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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 

 売上高 営業利益 経常利益 

 
18年３月期 
17年３月期 

百万円   ％
14,229      6.1
13,416      ―

百万円   ％
1,017          15.4
881          ―

百万円   ％
1,016          12.3
905          ―

 

 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

 
18年３月期 
17年３月期 

百万円   ％ 
570     △2.1 
583      ― 

円 銭
21,036  82
22,007 77

円  銭
―  ―
―  ―

％
36.3
68.9

％ 
12.1 
12.2 

％
7.1
6.7

(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    24,985株     17年３月期    24,446株 

③会計処理の方法の変更   有 

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

 
18年３月期 
17年３月期 

百万円 
8,437 
8,317 

百万円
2,039
1,103

％ 
24.2 
13.3 

円   銭
75,372   48
43,254   02

(注)期末発行済株式数（連結）  18年３月期     26,465株     17年３月期     24,465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 

現金及び現金同等物 
期 末 残 高 

 
18年３月期 
17年３月期 

百万円 
189 
56 

百万円
△182

△3,103

百万円 
△194 
3,082 

百万円
1,131
1,303

 
(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   ５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  ０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 経常利益 当期純利益 

 
中間期 
通  期 

百万円
7,059
14,545

百万円
480

1,095

百万円
289
658

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）24,878円41銭 

 ※ 上記の業績予想には、現時点での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。今後の事業運営や 
    為替変動時等内外の状況により、実際の業績が記載の予想数値と大幅に異なる可能性があります。なお、上記 
    予想に関する事項は10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、放電加工機関連機器及び工作機械の開発・製造を中心とする当社とその販売等を行う子会社

８社及び関連会社１社により構成されています。事業の内容としましては、リニアモータ駆動超精密マシニング

センタの製造販売（精密工作機械関連事業）、放電加工機の周辺装置・消耗品等の販売、並びに放電加工機のメ

ンテナンス及び保守契約（サプライ品及びサービス事業）、放電加工機を用いた金型製品の製造販売及び当該金

型を用いた成形品の製造販売（精密金型・精密成形事業）をおこなっております。 

 

  事業の系統図は、次のとおりであります。（平成18年3月31日現在） 

     得意先への製商品の販売 等 

     当社グループ内取引 

                                               親会社及び関係会社との取引     株式会社 
ソディック(※1) 
及び関係会社 

製商品販売 

  製品販売 

製品販売 

製品販売 

原材料の仕入 
設備の購入 
建物の賃借 等 

 商品販売 

                                          
製商品の販売 等  

 

 

 

 

 

 
 

  

    

株
式
会
社
ソ
デ
ィ
ッ
ク
ハ
イ
テ
ッ
ク 

 
精密工作 
機械関連 
事業 
 
（ ＳＥＧ 

カンパニー ） 

 
 
サプライ 
品事業 
 
（ ＫＨＳ 

カンパニー ） 

 
 
サービス 
事業 
 
（ Ｊ＆Ｓ 

カンパニー ） 

 
精密金型 
・精密成 
形事業 
 
（ ＭＩＲ 

カンパニー ） 

開発・製造

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社 

ソディック 

エンジニアリ 

ング 
 商品販売 

商品販売
販売支援

 開発支援

 製品購入

開発支援

 商品販売 

製品購入 

開発支援

技術提供

株式会社 

ケイ・エッチ 

・エス 

※2

株式会社 

エム・アイ・ 

アール 

※2

株式会社 

ジェイ・アンド

・エス 

※2

   ※2

3 

3 

得 
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凱奇思機械設備 
(上海)有限公司 

※

 

 
 
SODICK HIGHTECH  

EUROPE LTD. 

        ※4
有限会社 
エスケイエッチ 

※

 製品販売 

製品販売 

   ﾒﾝﾃﾅﾝｽｻｰﾋﾞｽ 
   製商品販売 
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意 
 
 
 
 

先 
株式会社ナノ 
テクノリサーチ 

※

蘇州凱旋機 
電元件有限公司 

※2
※1 親会社 
※2 連結子会社 
※3 非連結持分法非適用子会社 
※4 持分法非適用関連会社 



 

２．経営の方針 

 

（１）経営の基本方針 

当社グループは、放電加工機の周辺機器・消耗品の販売、技術指導、メンテナンスサービス、金型・成形製

品の製造販売及び超精密小型マシニングセンタの製造販売を行う企業グループとして、産業界に必要不可欠な

製商品及び技術を提供しているハイテク事業の集合体であります。 

自動車関連・ＩＴ関連・精密機械等の産業界で必要な工作機械でのモノづくりの技術において、他社に先ん

じた技術を有しており、更にこの技術をベースにした応用展開によるサービス及び新製品の開発を推進してお

ります。これらの技術をお客様のモノづくりに生かしていただき、より高度な製品へと発展する技術、ノウハ

ウをご提供し続ける方針であります。 

 

