当社グループの業績と財政

状況に悪影響をおよぼす可能性があります。 

 

 (3) 国際的活動および海外進出に係るもの 

当社グループは米国やヨーロッパならびにアジアの日本国外において生産および販売活動を行っております。

これらの海外市場への事業進出に伴い、予期しない政策や法律または規制の変更、テロまたは戦闘行為の発生、疫

病の発生等が当社グループの業績と財政状況に悪影響をおよぼす可能性があります。 

 

 (4) 為替レートの変動に係るもの 

当社グループの国際活動および海外進出に伴い、次のような為替レート変動リスクが内在しており、著しい為

替レート変動が当社グループの業績と財政状況に悪影響をおよぼす可能性があります。 

① 輸出および輸入取引における、外貨建て売上高および仕入高の現地通貨換算における増減。 

② 外貨建て短期債権債務の時価評価における差損益。 

③ 連結財務諸表作成における連結子会社の外貨建て財務諸表の円貨換算高の増減。 

 

 (5) 災害等に係るもの 

当社グループの国内における主な生産拠点は新潟県柏崎市、福島県田村郡小野町であります。これらの地域に

おいて大規模な災害等が起こった場合、当社グループの精密ばねおよび精密組立部品の生産能力が著しく低下する

と共に、物流に支障を来す可能性があります。 

 

 (6) 原材料価格の変動に係るもの 

中国などによる全世界的な素材需要の高まりにより、ステンレスや伸銅品などの金属材料価格が上昇傾向にあ

ります。この傾向が長期化するとともに、競合他社との激しい価格競争の環境下で販売価格に材料コスト増加分を

転嫁することが困難な場合、当社グループの製造コストの増加と収益率の悪化につながる危険性があります。 
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 (7) 退職給付債務に係るもの 

当社グループの従業員退職給付費用および退職給付引当金は、割引率、年金資産の期待運用収益率等の数理計

算上で設定される基礎率や前提条件に基づいて算出され、さらに過去の年金資産の運用成果等が反映されておりま

す。割引率および年金資産の運用成果の悪化は、当社グループの業績と財政状況に悪影響をおよぼす可能性があり

ます。 

 

 (8) 税効果会計に係るもの 

  当社グループは事業計画に基づく将来の課税所得の見積額を限度として繰延税金資産を計上しております。前述

のリスク等により業績に悪影響があった場合、繰延税金資産の回収可能性が無いと判断し、これを取崩す可能性が

あります。 
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４．生産、受注および販売の状況 

当連結会計年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで） 

（１）生産実績 

当連結会計年度における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 
 

事業の種類別セグメント 生産高(千円) 前期比(％) 

精密ばね事業 13,580,423 9.5 

精密組立部品事業 2,189,788 △37.7 

モーター事業 4,400,295 17.5 

合計 20,170,507 2.6 

(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 上記金額の他に商品仕入実績として、精密ばね事業338,517千円、精密組立部品事業5,824,214千円があ

ります。 

 

（２）受注実績 

当連結会計年度における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 
 

事業の種類別セグメント 受注高(千円) 前期比(％) 受注残高(千円) 前期比(％) 

精密ばね事業 15,241,034 △1.1 2,487,788 17.8 

精密組立部品事業 12,334,018 △21.2 1,066,397 55.4 

モーター事業 4,456,797 17.0 772,820 28.5 

合計 32,031,849 △8.1 4,327,005 27.3 

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

（３）販売実績 

当連結会計年度における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 
 

事業の種類別セグメント 販売高(千円) 前期比(％) 

精密ばね事業 16,316,687 0.4 

精密組立部品事業 12,603,929 △12.8 

モーター事業 4,301,006 13.2 

合計 33,221,624 △3.7 

(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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１．連結財務諸表等 

（１）連結財務諸表 

 ①連結貸借対照表 

 
 

 
当連結会計年度 

(平成18年３月31日) 
前連結会計年度 

(平成17年３月31日) 
比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額 
(千円) 

構成比 
(％) 

金額 
(千円) 

構成比 
(％) 

金額 
(千円) 

増減比 
(％) 

(資産の部)          

Ⅰ流動資産          

 １ 現金および預金 ※１ 4,495,885   5,423,136   

 ２ 受取手形および売掛金  9,079,546   9,889,277   

 ３ たな卸資産  3,197,592   3,263,799   

 ４ 繰延税金資産  119,375   215,680   

 ５ その他  786,032   449,444   

  貸倒引当金  △21,585   △13,142   

  流動資産合計   17,656,846 65.6  19,228,195 69.8 △1,571,349 △8.2 

Ⅱ固定資産          

 １有形固定資産 ※１         

 (1)建物および構築物  6,536,614   6,148,801     

   減価償却累計額  △3,907,452 2,629,161  △3,754,351 2,394,450    

 (2)機械装置および運搬具  10,392,551   9,494,762      

   減価償却累計額  △7,640,256 2,752,295  △7,093,076 2,401,686    

 (3)土地   1,038,978   1,010,480    

(4)その他  2,804,744   2,413,229    

   減価償却累計額  △2,082,752 721,992  △1,685,616 727,613    

  有形固定資産合計   7,142,427 26.6  6,534,230 23.7 608,196 9.3 

 ２無形固定資産   
 

      

  (1)ソフトウェア   76,230   71,113   

 (2)連調勘定(資産)  
 

7,327   12,123   

 (3)その他  
 

45,019   17,818   

  無形固定資産合計   128,576 0.5  101,055 0.4 27,521 27.2 

 ３投資その他の資産          

 (1)投資有価証券 
※１ 
※３  1,033,118   657,809   

 (2)繰延税金資産   383,267   459,591   

 (3)その他   610,192   635,696   

   貸倒引当金   △49,986   △69,385   

  投資その他の資産合計   1,976,591 7.3  1,683,712 6.1 292,878 17.4 

  固定資産合計   9,247,595 34.4  8,318,998 30.2 928,596 11.2 

  資産合計   26,904,442 100.0  27,547,194 100.0  △642,752 △2.3 
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当連結会計年度 

(平成18年３月31日) 
前連結会計年度 

(平成17年３月31日) 
比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額 
(千円) 

構成比 
(％) 

金額 
(千円) 

構成比 
(％) 

金額 
(千円) 

増減比 
(％) 

(負債の部)          

Ⅰ 流動負債          

１ 支払手形および 
  買掛金  3,652,026   3,327,493   

２ 短期借入金 ※１ 2,864,827   4,379,135   

３ １年内返済予定 
  長期借入金 ※１ 990,400   1,492,975   

４ 未払法人税等  377,867   752,775   

５ 賞与引当金  197,328   169,000   

６ その他  893,634   1,334,991   

流動負債合計   8,976,084 33.3  11,456,371 41.6 △2,480,286 △21.7 

Ⅱ 固定負債        

１ 長期借入金 ※１ 2,967,200   2,707,600   

２ 繰延税金負債  546,621   425,056   

３ 退職給付引当金  895,508   763,984   

４ 役員退職慰労引当金  339,760   324,287   

５ その他  4,664   ―   

固定負債合計   4,753,753 17.7  4,220,928 15.3 532,825 12.6 

負債合計   13,729,838 51.0  15,677,299 56.9 △1,947,461 △12.4 

(少数株主持分)        

少数株主持分   2,380,178 8.9  2,112,985 7.7 267,192 12.7 

(資本の部)      

Ⅰ 資本金 ※５ 3,451,610 12.8  3,451,610 12.5 － － 

Ⅱ 資本剰余金  2,577,601 9.6  2,577,414 9.4 187 0.0 

Ⅲ 利益剰余金  4,643,051 17.2  4,118,602 15.0 524,449 12.7 

Ⅳ その他有価証券評価差 
  額金 

 288,586 1.1  124,827 0.5 163,759 131.2 

Ⅴ 為替換算調整勘定  △48,324 △0.2  △418,601 △1.5 370,276 △88.5 

Ⅵ 自己株式 ※６ △118,099 △0.4  △96,943 △0.4 △21,156 21.8 

資本合計   10,794,425 40.1  9,756,909 35.4 1,037,515 10.6 

負債、少数株主持分 
および資本合計   26,904,442 100.0  27,547,194 100.0 △642,752 △2.3 
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 ②連結損益計算書 
 

  
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) 

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) 

比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額 
(千円) 

百分比 
(％) 

金額 
（千円） 

百分比 
(％) 

金額 
（千円） 

増減比 
（％） 

Ⅰ 売上高  33,221,624 100.0  34,511,417 100.0 △1,289,793 △3.7 

Ⅱ 売上原価   24,550,449 73.9  25,488,144 73.9 △937,694 △3.7 

   売上総利益   8,671,174 26.1  9,023,273 26.1 △352,099 △3.9 

Ⅲ 販売費および 
  一般管理費 

         

 １ 発送費  562,399   667,828     

 ２ 給料手当  2,642,720   2,309,119     

 ３ 賞与引当金繰入額  57,927   98,357     

 ４ 退職給付引当金繰 
   入額  64,856   85,427     

 ５ 役員退職慰労引当 
金繰入額  31,640   29,275     

 ６ 減価償却費  190,470   147,391     

 ７ その他の経費 ※１ 3,388,913 6,938,927 20.9 3,199,837 6,537,236 18.9 401,690 6.1 

   営業利益  1,732,247 5.2 2,486,036 7.2 △753.789 △30.3 

Ⅳ 営業外収益          

 １ 受取利息  28,488  14,499    

 ２ 受取配当金  8,013  5,989    

 ３ 受取地代家賃  2,996  24,167    

 ４ 保険関連収入  10,711  9,424    

   ５ 原子力立地給付金  15,574      13,663    

 ６ その他の営業外収益  101,570 167,354 0.5 77,816 145,561 0.4 21,793 15.0  

Ⅴ 営業外費用         

 １ 支払利息  104,244  126,184   

 ２ 為替差損  12,456  32,717   

 ３ その他の営業外費用  49,688 166,388 0.5 67,441 226,342 0.7 △59,954 △26.5 

   経常利益  1,733,213 5.2 2,405,255 7.0 △672,041 △27.9 
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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) 

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) 

比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額 
(千円) 

百分比 
(％) 

金額 
（千円) 

百分比 
(％) 

金額 
（千円） 

増減比 
（％） 

Ⅵ 特別利益      

 １ 固定資産売却益 ※２ 12,475 7,434   

 ２ 関係会社株式売却益 ※３ 21,008 574,131   

 ３ 投資有価証券売却益  11,400  54,389   

  ４ 前期損益修正益  29,187 －  

  ５ 貸倒引当金戻入額  － 6,878  

 ６ 補助金受贈益  39,282  

 ７ その他の特別利益  1,394 114,748 0.4  － 642,834 1.9 △528,086 △82.2  

Ⅶ 特別損失     

 １ 固定資産売却損 ※４ 133 39,889   

 ２ 固定資産処分損 ※５ 33,623 105,681   

 ３ 固定資産評価損 ※６ － 225,474   

 ４ リース資産処分損 ※７ － 28,706   

 ５ 投資不動産売却損  － 79,483   

 ６ 会員権処分損  － 3,077   

 ７ 貸倒引当金繰入額  －  21,347 

  ８ 会員権評価損  306  －  

  ９ 減損損失 ※９ 14,204  －   

 10 開業費償却  －  178,055  

 11 地震災害による損失 ※８ －  12,892  

12 過年度役員退職慰労 
引当金繰入額  －  40,500 

  13 固定資産圧縮損 ※10 39,282 87,549  0.3 －  735,108 2.1 △647,559 △88.1 

  税金等調整前当期純利益  1,760,412  5.3     2,312,981 6.7 △552,568 △23.9 

   法人税、住民税 
   および事業税 

 624,651 1,085,834   

   法人税等調整額  175,739 123,227 

   法人税還付税額  △283 800,107  2.4 － 1,209,061 3.5 △408,954 △33.8 

   少数株主利益   296,387 0.9 356,863 1.0 △60,475 △17.0 

  当期純利益  663,917 2.0 747,055 2.2 △83,138 △11.1 
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 ③連結剰余金計算書 

  
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) 

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) 

区分 
注記 
番号 

金額 
(千円) 

金額 
（千円） 

（資本剰余金の部）                                        

Ⅰ 資本剰余金期首残高   2,577,414   2,577,414 

Ⅱ 資本剰余金増加高      

自己株式処分差益   187 ―  ― 

Ⅲ 資本剰余金期末残高   2,577,601  2,577,414 

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ 利益剰余金期首残高   4,118,602  3,542,366  

Ⅱ 利益剰余金増加高    

持分法適用による剰余金増加高  － 10,496  

当期純利益  663,917 663,917 747,055  757,552 

Ⅲ 利益剰余金減少高    

連結子会社増加に伴う剰余金減少高  － 41,647  

配当金  139,468 139,468 139,668  181,316 

Ⅳ 利益剰余金期末残高   4,643,051  4,118,602 
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 ④連結キャッシュ・フロー計算書 
 

  
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) 

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) 