（２）会社の利益配分に関する基本方針 

 当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しております。利益配分につきましては、

将来の事業発展と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続して実施してい

くことを基本方針としております。 

 今後におきましても経営基盤の強化及び積極的な事業展開のために内部留保の充実を行い、企業価値を高め

ていくとともに業績を考慮した上で株主配当等の利益配分を決定し、株主への積極的な利益還元に努めてまい

る所存であります。 

 

（３）投資単位に対する考え方 

 株式の流動性の促進と既存株主の利益とを総合的に判断し、また、株価の動向も注視し、慎重に検討してま

いる方針であります。 

 

（４）目標とする経営指標 

当社グループは、企業価値を高めるために売上高及び売上高経常利益率の向上を中長期的重点施策の一つと

しております。このために、付加価値の高い独自製品である精密工作機械を中心とした売上高の増加とコスト

ダウンの推進に注力し、中長期的に売上高経常利益率を10％以上に高めることを当面の経営目標としておりま

す。 

また、安定的な経営基盤の確保のために、新たに獲得する資産の投資金額を低く抑え、投下資本利益率を改

善させるため、ＲＯＡも重視した経営を進めてまいります。 

 

（５）中長期的な会社の経営戦略 

  ①精密工作機械関連事業 

リニアモータ駆動超精密マシニングセンタの開発及び製造販売を行っております。 

IT革命の加速度的進展と消費者ニーズの多様化にともない、マイクロナノ加工、ナノ加工といった超精密

部品の需要が急速に拡大することにより、短納期・低コストに対応できる、新たな生産システムを拡大して

まいります。 

さらには、マイクロナノ加工を必要とする電子・光・バイオ・医療機器などの産業分野において、加工法

の開発から加工機の開発、さらには専用工具の開発まで、トータルシステム加工の開発・製造・販売を一貫

して実現してまいります。 

 

  ②サプライ品及びサ－ビス事業 

   (1)放電加工機などの周辺機器・消耗品の製造販売を行っております。 

長時間加工を様々なシーンでサポートする消耗品や作業工数を削減する高品質・高精度な商品を提供し、

作業環境にやさしいだけでなく、地球環境にもやさしい商品作りを目指していきます。 

また、他社製のマシンでも使用できる消耗品部品の開発及び販売を拡大してまいります。さらには、放

電加工機用部品のより高精度化及びコスト低減化したものの商品化をすすめていく予定です。 

 

   (2)放電加工機・リニアモータ応用機器の製造販売及び修理・保守のメンテナンス事業を行っております。 

主要事業の修理・保守のメンテナンスにおいては、それぞれの製品が持つハイテク技術に長けた技術陣

を全国主要19ヶ拠点に配置するなど地域に密着したきめ細かなサービス体制を築いていることにより、ハ

イテク技術を利用して、自動車・IT・光通信・医療機器など先端産業向けのリニアモータ駆動超精密マシ

ニングセンタのメンテナンス事業を行い、これらの製品の応用技術の提供や指導・育成など総合コンサル
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タント企業を目指した新しい事業活動を行ってまいります。 

さらには、これらの事業を海外事業にも広く目を向け、製品・技術・ノウハウの伝播にも努めてまい

る予定であります。 

 

  ③精密金型・精密成形事業 

精密コネクター等の精密金型及び精密成形品の製造販売を行っております。 

電子機器に見られる多ピンコネクター、自動車業界向けの高圧タイプコネクター、IT機器用の狭ピッチ

コネクターなど、制御機器を接続するコネクターはますます高度化の道をたどっており、金型設計から樹

脂成形・組立てまでの一貫した専用ラインを構築し、コネクターのプロとし拡大してまいります。 

また、新たな事業として高度先端産業に向けてナノ加工技術の実用化を図り、IT、光通信、医療機器な

ど産業分野への加工技術発信基地としての地歩を固めてまいります。 

 

 

（６）会社の対処すべき課題 

  ①当社グループの現状の認識について 

当社グループの主要な顧客である製造業界は、物づくりで地力をつけてきた中国、韓国などアジア各国の低

価格の製品の影響によりますます生き残りをかけた競争が激化すると思われます。当社グループは工作機械の

周辺機器を取扱う企業集団として、このような市場状況の中で当社の受注状況についても強い影響を受けるも

のと認識しております。 

これらのアジア各国に対抗できる先端技術の導入にいち早く取組み、これまで以上に付加価値の高い製品を

つくり出す力が求められていると考えております。 

 

  ②当面の対処すべき課題について 

   (1)「お客様のモノづくりのお手伝いをする」を原点に、市場ニーズを的確に把握し、技術開発に反映させ市   

     場ニーズに素早く対応することが必要であります。 

   (2)営業活動、サービス及びメンテナンス活動による受注の増強及び受注動向の変動を緩和するために市場の        

     拡大、ユーザー層の拡大を図っていく必要があります。 

 

  ③対処方針 

   (1)機械業界におきましては、生産性の向上のため、設備投資する上で当社グループ製品は必要不可欠である  

     と考えております。 

     そのため各販売会社は新規得意先を開拓するとともに、グループ内各社の連携により相互顧客へのフォロ  

     ー・事業展開を推進しております。 

   (2)多様性かつ、高度化するお客様の技術的なご要望にお応えする独自技術を持った製品を研究、開発、提供  

     し、かつお客様の業界が含み持つ技術的な方向性に対応できる革新的な製品を企画し、新たな市場を開拓  

     し、もって当社グループの業容の拡大につなげております。 

 

  ④具体的な取組状況 

   (1)製品ニーズの多様化に伴い、リニアモータ駆動超精密マシニングセンタでの超精密部品需要への対応を図  

     っております。特には非球面レンズ関連分野では、マイクロレンズ金型の加工に特化した研削と施削の両  

     機能を持った加工機「Micro OPT」の開発により超々精密仕上げ加工前までの工程の有りようを変え、更  

     なる高精度・高能率化に努めてまいります。 

   (2)営業力の向上と市場拡大、ユーザー層の拡大を図るために、豊富な知識と経験を持つスタッフを積極的に 

     中途採用し、営業体制、サービス体制の強化に努めてまいります。 

     また、営業面で多様化する顧客ニーズに応える新製品、新技術の提案を行うためにテーマを明確にした展   

     示会の開催や専門販売店を集めた勉強会などの拡販活動と営業拠点の充実に努めてまいります。 

 

（７）親会社等に関する事項 

  ①親会社等の商号等                            （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 

株式会社ソディック 親会社 41.56％ 株式会社東京証券取引所 市場第二部 
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②親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 

 当社の親会社は、株式会社ソディックであります。同社は当社議決権の41.56％を保有する筆頭株主でありま

す。また、当社社外監査役（非常勤）下山貞男は同社の監査役を兼任しております。 

 当社は、親会社株式会社ソディックの放電加工機及び他メーカー各社の放電加工機に使用できる周辺装置、

消耗品等の販売並びに株式会社ソディックの放電加工機のメンテナンス及び保守契約、また、放電加工機を用

いた金型製品の製造販売及び当該金型を用いた成形品の製造販売、さらにリニアモータ駆動超精密マシニング

センタの製造販売を行っております。当社は、同社及び同社グループ会社とは協力体制を保ちながら事業展開

を行っておりますが、競業する事業はなく、また、事業運営においても当社経営陣の独自の意思決定のもとに

実行しており十分な独立性を確保している状況にあると認識しております。 

 

③親会社等との取引に関する事項 

 親会社との重要な取引につきましては、「４．連結財務諸表等【関連当事者との取引】」をご参照ください。 
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３．経営成績及び財政状態 

 

（１）経営成績 

 当連結会計年度におけるわが国の経済は、原油高の不安はあるものの、個人消費や設備投資などの持続的な

改善を背景に底堅く推移しました。 

 工作機械業界においては、自動車関連と一般機械関連が旺盛な需要を背景に好調を維持しており、電気・精

密関連は半導体を中心に回復傾向に進みました。 

 このような情勢のなか、当社グループでは､自動車関連、半導体関連・デジタル関連企業を中心に設備投資姿

勢が好転を迎えることにより、製品の改良開発及び新製品の開発を積極的に推進してまいりました。また、グ

ループ全体の収益力の安定的な成長に向けて、販売体制の強化・管理体制の強化などを行いました。 

 

以上の結果、当連結会計年度の売上高は、14,229,276千円（前年同期比6.1％増）を達成しました。また、損

益面では、営業利益1,017,010千円（同15.4％増）、経常利益は1,016,685千円（同12.3％増）、当期利益は570,604

千円（同2.1％減）となりました。 

 事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

 

（精密工作機械関連事業） 

 当期においては、小型精密金型分野が増える自動化推進システムである恒温チェンバー室と一体化した無

人加工システムとワークの大型化に伴いＭＣ430Ｌの大型機である新製品ＭＣ650Ｌを発表いたしました。 

営業面では、販売体制の強化を図り、各種機械展示会や各地域における販売店セミナー実施等の販売促進活

動を行うとともに、お客様のニーズに応えるべく製品開発・改良にも注力いたしました。また、前期に電子

ビーム事業の営業譲渡を行ったことによる影響もあり、当事業の売上高は2,430,273千円（前年同期比19.7％

減）となりました。 

 

（サプライ品及びサービス事業） 

 放電加工機加工製品の需要は増加の傾向にあり、それにともない放電加工機の納入台数の増加・稼働率が

上昇し、周辺機器・消耗品の販売、修理点検が増加しました。サプライ品事業では、リサイクルシステムの

イオン交換樹脂、水用フィルタといった環境保全に対応した商品も市場に浸透し売上が増加しました。サー

ビス事業では、放電加工機のメンテナンスを通して製品技術・利用技術や関連情報の提供を総合的にも行い、

当事業の売上高は7,308,223千円（前年同期比10.1％増）となりました。 

 