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    

 １ 税金等調整前当期純利益  1,760,412 2,312,981 

 ２ 減価償却費  1,145,825 930,510 

 ３ 減損損失  14,204 ― 

 ４ 連結調整勘定償却額  1,886 1,919 

 ５ 貸倒引当金の増減額  △8,356 △23,815 
 ６ 賞与引当金の増減額  26,157 38,435 

 ７ 退職給付引当金の増減額  131,332 86,532 

 ８ 役員退職慰労引当金の増減額  15,473 56,475 

 ９ 受取利息および受取配当金  △36,501 △20,488 

 10 受取地代家賃  △2,996 △24,167 

 11 保険関連収入  △10,711 △9,424 

 12 支払利息  104,244 126,184 

 13 為替差損益  △4,942 △3,148 
 14 固定資産売却益  △12,475 △7,434 

 15 固定資産売却損  133 39,889 

 16 固定資産処分損  33,623 105,681 

 17 固定資産評価損  ― 225,474 

 18 リース資産処分損  ― 28,706 

 19 会員権処分損  ― 3,077 

 20 投資有価証券売却益  △11,400 △54,389 
 21 投資不動産売却損  ― 79,483 

 22 関係会社株式売却益  △21,008 △574,131 

 23 開業費償却  ― 178,055 

 24 地震災害による損失  ― 12,752 

 25 補助金受贈益  △39,282 ― 

 26 固定資産圧縮損  39,282 ― 

 27 売上債権の増減額  970,992 △323,761 

 28 たな卸資産の増減額  144,217 △240,563 
 29 仕入債務の増減額  198,461 △717,708 

 30 未払消費税等の増減額  2,293 △148,523 

 31 その他  △559,805 127,500 

    小計  3,881,059 2,206,101 

 32 利息および配当金の受取額  88,590 28,666 
 33 地代家賃の受取額  2,285 21,816 

 34 保険関連収入の受取額  10,711 9,424 

 35 税金還付受取額  283 ― 

 36 利息の支払額  △99,984 △121,121 

 37 地震災害による損失の支払額  ― △12,752 
 38 法人税等の支払額  △999,790 △795,429 

   営業活動によるキャッシュ・フロー  2,883,156 1,336,704 
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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) 

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) 

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    

 １ 有形固定資産の取得による支出  △1,970,650 △1,130,322 

 ２ 有形固定資産の売却による収入  27,730 68,999 

 ３ 無形固定資産の取得による支出  △28,098 △36,166 
 ４ 投資有価証券の取得による支出  △90,773 △71,176 

 ５ 投資有価証券の売却による収入  62,100 79,966 

 ６ 投資有価証券の償還による収入  ― 5,000 

 ７ 関係会社株式の売却による収入  24,717 651,310 

 ８ 補助金の受取額  39,282 ― 

 ９ 定期預金預入による支出  ― △34,032 

 10 定期預金払出による収入  38,546 350,000 

 11 その他投資による支出  △60,376 △68,316 
 12 その他投資による収入  13,175 58,180 

   投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,944,347 △126,558 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

 １ 短期借入れによる増減  △1,500,462 △2,259,082 

 ２ 長期借入れによる収入         1,300,000 2,600,000 

 ３ 長期借入金の返済による支出  △1,542,976 △692,178 

 ４ 少数株主からの払込による収入  ― 340,116 

 ５ 自己株式の取得による支出  △21,611 △29,886 

 ６ 自己株式の処分による収入  642 ― 

 ７ 親会社による配当金の支払額  △138,541 △138,486 

 ８ 少数株主への配当金の支払額  △40,670 △38,092 

   財務活動によるキャッシュ・フロー  △1,943,620 △217,609 

Ⅳ 現金および現金同等物に係る換算差額  110,068 37,175 

Ⅴ 現金および現金同等物の増加額  △894,743 1,029,712 

Ⅵ 現金および現金同等物期首残高  4,790,726 3,723,066 

Ⅶ 新規連結子会社の現金および現金同等物期首残高  ― 37,947 

Ⅷ 現金および現金同等物期末残高  3,895,983 4,790,726 
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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 
 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 
 当社は子会社を連結の範囲に含めております。当連結財務諸表に含まれた連結子会社数および連結子会社名は 

 次のとおりであります。 
  連結子会社数 18社 
  連結子会社名  

株式会社アキュレイト 
株式会社ストロベリーコーポレーション 
カトウスプリング株式会社 

フジマイクロ株式会社 
KATO SPRING OF CALIFORNIA,INC. 
KATO SPRING (SINGAPORE) PTE.LTD. 

KATO PRECISION (U.K.) LIMITED 
KATO FASTENING SYSTEMS,INC. 
ADVANEX (HK) LTD. 

KATO SPRING (M) SDN.BHD. 
KATO SPRING (THAILAND) LTD. 
KATO-ENTEX LIMITED 

KATO SPRING (SHANGHAI) CO.,LTD. 
FUJI MICRO (HONG KONG) LIMITED 
FUJI MICRO (GUANGZHOU) LTD. 

ADVANEX PRECISION COMPONENTS（DALIAN）CO.,LTD. 
ADVANEX PRECISION COMPONENTS（DONGGUAN）CO.,LTD. 
GUANGZHOU STRAWBERRY CORPORATION 
 
なお、カトウスプリング株式会社は平成18年5月1日をもって当社が吸収合併し、解散いたしました。 

 
 非連結子会社名は次のとおりであります。 
  STRAWBERRY（H.K.）LIMITED 
 
 連結の範囲から除いた理由 
  非連結子会社１社は、小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純利益（持分に見合う額）および利益剰余金

（持分に見合う額）等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響をおよぼしていないためであります。 
 
２ 持分法の適用に関する事項 
 持分法を適用した関連会社名称 
  SHANGHAI DIABELL-STRAWBERRY CO.,LTD. 
 持分法を適用していない非連結子会社名称 
  STRAWBERRY (H.K.) LIMITED              
 
 持分法を適用しない理由 
  持分法非適用会社は、当期純利益（持分に見合う額）および利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法
の対象から除いても連結財務諸表におよぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適
用から除外しております。 

 
３ 連結子会社の決算日等に関する事項 
 連結子会社の決算日が連結決算日と異なる会社は次のとおりであります。 

会社名  決算日 

KATO SPRING (SHANGHAI) CO.,LTD. 
FUJI MICRO (GUANGZHOU) LTD. 
ADVANEX PRECISION COMPONENTS 

（DALIAN）CO.,LTD. 
ADVANEX PRECISION COMPONENTS 
（DONGGUAN）CO.,LTD. 