（精密金型・精密成形事業） 

 精密金型、精密成形品の市場は、高品質の金型への注目が高くなっております。金型製造につきましては、

自動車関連及び産業機器類用金型の安定的な需要を維持しました。また、成形品につきましては、自動車部

品コネクターシリーズの特別仕様金型がフル稼働となり売上増に寄与したことなどにより、当事業の売上高

は4,490,778千円（前年同期比19.8％増）となりました。 

 

（２）財政状態 

 当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローが189,680

千円の獲得（前年同期比133,143千円の増）、投資活動によるキャッシュ・フローが182,952千円の支出（前年

同期は3,103,035千円の支出）、財務活動によるキャッシュ・フローが194,670千円の支出（前年同期は3,082,223

千円の獲得）となりました。 

この結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は前連結会計年度末比171,788千円減（13.2％減）の

1,131,832千円となりました。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果、獲得した資金は、189,680千円となりました。これは、税金等調整前当期純利益978,883

千円の計上、仕入債務の減少248,073千円、法人税等の支払額436,747千円があったことなどによるものです。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動により支出した資金は、182,952千円となりました。これは、有形固定資産の取得による支出

175,606千円などによるものであります。 
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（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動により支出した資金は、194,670千円となりました。これは、株式の発行による収入467,495千円

がある一方で、短期借入金の返済による支出300,000千円、長期借入金の返済による支出346,657千円があっ

たことなどによるものであります。 

 

（３）事業等のリスク 

 当社グループの事業展開に関するリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項は、以下のようなも

のがあります。なお、文中における将来に係る事項は、提出日現在において当社が判断したものであります。 

 

①国内外の景気・経済情勢にかかる影響について 

当社グループの事業は「精密工作機械関連事業」、「サプライ品及びサービス事業」、「精密金型・精密

成形事業」の３つに分けることができます。売上高の51.4％を収益の安定しているサプライ品及びサービス

事業によっているため、比較的景気動向に左右されにくい収益構造を有しているといえますが、以下の点か

ら、広くは国内外の景気動向や経済情勢の変動によって、特に、自動車関連業界の設備投資動向が当社グル

ープの期間損益やキャッシュ･フローに影響を及ぼす可能性があります。 

精密金型・精密成形事業はもちろん、精密工作機械関連事業の主要製品である超精密小型マシニングセン

タや「サプライ品及びサービス事業」がターゲットにしている放電加工機の主要用途が金型製作にあること

を考えますと、当社グループのいずれの事業も民間設備投資の動向に敏感な金型業界との関わりが深いもの

といえます。 

金型業界は「モノづくり」の根底を支える存在であるだけにその需要先は産業界のあらゆる方面に亘って

おります。親会社株式会社ソディック製の放電加工機も、当社グループが独自に製造販売している精密工作

機械についても、サブミクロン（1万分の1ミリメートル）、ナノメートル（100万分の1ミリメートル）スケ

ールでの超微細加工に不可欠な「リニア技術」を応用した製品であることから、電気・電子、半導体、自動

車、バイオ、精密機器等の先端産業の設備投資動向が当社グループの業績に影響を及ぼすものといえます。

とりわけ、自動車関連業界の設備投資動向は当社グループの業績との間には深い関わりがあるといえます。

自動車産業は金型業界を支える最大の需要先であり、当社グループにおいても、グループ売上の30％を占め

る「精密金型・精密成形事業」の過半が、精密コネクターをはじめとする自動車業界向け製品によっている

ためであります。 

 

②銅地金の国際市場価格高騰の影響について 

当社グループにおける主要な材料としては、精密工作機械関連事業の本機、主軸等、サプライ品及びサー

ビス事業のワイヤ電極、精密金型・精密成形事業のプラスチック成形材料を挙げることができます。 

これら主要材料のうち、市況の変動による影響を強く受けているのがワイヤ電極（線材）であります。ワ

イヤ電極の原材料となる非鉄金属（銅・亜鉛）の国際市場価格は、中国やインドの需要増大の影響を受けて

昨年中より上昇しております。経済産業省のデータによりますと、銅地金の原料の値上げにより、線材の市

場価格は、平成17年第2四半期の平均価格359.94円／kgであったものが、第3四半期には425.77円／kg（18.3％

アップ）、第4四半期には496.27円／kg（37.9％アップ）と、3四半期の間に2桁台の高騰となり、現在もなお

高値圏で推移する状況にあります。 

仮に、現在の高値水準が予想以上に長期化したり、原材料の入荷遅延等の事態が発生した場合、当社グル

ープの期間損益が損なわれる惧れがあります。 

 

③海外展開におけるリスク要因について 

 

a.海外向け輸出に関するリスク 

当社グループは海外向けに製品の販売を行っており、当該取引には円建て取引のほか、米ドル及びユー

ロによる外貨建て取引があります。 

海外への輸出取引の一方で相当額の海外調達部材の輸入取引があり、為替変動によるリスクが一部軽減

されることもありますが、当社グループの海外向け販売は増加する傾向にあり、それにしたがって為替リ

スクも増大する可能性があります。 

b.法的規制について 

当社グループの技術及び製品を外国に輸出する場合、外国為替及び外国貿易法の第25条及び第48条によ

り、経済産業大臣の許可が必要な国があります。 

当社グループは安全保障輸出管理規程を設け、法令に違反することのないよう管理体制に万全を期して
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おり、過去において違反行為が発生した事実はなく、行政からの指導・処分を受けた事実もありません。 

当社といたしましては、今後とも引き続きグループをあげて法令遵守を徹底していく所存ですが、海外

向けのビジネスの増加が予想される中、当社グループが同法において違反行為を行い、輸出業務の全部ま

たは一部の停止処分を受ける事態が将来に亘り発生しないという保証はありません。万が一、法令に違反

するような事態が生じた場合、法的な制裁や社会的な信用の失墜などによって、当社グループの業績や財

政状態に大きな影響が及ぶ可能性があります。 

 

c.生産拠点について 

当社グループは、競争力ある製品の製造と原価低減のために、中国を中心に、海外における生産及び商

品調達の規模拡大を継続して強化しているところであります。その一貫として、当社グループは、中国蘇

州市に精密金型・精密成形品の製造販売を行う蘇州凱旋機電元件有限公司(当社連結子会社）を有しており

ます。同社は精密金型・精密成形事業における当社の製造支援を役割とする他、販売面でも当社グループ

の中国・アジア向けビジネスの一翼を担う会社であります。 

当社グループにおいては、今後とも当該地域の動向を随時把握し適切な対応を図る方針ですが、当該地

域における政治的混乱や経済状況の変化、法規制の変更など、予期せぬ事象が生じた場合、事業計画の遂

行が困難となり当社グループの業績や財政状態に悪影響が及ぶ惧れがあります。 

 

④親会社株式会社ソディックとの関係について 

当社グループの親会社である株式会社ソディック（提出日現在、当社議決権の41.56％を所有）は、NC放電

加工機の開発製造販売会社であり、放電加工機市場において平成18年3月期シェア41.0％を握るトップ企業で

あります。当社グループは、同社に対する売上高及び同社からの仕入高の割合が相対的に高く、平成18年3月

期における同社向け売上高の割合は16.0％、仕入高全体に対する同社からの仕入割合は7.8％となっておりま

す。同社向け売上高については、ワイヤ電極等の消耗品の供給及びメンテナンスであり、一方、仕入の中心

は、補修部品や放電加工機であります。 

当社グループは放電加工機を核とした周辺をその事業領域としていることから、当社グループのいずれの

事業においても、親会社に放電加工機のトップ企業を戴いていることが非常に大きな強みとなっております。

特に、当社グループ売上の51.4％を占めるサプライ品及びサービス事業については顕著といえます。当該事

業は、親会社株式会社ソディック製のNC放電加工機ユーザー約2万社を中心に、周辺機器及び消耗品の供給と

NC放電加工機の修理・保守・メンテナンスのサービスを行うものであり、株式会社ソディックの納入先をそ

のまま顧客とし得る点が、競合他社に対する当社グループの比較優位性につながっているといえます。また、

CAD/CAM・放電加工機・マシニングセンタ・射出成形機・金型製造等、グループ各社の持つモノづくりのノウ

ハウを活かした総合的な技術サポートが可能である点も他社にはない強みとなっております。 

当社グループ売上の７割強は既に親会社及びそのグループ以外の取引先によっているとはいえ、株式会社

ソディックが持つ販売網やブランド力が当社グループの事業展開に好影響をもたらしていることは確かであ

ります。したがって、仮に何らかの理由で株式会社ソディックの販売力が低下したり、そのブランドが著し

く損なわれる事態が生じた場合、当社グループの競争力も同様に著しく低下する可能性があります。 

ソディックグループの一員であることは大きなメリットである反面、リスクともなり得ることを充分に認

識し、さらに一層、グループ外の取引拡大に力を注いでいく所存です。 

 

⑤特定の販売先への依存度が高いことについて 

親会社株式会社ソディックを除いて、依存度の高い当社グループの販売先としては、精密金型・精密成形

事業の最大の得意先であるタイコエレクトロニクスアンプ株式会社が挙げられます。 

同社は世界最大級の電子部品サプライヤーである米タイコエレクトロニクス社の日本法人であり、自動車

産業、IT産業向けの各種精密コネクターを主体に事業を展開している会社であります。同社は株式会社エム・

アイ・アールが当社連結子会社となる以前からの30年来の取引先であり、当社グループは同社に対し自動車

向けの精密コネクターの金型及び成形品の供給を行っております。平成18年3月期における同社向け精密金

型・精密成形品事業の売上高（2,496百万円）は、同事業の売上高の過半（55.6％）を占めるものであり、こ

れは当社グループ売上高の17.5％に相当するものであります。 

世界規模のタイコエレクトロニクスグループより製品技術力を評価され、永年に亘り実績を積み上げてき

たことは、当社グループにとって大きな強みとなっております。 

当社グループといたしましては、今後とも同社との取引の維持・拡大に最大限努力していく方針でありま

すが、将来の経済動向、関連業界の動向如何では、同社の生産計画が変更を余儀なくされる可能性があり、

その場合には当社グループの業績やキャッシュ・フローに悪影響が及ぶ可能性があります。 
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⑥超精密小型マシニングセンタについて 