GUANGZHOU STRAWBERRY CORPORATION 

 12月31日   ＊1 
12月31日   ＊1 
12月31日   ＊1 

 
12月31日   ＊1 
 

12月31日   ＊1 
＊1：連結決算日現在で本決算に準じた仮決算を行った財務諸表を基礎としております。 
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４ 会計処理基準に関する事項 

 (1) 重要な資産の評価基準および評価方法 
  ① 有価証券 
   その他有価証券 

   時価のあるもの 
    決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平 
    均法により算定) 

   時価のないもの 
    移動平均法による原価法 
  ② デリバティブ取引に生ずる債権および債務 
   時価法 
  ③ たな卸資産 
   商品、製品および仕掛品…主として総平均法による原価法 

   原材料…主として月別移動平均法による原価法 
   貯蔵品…最終仕入原価法 
 

 (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、平成10年４月１日以降取得した建物(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。また、在外子会社については、主として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。 
    建物および構築物    ３～50年 

    機械装置および運搬具  ２～20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。 
 
 (3) 重要な引当金の計上基準 
  ① 貸倒引当金 
   債権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る計算額を計上しており、貸倒の懸念の 
   ある個別債権について回収不能見込額を追加計上しております。 
  ② 賞与引当金 
   当社および国内連結子会社は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額基準により計 
   上しております。 
  ③ 退職給付引当金 
   従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づ 
   き、当連結会計年度末において発生していると認められる額を計上しております。 
   数理計算上の差異は、各連結会計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連結会計年度から費用処理することとしております。 
  ④ 役員退職慰労引当金 
   役員の退職慰労金の支出に備えて、当社および国内連結子会社の一部は内規に基づく期末要支給額を計上して

おります。 
 
 (4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準 
  外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。 
  なお、在外子会社等の資産および負債は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し収益および費用は期中平 
  均相場により円貨に換算し、換算差額は資本の部における為替換算調整勘定に含めております。 
 
 (5) 重要なリース取引の処理方法 
  当社および国内連結子会社は、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。 
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 (6) 重要なヘッジ会計の方法 
  ① ヘッジ会計の方法 
   主として繰延ヘッジ処理を採用しております。ただし、為替予約が付されている外貨預金銭債権債務等に 

   ついては振当処理を行っております。金利スワップについては、特例処理の要件を満たす場合は特例処理を
行っております。 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

(ヘッジ手段) (ヘッジ対象) 
金利スワップ 借入金利 
通貨オプション 外貨建金銭債権債務等 

為替予約 外貨建金銭債権債務等 
  ③ ヘッジ方針 
   通常の事業活動における金利変動リスクおよび輸出入取引における為替相場変動リスクをヘッジしており、 

   投機目的の取引は行わない方針であります。 
  ④ ヘッジの有効性評価の方法 
   ヘッジ手段の変動額の累計額とヘッジ対象の変動額の累計額とを比較して有効性の判定をしております。 
   ただし、特例処理によっている金利スワップについては、決算日における有効性の評価を省略しております。 
   また、為替予約の締結時に、リスク管理方針に従って、外貨建による同一条件の為替予約をそれぞれ振当て 
   ているため、その後の為替相場の変動による相関関係は完全に確保されているので有効性の評価を省略してお

ります。 
 
(7) その他の連結財務諸表作成のための重要な事項 

   消費税等の会計処理 
    消費税および地方消費税の会計処理は、税抜処理によっております。 
 
５ 連結子会社の資産および負債の評価に関する事項 
 連結子会社の資産および負債の評価方法は、部分時価評価法によっております。 
 
６ 連結調整勘定の償却に関する事項 
 連結調整勘定は、5年間で均等償却しております。 
 
７ 利益処分項目等の取扱いに関する事項 
 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。 
 
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、要求払預金および取得日から３ヵ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からなります。 
 
 
会計処理の変更 

 (固定資産の減損に係る会計基準) 
  当連結会計年度から「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））および「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

委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第6号）を適用しております。 
  これにより税金等調整前当期純利益が14,204千円減少しております。 
  なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務諸表規則に基づき当該各資産の金額から直接控除しており

ます。 
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注記事項 

(連結貸借対照表関係) 
 

当連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

前連結会計年度 
(平成17年３月31日) 

※１ 担保資産 
 (1) 担保に供している資産は次のとおりであります。 

建物 1,270,045千円

土地 564,769千円

機械装置 1,319,729千円

定期預金 140,000千円

計 3,294,544千円
 

※１ 担保資産 
 (1) 担保に供している資産は次のとおりであります。 

建物 1,199,311千円

土地 564,769千円

機械装置 1,070,262千円

投資有価証券 48,928千円

定期預金 140,000千円

計 3,023,271千円
 

 (2) 上記に対応する債務は次のとおりであります。 
一年内返済予定長期借入金    766,400千円

長期借入金 1,817,200千円

短期借入金 1,400,000千円

計 3,983,600千円
 

 (2) 上記に対応する債務は次のとおりであります。 
一年内返済予定長期借入金 1,000,000千円

長期借入金 500,000千円

短期借入金 1,432,500千円

計 2,932,500千円
 

 ２ (手形割引高および裏書譲渡高) 
受取手形割引高 ― 

 
 

 ２ (手形割引高および裏書譲渡高) 
受取手形割引高 ―

 
 

※３ 非連結子会社および関連会社に対する出資金 
投資有価証券（株式） 25,416千円

 

※３ 非連結子会社および関連会社に対する出資金 
投資有価証券（株式） 24,237千円

 
 

 ４ 当社においては、運転資金の効率的な調達を行う 
   ため取引銀行3行と貸出コミットメント契約を締 
   結しております。当連結会計年度末における 
   貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等は 
   次のとおりであります。 

貸出コミットメントの総額 3,000,000千円

借入実行残高 －  

差引額 3,000,000千円
 

４ 当社においては、運転資金の効率的な調達を行う 
   ため取引銀行3行と貸出コミットメント契約を締 
   結しております。当連結会計年度末における 
   貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等は 
   次のとおりであります。 

貸出コミットメントの総額 3,700,000千円

借入実行残高 1,300,000千円

差引額 2,400,000千円
 

※５ 当社の発行済株式総数は、普通株式40,155,637株 
であります。 

 
※６ 自己株式の保有数 

連結会社、持分法を適用した非連結子会社および
関連会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式
の数は以下のとおりであります。 
普通株式 352,112株 
 

※５ 当社の発行済株式総数は、普通株式40,155,637株 
であります。 

 
※６ 自己株式の保有数 

連結会社、持分法を適用した非連結子会社および
関連会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式
の数は以下のとおりであります。 
普通株式 307,511株  
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(連結損益計算書関係) 
 

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) 

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 一般管理費に含まれる研究開発費は、473,887千
円であります。 