精密工作機械関連事業の主力製品である超精密小型マシニングセンタは、世界で初めて3軸リニアモータを

搭載した高速・高精度の小型マシニングセンタであり、マシニングセンタの中の「立て形・前後ストローク

500mm未満」の小型機に属するものであります。 

マシニングセンタは、工作機械受注総額の34.6％を占める代表的な工作機械ですが、立て形・前後ストロ

ーク500mm未満の小型機は、まだまだ小さな市場であります。その中でも、当社グループの製品はナノスケー

ルの最先端の超精密加工用に特化した特殊な機種であり、現状では必要領域も限られているため、その受注

環境は不安定な面が強いといわざるを得ません。したがって、超精密加工を必要とする分野の生産動向及び

設備投資動向如何では、当社グループの期間損益やキャッシュ･フローにマイナスの影響が及ぶ可能性があり

ます。 

しかしながら、超精密小型マシニングセンタは、ナノテクノロジーの急速な進展によって、産業界の超精

密加工に対する関心も日々高まっていることから、今後の成長が大いに期待される市場と認識し、当社グル

ープでは同製品の拡販に積極的に取組み、事業の育成拡大に力を注いでいく方針です。 

現在、ナノスケールの超精密加工向けマシニングセンタとしては、当社グループ同様リニア機を市場に投

入している競合先も一部にはありますが、いずれもリニア駆動部分は外部に依存しており、独自のリニア技

術を有する当社グループの製品は、性能・価格の両面で強い競争力を保持しております。 

 

⑦製・商品の品質維持について 

当社グループでは、各事業において、取引顧客に対してより満足度の高い品質を確保するため、世界的に

認められている品質基準であるISO9001、ISO14001を取得または取得を検討しております（現在、精密金型・

精密成形事業においてISO9001:2000、ISO14001:2004を取得済み）。 

公的認証の取得の有無にかかわらず、当社グループにおきましては、製・商品の生産及び仕入における品

質管理には万全を期して取り組んでおり、過去においても損害賠償責任を問われるような事態が生じたこと

はありません。しかしながら、将来に亘り、当社グループが取り扱う製・商品に欠陥が全く生じないという

保証はなく、また、今後発売する新製品新商品に予期せぬ不具合が発生する可能性も完全には否定できるも

のではありません。仮に欠陥が認められ、製造物責任問題が生じた場合、当社グループの社会的評価が著し

く低下する惧れがあり、当社グループの業績、財政状態に大きな影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑧研究開発活動にかかる業績等への影響について 

他社に先んじたリニア技術を有する当社グループは、これを核とした技術の応用展開によるサービスや新

製品の開発を進めながら、さらに高度な製品へと発展する技術・ノウハウを提供することで、産業界のモノ

づくりに貢献を重ねていると自負しております。 

しかし、日々高度化する精密加工ニーズに対し、将来に亘り当社グループの研究開発成果が常に最先端で

あり続け、顧客ニーズを充分に満足させ得るかどうかは保証し得るものではありません。研究開発の遅延に

より新製品の投入時期を逸した場合や、代替技術の台頭などによる当社のコア技術の陳腐化により顧客ニー

ズに充分応えることが叶わなかった場合、あるいは、技術的に当社製品と同等若しくはそれ以上の製品が低

価格で市場に投入された場合には、当社グループの業績や財政状態に大きな影響が及ぶ可能性があります。 

 

⑨特許をはじめとする知的財産権にかかるリスクについて 

工作機械業界において知的財産権は経営戦略上重要な役割を担っております。当社グループにおきまして

も、製品の差別化と競争力強化を目的として、戦略的に研究開発活動に取り組むとともに、研究成果につい

ては可能な限り権利を獲得していく方針であり、現在、数件の特許申請を行っているところであります。 

知的財産権の保護については、その重要性を十分認識し、必要な法的手続きをとることは勿論、第三者に

よる当社保有特許の侵害の有無、あるいは当社による第三者保有特許の侵害の有無について定期的に確認し

ております。 

しかしながら、新たに申請した権利が独自の知的財産権として認められなかったり、第三者が類似の優れ

た技術を開発したりするなど、当社グループの技術や企業秘密の模倣や解析を防止できなかった場合には、

当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。また、当社グループによる特許侵害を第三者より主

張されたり、特許侵害訴訟を提訴されたりする危険を完全に払拭することは難しく、かかる場合においても

当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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（４）次期の見通し 