※１ 一般管理費に含まれる研究開発費は、361,285千
円であります。 

※２ 固定資産売却益の内容は、主として、機械および

装置4,058千円、工具器具備品3,758千円、車両運搬
具3,992千円であります。 

※２ 固定資産売却益の内容は、主として建物2,180千

円、構築物14千円、建物付属設備119千円、工具690
千円、機械および装置4,403千円、器具備品25千円
であります。 

※３ 関係会社株式売却益の内容は、連結子会社、株式
会社ストロベリーコーポレーションの株式を売却し
たことによるものです。 

※３ 関係会社株式売却益の内容は、連結子会社、株式
会社ストロベリーコーポレーションの株式を売却し
たことによるものです。 

※４ 固定資産売却損の内容は、主として機械および装
置133千円であります。 

※４ 固定資産売却損の内容は、主として機械および装
置16,309千円、土地23,579千円であります。 

※５ 固定資産処分損の内容は、主として建物11,888千

円、機械および装置5,447千円、工具器具備品4,982
千円、構築物92千円、車両運搬具307千円でありま
す。 

※５ 固定資産処分損の内容は、主として建物4,016千

円、機械および装置51,551千円、工具器具備品
27,304千円、建設仮勘定18,909千円、車両運搬具96
千円、建物付属設備2,526千円、であります。 

 ※６ 固定資産評価損は、遊休土地・建物などについ
て評価減を行ったもので、主として建物16,788千
円、土地208,686千円であります。 

 ※７ リース契約のうち、使用する見込みがなくなっ
たリース物件に係る未経過リース料を損失計上し
たものであります。 

 ※８ 地震災害による損失は、平成16年新潟中越地震に
よるもので、主として運送路遮断による迂回発送料
と被災社員への見舞金であります。 

※９ 当社グループは合理的な収支管理区分に基づいて
資産のグルーピングを行っております。又、遊休資産
については個別案件ごとに資産のグルーピングを行っ

たおります。 
  当連結会計年度においては遊休資産の減損損失を下
記のとおり計上いたしました。 

 

用途 種類 場所 減損損失の
金額 

精密ばねおよ

び精密組立部

品製造機械 

機械およ

び装置 

中国東莞市 14,204千円 

 

 

※10 ㈱ストロベリーコーポレーションにおける国庫補
助金等による圧縮記帳額（直接減額方式） 

  建物および構築物     39,282千円 
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 
 

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) 

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) 

現金および現金同等物の期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 

現金および預金期末残高 4,495,885千円
預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金 △599,902千円

当座借越 ― 

現金および現金同等物期末残高  3,895,983千円
 

現金および現金同等物の期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 

現金および預金期末残高 5,423,136千円
預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金 △632,409千円

当座借越 ―

現金および現金同等物期末残高  4,790,726千円
 

 

 (セグメント情報) 

事業の種類別セグメント情報    

 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) 

 

 
精密ばね事業 

(千円) 

精密組立部品 
事業 

(千円) 

モーター事業 
(千円) 

計(千円) 
消去又は 

全社(千円) 
連結(千円) 

Ⅰ 売上高および営業損益       

売上高       

(1) 外部顧客に 
対する売上高 16,316,687 12,603,929 4,301,006 33,221,624 ― 33,221,624 

(2) セグメント間の内部 
売上高または振替高 

747,853 160,953 ― 908,807 (908,807) ― 

計 17,064,541 12,764,883 4,301,006 34,130,431 (908,807) 33,221,624 

営業費用 16,814,137 11,552,434 4,054,589 32,421,161 (931,784) 31,489,376 

営業利益 250,403 1,212,449 246,416 1,709,269 22,977 1,732,247 

Ⅱ 資産、減価償却費および 
資本的支出 

      

資産の額 14,100,452 9,043,220 1,553,227 24,696,899 2,207,542 26,904,442 

減価償却費 582,929 488,382 74,513 1,145,825 ― 1,145,825 

減損損失 14,204 ― ― 14,204 ― 14,204 

資本的支出 826,879 581,058 168,680 1,576,619 ― 1,576,619 

(注) １ 事業の区分は、製品の種類による区分によっております。 
２ 各区分の主な製品 

(1) 精密ばね事業………押し・引き・トーションばね、ワイヤーフォーミング、薄板ばね等 
(2) 精密組立部品事業…インサートモールディング、ハイパフォーマンスヒンジ等 
(3) モーター事業………ＤＣモーター、コアレスモーター、ギヤードモーター等 

３ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産(2,195,495千円)の主なものは、親会社での余資運用
資金(現金および預金)、長期投資資金(投資有価証券)および管理部門に係る資産等であります。 
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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) 
 

 
精密ばね事業 

(千円) 

精密組立部品 
事業 

(千円) 

モーター事業 
(千円) 計(千円) 

消去又は 
全社(千円) 連結(千円) 

Ⅰ 売上高および営業損益       

売上高       

(1) 外部顧客に 
対する売上高 16,248,050 14,462,741 3,800,625 34,511,417 ― 34,511,417 

(2) セグメント間の内部 
売上高または振替高 

28,155 17,538  ― 45,694 (45,694) ― 

計 16,276,206 14,480,279 3,800,625 34,557,111 (45,694) 34,511,417 

営業費用 15,792,805 12,899,364 3,369,698 32,061,869 (36,488) 32,025,381 

営業利益 483,401 1,580,914 430,927 2,495,242 (9,206) 2,486,036 

Ⅱ 資産、減価償却費および 
資本的支出 

      

資産の額 12,120,924 11,397,513 2,288,716 25,807,174 1,740,040 27,547,194 

減価償却費 537,207 322,263 71,040 930,510 ― 930,510 

資本的支出 719,191 640,168 168,228 1,527,588 ― 1,527,588 

(注) １ 事業の区分は、製品の種類による区分によっております。 
２ 各区分の主な製品 

(1) 精密ばね事業………押し・引き・トーションばね、ワイヤーフォーミング、薄板ばね等 

(2) 精密組立部品事業…インサートモールディング、ハイパフォーマンスヒンジ等 
(3) モーター事業………ＤＣモーター、コアレスモーター、ギヤードモーター等 

３ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産(2,307,037千円)の主なものは、親会社での余資運用

資金(現金および預金)、長期投資資金(投資有価証券)および管理部門に係る資産等であります。 
     ４ 会計処理の変更に記載したとおり、フジマイクロ株式会社において当連結会計年度より役員退職慰労引

当金を計上しております。この結果、従来の方法に比べ、営業利益が精密組立事業において506千円、モ

ーター事業において4,468千円少なく計上されております。 
    ５  追加情報に記載したとおり、当連結会計年度より、法人事業税の付加価値割および資本割については、

販売費および一般管理費に計上しております。この結果、従来の方法に比べ、営業利益が精密ばね事業に

おいて15,715千円、精密組立部品事業において23,888千円、モーター事業において5,474千円少なく計上
されております。 
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所在地別セグメント情報 
 

 
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) 

 
日本 
(千円) 

米国 
(千円) 

ヨーロッパ 
(千円) 

アジア 
(千円) 

計 
(千円) 

消去又は 
全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

Ⅰ 売上高および 
  営業損益売上高 

      

 (1)外部顧客に対する売
上高 

25,575,114 1,680,328 1,261,669 4,704,511 33,221,624 ― 33,221,624 

 (2)セグメント間の内部
売上高または振替高 450,902 15,824 333,188 76,039 875,955 (875,955) ― 

計 26,026,017 1,696,153 1,594,857 4,780,551 34,097,579 (875,955) 33,221,624 

  営業費用 24,700,825 1,559,622 1,495,221 4,614,228 32,369,897 (880,520) 31,489,376 

  営業利益 1,325,192 136,531 99,635 166,323 1,727,682 4,565 1,732,247 

Ⅱ 資産 22,456,078 1,805,904 1,606,289 3,749,067 29,617,340 (2,712,898) 26,904,442 

(注) １ 国または地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦および米国以外の区分に属する主な国または地域 
(1) ヨーロッパ……イギリス 
(2) アジア……シンガポール、マレーシア、タイ、中国 

３ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産(2,195,495千円)の主なものは、親会社での余資運用
資金(現金および預金)、長期投資資金(投資有価証券)および管理部門に係る資産等であります。 
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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) 

 
日本 
(千円) 

米国 
(千円) 

ヨーロッパ 
(千円) 

アジア 
(千円) 

計 
(千円) 

消去又は 
全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

Ⅰ 売上高および 
  営業損益売上高 

      

 (1)外部顧客に対する売
上高 

26,788,005 1,791,222 1,255,119 4,677,069 34,511,417 ― 34,511,417 

 (2)セグメント間の内部
売上高または振替高 846,350 12,640 310,816 213,769 1,383,577 (1,383,577) ― 

計 27,634,356 1,803,863 1,565,936 4,890,838 35,894,995 (1,383,577) 34,511,417 

  営業費用 25,731,724 1,457,588 1,454,162 4,752,187 33,395,663 (1,370,282) 32,025,381 

  営業利益 1,902,631 346,274 111,774 138,651 2,499,331 (13,294) 2,486,036 

Ⅱ 資産 19,648,592 1,732,622 1,501,201 3,533,565 26,415,981 1,131,213 27,547,194 

(注) １ 国または地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦および米国以外の区分に属する主な国または地域 
(1) ヨーロッパ……イギリス 
(2) アジア……シンガポール、マレーシア、タイ、中国 

３ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産(2,307,037千円)の主なものは、親会社での余資運用
資金(現金および預金)、長期投資資金(投資有価証券)および管理部門に係る資産等であります。 

       ４ 会計処理の変更に記載したとおり、フジマイクロ株式会社において当連結会計年度より役員退職慰労引

当金を計上しております。この結果、従来の方法に比べ、営業利益が日本において4,975千円少なく計上
されております。 

       ５  追加情報に記載したとおり、当連結会計年度より、法人事業税の付加価値割および資本割については、

販売費および一般管理費に計上しております。この結果、従来の方法に比べ、営業利益が日本において
45,079千円少なく計上されております。 
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海外売上高 

 

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) 

 

 米国 ヨーロッパ アジア 計 

Ⅰ 海外売上高(千円) 2,046,956 2,337,744 10,376,718 14,761,419 

Ⅱ 連結売上高(千円)    33,221,624 

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

6.2 7.0 31.2 44.4 

(注) １ 国または地域の区分は地理的近接度によっております。 
２ 米国以外の各区分に属する主な国または地域 

(1)ヨーロッパ………イギリス、フィンランド、フランス、チェコ他 

(2)アジア………シンガポール、マレーシア、タイ、中国、韓国、ベトナム他 
３ 海外売上高は当社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

 

 

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) 

 

 米国 ヨーロッパ アジア 計 

Ⅰ 海外売上高(千円) 2,000,386 2,340,672 10,125,547 14,466,606 

Ⅱ 連結売上高(千円)    34,511,417 

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 5.8 6.8 29.3 41.9 

(注) １ 国または地域の区分は地理的近接度によっております。 
２ 米国以外の各区分に属する主な国または地域 

(1)ヨーロッパ………イギリス、フィンランド、フランス、チェコ他 

(2)アジア………シンガポール、マレーシア、タイ、中国、韓国他 
３ 海外売上高は当社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

 



29 

(リース取引関係) 
 

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) 

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) 

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

額および期末残高相当額 

  
建物 
(千円)  

機械装置お
よび運搬具 
(千円) 

 
工具器具 
備品 
(千円) 

取得価額 
相当額 

 18,100 492,820  120,954 

減価償却 
累計額相当額 

 17,669 225,405  65,111 

期末残高 
相当額  430 267,415  55,843 

  
ソフト 
ウェア 
(千円) 

 
合計 
(千円)  

取得価額 
相当額  134,419 766,294   

減価償却 
累計額相当額 

 60,782 368,968   

期末残高 
相当額  73,636 397,326   

 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

および期末残高相当額 

  
建物 
(千円)  

機械装置お
よび運搬具 
(千円) 

 
工具器具 
備品 
(千円) 

取得価額 
相当額 

   63,208  472,418  201,417 

減価償却 
累計額相当額

   55,925  187,862  127,439 

期末残高 
相当額    7,282  284,556  73,978 

  
ソフト 
ウェア 
(千円) 

 
合計 
(千円)   

取得価額 
相当額  142,476  879,520   

減価償却 
累計額相当額

 65,950  437,177   

期末残高 
相当額  76,526  442,343   

 
② 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 117,628千円
１年超 299,413千円

合計 417,042千円
 

② 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 126,718千円
１年超 338,204千円

合計 464,923千円
 

③ 支払リース料および減価償却費相当額 
支払リース料 151,954千円
減価償却費相当額 134,278千円

支払利息相当額 14,990千円
 

③ 支払リース料および減価償却費相当額 
支払リース料 177,093千円
減価償却費相当額 157,933千円

支払利息相当額 18,022千円
 

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 
  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。 
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 
  リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額を

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。 

オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 
１年内 11,800千円
１年超 18,495千円

合計 30,296千円
 

オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 
１年内 8,514千円
１年超 14,086千円

合計 22,601千円
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(有価証券関係) 

有価証券 
 

 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 その他有価証券で時価のあるもの 
 

区分 
取得原価 
(千円) 

連結決算日における 
連結貸借対照表計上額 

(千円) 

差額 
(千円) 

連結貸借対照表計上額が取得原価を 
超えるもの    

 (1) 株式 388,438 820,623 432,184 

 (2) 債券 101,847 102,429 581 

小計 490,286 923,053 432,766 

連結貸借対照表計上額が取得原価を 
超えないもの 

 (1) 株式 85,395 74,598 △10,797 

小計 85,395 74,598 △10,797 

合計 575,682 997,651 421,969 

(注) 期末日における時価が取得原価の50％以上下落している場合は、全て減損処理を行い、50％未満の下落であ
っても、30％以上の下落が３ヶ月以上継続した状態にあって、回復可能性がない場合は50％以上の下落の処理

と同様としております。 

 

 ２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(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) 

62,362 11,400 ― 

 

 ３ 時価のない有価証券の主な内容および連結貸借対照表計上額(平成18年３月31日現在) 

非上場株式(店頭売買株式を除く) 10,050千円 
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有価証券 

 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 その他有価証券で時価のあるもの 
 

区分 
取得原価 
(千円) 

連結決算日における 
連結貸借対照表計上額 

(千円) 

差額 
(千円) 

連結貸借対照表計上額が取得原価を 
超えるもの    

 (1) 株式 343,809 561,992 218,183 

 (2) 債券 6,229 7,036 807 

小計 350,039 569,029 218,990 

連結貸借対照表計上額が取得原価を 
超えないもの 

 (1) 株式 9,218 6,216 △3,001 

 (2) 債券 48,326 48,276 △50 

小計 57,544 54,492 △3,052 

合計 407,584 623,522 215,937 

(注) 期末日における時価が取得原価の50％以上下落している場合は、全て減損処理を行い、50％未満の下落であ

っても、30％以上の下落が３ヶ月以上継続した状態にあって、回復可能性がない場合は50％以上の下落の処理
と同様としております。 

 

 

 ２ 前連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成16年４月１日 至 平成17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) 

79,966 54,389 ― 

 

 ３ 時価のない有価証券の主な内容および連結貸借対照表計上額(平成17年３月31日現在) 

非上場株式(店頭売買株式を除く) 10,050千円 
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(デリバティブ取引関係) 

 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 取引の状況に関する事項 

  (1) 取引の内容および利用目的等 

     当社グループは、金利上昇の借入金利息に与える影響を一定の範囲に限定する目的で金利スワップ取引を

利用しており、通常の営業過程における輸出取引の為替相場の変動によるリスクを軽減するため、通貨オプ

ション取引を行っております。なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っております。 

   ① ヘッジ手段とヘッジ対象 

(ヘッジ手段) (ヘッジ対象) 

金利スワップ 借入金利 

通貨オプション 外貨建金銭債権債務 

為替予約 外貨建金銭債権債務 

     なお、金利スワップおよび通貨オプションについてヘッジ会計処理をしております。 

    また、為替予約については、振当処理を採用しております。 

   ② ヘッジ方針 

     通常の事業活動における金利変動リスクおよび輸出入取引における為替相場変動リスクをヘッジしてお

り、投機目的の取引は行わない方針であります。 

   ③ ヘッジの有効性評価の方法 

     ヘッジ手段の変動額の累計額とヘッジ対象の変動額の累計額とを比較して有効性の判定をしております。 

    ただし、特例処理によっている金利スワップについては決算日における有効性の評価を省略しております。 

     また、為替予約の締結時に、リスク管理方針に従って、外貨建による同一条件の為替予約をそれぞれ振当

てているため、その後の為替相場の変動による相関関係は完全に確保されているので有効性の評価を省略し

ております。 

  (2) 取引に対する取組方針 

     金利関連のデリバティブ取引については、通常の事業活動における金利の変動リスクを回避するために行

うこととし、投機目的のデリバティブ取引は行わない方針であります。 

     通貨関連におけるデリバティブ取引については、主としてドル建の仕入契約をヘッジするためのものであ

るため、外貨建買掛金および成約高の範囲内で行うこととし、投機目的のデリバティブ取引は行わない方針

であります。 

  (3) 取引に係るリスクの内容 

     金利関連における金利スワップ取引においては、市場金利の変動によるリスクを有しております。 

    通貨関連における通貨オプション取引には、為替相場の変動によるリスクを有しております。 

     当社グループのデリバティブ取引の契約先は、いずれも信用度の高い国内の銀行であるため、相手先の契

約不履行による、いわゆる信用リスクは、ほとんどないと判断しております。 

  (4) 取引に係るリスク管理体制 

     デリバティブ取引の実行および管理については、事業本部で行っております。 

 

 ２ 取引の時価等に関する事項 

   金利スワップ取引および通貨スワップについては、ヘッジ会計が適用されているため記載しておりません。 

  通貨オプションについては、該当事項はありません。 
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 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 取引の状況に関する事項 

  (1) 取引の内容および利用目的等 

     当社グループは、金利上昇の借入金利息に与える影響を一定の範囲に限定する目的で金利キャップ取引お 

    よび金利スワップ取引を利用しており、通常の営業過程における輸出取引の為替相場の変動によるリスク 

    を軽減するため、通貨オプション取引を行っております。なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計 

    を行っております。 

   ① ヘッジ手段とヘッジ対象 

(ヘッジ手段) (ヘッジ対象) 

金利キャップ 借入金利 

通貨オプション 外貨建金銭債権債務 

為替予約 外貨建金銭債権債務 

     なお、当連結会計年度末においては、金利キャップおよび金利スワップについてヘッジ会計処理をしてお 

    ります。 

     また、為替予約については、振当処理を採用しております。 

   ② ヘッジ方針 

     通常の事業活動における金利変動リスクおよび輸出入取引における為替相場変動リスクをヘッジしてお

り、投機目的の取引は行わない方針であります。 

   ③ ヘッジの有効性評価の方法 

     ヘッジ手段の変動額の累計額とヘッジ対象の変動額の累計額とを比較して有効性の判定をしております。 

    ただし、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。 

     また、為替予約の締結時に、リスク管理方針に従って、外貨建による同一条件の為替予約をそれぞれ振当

てているため、その後の為替相場の変動による相関関係は完全に確保されているので決算日における有効性

の評価を省略しております。 

  (2) 取引に対する取組方針 

     金利関連のデリバティブ取引については、通常の事業活動における金利の変動リスクを回避するために行

うこととし、投機目的のデリバティブ取引は行わない方針であります。 

     通貨関連におけるデリバティブ取引については、主としてドル建の仕入契約をヘッジするためのものであ

るため、外貨建買掛金および成約高の範囲内で行うこととし、投機目的のデリバティブ取引は行わない方針

であります。 

  (3) 取引に係るリスクの内容 

     金利関連における金利スワップ取引においては、市場金利の変動によるリスクを有しております。 

    通貨関連における通貨オプション取引には、為替相場の変動によるリスクを有しております。 

     当社グループのデリバティブ取引の契約先は、いずれも信用度の高い国内の銀行であるため、相手先の契

約不履行による、いわゆる信用リスクは、ほとんどないと判断しております。 

  (4) 取引に係るリスク管理体制 

     デリバティブ取引の実行および管理については、業務本部で行っております。 

 

 ２ 取引の時価等に関する事項 

   金利キャップ取引については、ヘッジ会計が適用されているため記載しておりません。 

    通貨オプションについては、該当事項はありません。 

 



34 

（退職給付関係） 

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) 

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 採用している退職給付制度の概要 

 当社および一部の国内子会社は、総合型厚生年金基金制

度、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。一部の国内子会社および一部の在外子会社については確

定拠出型年金制度を設けております。 

１ 採用している退職給付制度の概要 

同左 

２ 退職給付債務に関する事項(平成18年３月31日) 