今後の見通しにつきましては、記録的な原油価格の高騰やＩＴ・デジタル分野における在庫調整の動向等、

行先きが懸念される点はありますが、米国や中国をはじめとする世界経済の回復を背景に、わが国も設備投資

や輸出が堅調に増加し、緩やかながらも景気の明るさが増してくるものと見込まれております。このような情

勢の下、当社は、精密工作機械関連の多様化・高品質化する顧客ニーズに対応し、オリジナリティを強みとし、

一層推進することにより、顧客満足度の向上と高収益企業を目指してまいります。 

以上により、次期の連結業績見通しは、連結売上高14,545百万円、連結経常利益1,095百万円、連結純利益658

百万円を見込んでおります。 

なお、上記予想は現時点において入手可能な情報及び将来の業績に与える不確定要因に関しての仮定を前提

としております。実際の業績は、今後の様々な要因により上記の予想とは異なる可能性があります。 



４．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) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％) 

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産   

１ 現金及び預金  1,303,621  1,131,832

２ 受取手形及び売掛金  4,248,433  4,402,847

３ たな卸資産  1,281,219  1,510,443

４ 未収入金  149,817  29,833

５ 未収消費税等  110,261  57,306

６ 繰延税金資産  132,123  139,880

７ その他  58,844  57,192

貸倒引当金  △54,113  △58,779

流動資産合計  7,230,207 86.9  7,270,555 86.2

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産   

(1) 建物及び構築物  320,256 303,617 

減価償却累計額  43,655
276,601

58,314 245,303

(2) 機械装置及び運搬具  916,031 1,095,251 

減価償却累計額  588,276 327,754 724,053 371,197

(3) 土地  224,249  224,249

(4) その他  108,851 177,467 

減価償却累計額  68,087 40,764 115,008 62,459

有形固定資産合計  869,369 10.4  903,209 10.7

２ 無形固定資産   

(1) ソフトウェア  29,226  42,057

(2) 連結調整勘定  ―  9,965

無形固定資産合計  29,226 0.4  52,023 0.6

３ 投資その他の資産   

(1) 投資有価証券 ※1 71,364  71,364

(2) 出資金 ※1 24,660  24,660

(3) 繰延税金資産  41,567  67,111

(4) その他  58,859  57,646

貸倒引当金  △7,670  △9,231

投資その他の資産合計  188,780 2.3  211,551 2.5

固定資産合計  1,087,375 13.1  1,166,783 13.8

資産合計  8,317,583 100.0  8,437,339 100.0

        

－ － 
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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) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％) 

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

１ 支払手形及び買掛金  2,632,707  2,422,658

２ 短期借入金  2,500,000  2,200,000

３ １年以内返済予定 
  長期借入金 

 278,782  259,266

４ 未払金  312,932  322,638

５ 未払費用  100,165  105,066

６ 未払法人税等  251,418  222,170

７ 賞与引当金  185,170  184,946

８ その他  96,930  86,497

流動負債合計  6,358,107 76.4  5,803,244 68.8

Ⅱ 固定負債   

１ 長期借入金  638,673  445,459

２ 退職給付引当金  37,513  65,914

３ 役員退職慰労引当金  56,240  82,988

４ 連結調整勘定  41,082  ―

固定負債合計  773,510 9.3  594,362 7.0

負債合計  7,131,617 85.7  6,397,606 75.8

   

(少数株主持分)   

少数株主持分  82,755 1.0  ― ―

   

(資本の部)   

Ⅰ 資本金 ※3 329,300 4.0  516,300 6.1

Ⅱ 資本剰余金  ―  291,400 3.5

Ⅲ 利益剰余金  791,147 9.5  1,193,895 14.1

Ⅳ 為替換算調整勘定  △17,238 △0.2  38,137 0.5

資本合計  1,103,209 13.3  2,039,732 24.2

負債、少数株主持分及び
資本合計 

 8,317,583 100.0  8,437,339 100.0

   

 

 

－ － 
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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) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高  13,416,413 100.0  14,229,276 100.0

Ⅱ 売上原価 ※1 10,403,401 77.5  10,824,525 76.1

売上総利益  3,013,011 22.5  3,404,751 23.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費   