イ 退職給付債務 △2,155,315千円

ロ 年金資産 1,011,302千円

ハ 未積立退職給付債務(イ＋ロ) △1,144,012千円

ニ 未認識数理計算上の差異 248,504千円

ホ 退職給付引当金 △895,508千円

(注) １ 一部の子会社は、退職給付債務の算定に当たり、簡

便法を採用しております。 

２ 厚生年金基金(総合設立型)については含まれてお

りません。なお、厚生年金基金の掛金拠出割合に

より計算される当社および連結子会社の年金資産

の額は2,753,927千円であります。 

  

２ 退職給付債務に関する事項(平成17年３月31日) 

イ 退職給付債務 △2,041,311千円

ロ 年金資産 805,103千円

ハ 未積立退職給付債務(イ＋ロ) △1,236,208千円

ニ 未認識数理計算上の差異 472,223千円

ホ 退職給付引当金 △763,984千円

(注) １ 一部の子会社は、退職給付債務の算定に当たり、簡

便法を採用しております。 

２ 厚生年金基金(総合設立型)については含まれてお

りません。なお、厚生年金基金の掛金拠出割合に

より計算される当社および連結子会社の年金資産

の額は2,325,894千円であります。 

  

３ 退職給付費用に関する事項 

(自平成17年４月１日 至平成18年３月31日) 

イ 勤務費用 103,594千円

ロ 利息費用 34,276千円

ハ 期待運用収益 －千円

ニ 数理計算上の差異の費用処理額 65,489千円

ホ 退職給付費用(イ＋ロ＋ハ＋ニ) 203,360千円

ヘ その他 123,370千円

計 326,731千円

（注）１適格年金基金に対する従業員拠出額を控除しており 

    ます。 

   ２簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、 

    「イ 勤務費用」に計上しております。 

   ３「ヘ その他」は、確定拠出年金への掛金支払額で 

あります。 

４上記退職給付費用以外に、厚生年金基金(総合設立型) 

    の掛金140,946千円を計上しております。 

 

３ 退職給付費用に関する事項 

(自平成16年４月１日 至平成17年３月31日) 

イ 勤務費用 195,688千円

ロ 利息費用 35,878千円

ハ 期待運用収益 1,300千円

ニ 数理計算上の差異の費用処理額 56,117千円

ホ 退職給付費用(イ＋ロ＋ハ＋ニ) 288,985千円

（注）１適格年金基金に対する従業員拠出額を控除しており 

    ます。 

   ２簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、 

    「イ 勤務費用」に計上しております。 

   ３上記退職給付費用以外に、厚生年金基金(総合設立型) 

    の掛金114,027千円を計上しております。 

    

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

イ 退職給付見込額の期間配分方法 

   期間定額基準 

ロ 割引率 （当期末） 1.6％

ハ 期待運用収益率（当期１年間） 0.0％

ニ 数理計算上の差異の処理年数 10年
  (各連結会計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による定額法により按分した額
をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理すること
としております。) 

 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

イ 退職給付見込額の期間配分方法 

   期間定額基準  

ロ 割引率 1.7％  

ハ 期待運用収益率 △0.18％  

ニ 数理計算上の差異の処理年数 10年 
  (各連結会計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による定額法により按分した額
をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理すること
としております。) 
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(税効果会計関係) 
 

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) 

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 繰延税金資産およ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 54,253千円
 貸倒引当金 2,839千円
 退職給付引当金 359,991千円

 役員退職慰労引当金 136,962千円
 固定資産減価償却損金算入限度 
 超過等 27,761千円

 固定資産評価損否認 88,935千円
 投資有価証券評価損否認 29,858千円
 未払事業税 37,020千円

 その他   59,730千円 

繰延税金資産小計 797,354千円
評価性引当額 △116,175千円

繰延税金資産合計 681,179千円

(繰延税金負債) 
 減価償却費 △64,411千円
 海外子会社の留保利益に対する 
 追加税金見込額 △451,293千円

 その他有価証券評価差額金 △199,897千円

 連結上の未実現利益調整 △9,555千円

繰延税金負債合計 △725,157千円

繰延税金資産の純額 △43,979千円

(注) 当連結会計年度における繰延税金資産の純額
は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれて
おります。 

１ 繰延税金資産およ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 68,267千円

 退職給付引当金損金算入限度超過 301,445千円
 役員退職慰労引当金損金算入限度
超過 

130,715千円

 固定資産減価償却損金算入限度 
 超過等 20,400千円

  固定資産評価損否認 90,866千円
 投資有価証券評価損否認 30,072千円
  未払事業税 62,406千円

 連結上の未実現利益調整 5,004千円
 税務上の繰越欠損金 60,939千円
 その他 165,546千円

繰延税金資産小計 935,664千円
評価性引当額 △173,782千円

繰延税金資産合計 761,882千円

(繰延税金負債) 
 減価償却費 △92,509千円
 海外子会社の留保利益に対する 
 追加税金見込額 

△331,245千円

 その他有価証券評価差額金 △87,912千円

繰延税金負債合計 △511,667千円

繰延税金資産の純額 250,215千円

(注) 当連結会計年度における繰延税金資産の純額
は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれて

おります。 
 当連結会計年度 
 (平成18年３月31日) 

流動資産－繰延税金資産 119,375千円 
固定資産－繰延税金資産 383,267千円 

流動負債－繰延税金負債 ―  
固定負債－繰延税金負債 △546,621千円 

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との差異の原因となった主な項目別の内訳 
法定実効税率 40.3％ 

住民税均等割率 1.4％ 
交際費等永久に損金に算入されない 

金額 

1.1％ 

評価性引当額 △0.3％ 
海外法人税等の差異 △1.2％ 
法人税特別控除 △0.1％ 

その他 4.3％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 45.5％ 
 

 前連結会計年度 
 (平成17年３月31日) 

流動資産－繰延税金資産 215,680千円 
固定資産－繰延税金資産 459,591千円 

流動負債－繰延税金負債 ―  
固定負債－繰延税金負債 △425,056千円 

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との差異の原因となった主な項目別の内訳 
法定実効税率 40.3％ 

住民税均等割率 1.1％ 
交際費等永久に損金に算入されない 

金額 

0.7％ 

受取配当金等永久に益金に算入されな

い金額 

△0.1％ 

評価性引当額 7.1％ 

関係会社売却益削去 1.4％ 
その他 1.8％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 52.3％ 
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（１株当たり情報） 

 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) 

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株当たり純資産額 

 

１株当たり当期純利益 

 

271.19円 

 

16.67円 

244.85円 

 

18.73円 

 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をしてお

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をしてお

りません。 

  

１株当たり当期純利益の算定上の基礎 

連結損益計算書上の 

当期純利益 

663,917千円

普通株式に係る当期純利益 663,917千円

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 

該当事項はありません。 

普通株式の期中平均株式数 39,824,020株 
 

 

１株当たり当期純利益の算定上の基礎 

連結損益計算書上の 

当期純利益 

747,055千円

普通株式に係る当期純利益 747,055千円

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 

該当事項はありません。 

普通株式の期中平均株式数 39,875,005株 
 

 

 