１ 給与手当  491,786 525,050 

２ 賞与引当金繰入額  43,453 56,582 

３ 退職給付費用  32,606 45,939 

４ 役員退職慰労引当金繰入額  31,403 26,747 

５ 荷造運賃  270,759 314,792 

６ 支払手数料  148,701 163,317 

７ 販売手数料  238,017 179,623 

８ 減価償却費  26,107 26,822 

９ 貸倒引当金繰入額  14,379 4,229 

10 その他 ※1 834,311 2,131,527 15.9 1,044,634 2,387,740 16.8

営業利益  881,484 6.6  1,017,010 7.1

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息  1,518 1,306 

２ 為替差益  ― 31,814 

３ 連結調整勘定償却額  4,564 9,129 

４ 受取手数料  6,119 ― 

５ 免税事業者消費税等  35,638 ― 

６ その他  22,902 70,743 0.5 23,982 66,232 0.5

Ⅴ 営業外費用   

１ 支払利息  25,311 38,567 

２ 手形売却損  6,939 5,455 

３ 為替差損  5,848 ― 

４ 新株発行費  ― 10,904 

５ その他  9,039 47,139 0.4 11,630 66,557 0.5

経常利益  905,088 6.7  1,016,685 7.1

Ⅵ 特別利益   

１ 関係会社株式売却益  10,634 ― 

 ２ 固定資産売却益 ※2 ― 3,738 

 ３ 貸倒引当金戻入益  ― 10,634 0.1 10,179 13,918 0.1

Ⅶ 特別損失   

１ 投資有価証券売却損  1,859 ― 

２ 貸倒引当金繰入額  3,857 ― 

３ 固定資産売却損 ※3 ― 602 

－ － 
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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) 

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) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

４ 固定資産除却損 ※4 ― 1,716 

５ 特別退職金 ※5 ― 11,879 

６ 減損損失 ※6 ― 5,716 0.0 37,521 51,719 0.3

税金等調整前当期純利益  910,006 6.8  978,883 6.9

法人税、住民税及び事業税  380,381 413,121 

法人税等調整額  △78,301 302,079 2.3 △33,300 379,820 2.7

少数株主利益  24,924 0.2  28,457 0.2

当期純利益  583,001 4.3  570,604 4.0

   

－ － 
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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) 

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  ―  ―

   

Ⅱ 資本剰余金増加高   

１ 増資による新株式の発行  ― ― 291,400 291,400

Ⅲ 資本剰余金期末残高  ―  291,400

   

(利益剰余金の部)   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  266,290  791,147

   

Ⅱ 利益剰余金増加高   

１ 当期純利益  583,001 583,001 570,604 570,604

Ⅲ 利益剰余金減少高   

１ 配当金  24,145 122,325 

２ 役員賞与  34,000 45,000 

３ 従業員奨励福利基金繰入  ― 58,145 532 167,857

   

Ⅳ 利益剰余金期末残高  791,147  1,193,895

   

 

－ － 
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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) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

  税金等調整前当期純利益  910,006 978,883 

  連結調整勘定償却額  △4,564 △9,129 

  減価償却費  92,953 143,598 

  減損損失  ― 37,521 

  貸倒引当金の増加額（△減少額）  △941 5,814 

  賞与引当金の増加額（△減少額）  30,693 △223 

  退職給付引当金の増加額  24,315 28,401 

  役員退職慰労引当金の増加額  29,485 26,747 

  受取利息及び受取配当金  △1,518 △1,306 

    新株発行費  ― 10,904 

  投資有価証券売却損  1,859 ― 

  関係会社株式売却益  △10,634 ― 

  支払利息  25,311 38,567 

  売上債権の増加額  △541,038 △119,238 

  たな卸資産の増加額  △283,677 △205,196 

  立替金の減少額(△増加額)  △20,867 10,434 

  未収消費税等の減少額（△増加額）  △134,339 52,955 

  未収入金の減少額(△増加額)  351,997 △32,558 

  前払費用の減少額（△増加額）  △17,253 4,349 

  仕入債務の減少額  △298,479 △248,073 

  未払金の増加額（△減少額）  349,666 △3,858 

  未払費用の増加額(△減少額)  △35,271 4,900 

  未払消費税等の増加額  4,962 6,779 

  役員賞与の支払額  △34,000 △45,000 

  その他  85,751 △17,818 

小計  524,414 667,453 

  利息及び配当金の受取額  1,080 1,306 

  利息の支払額  △10,834 △42,331 

  法人税等の支払額  △458,123 △436,747 

   営業活動によるキャッシュ・フロー  56,536 189,680 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

  有形固定資産の取得による支出  △645,596 △175,606 

  有形固定資産の売却による収入  24,106 26,327 

  投資有価証券の取得による支出  △80,014 ― 

  投資有価証券の売却による収入  88,155 ― 

  無形固定資産の取得による支出  △27,389 △27,406 

  関係会社株式の取得による支出  △56,875 ― 

－ － 

 

16



  
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) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 

  新連結子会社株式の取得による支出 ※2 △99,440 ― 

  その他投資の取得による支出  △4,500 ― 

  営業譲受に係わる支出  △2,244,549 ― 

  連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却に 
  よる純支出 

※3 △53,474 ― 

  敷金の差入による支出  △17,703 △4,702 

  保険金の解約による収入  14,836 ― 

  その他  △589 △1,563 

   投資活動によるキャッシュ・フロー  △3,103,035 △182,952 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

  短期借入れによる収入  2,500,000 ― 

  短期借入金の返済による支出  △200,000 △300,000 

  株式の発行による収入  6,368 467,495 

  長期借入れによる収入  1,000,000 116,800 

  長期借入金の返済による支出  △199,999 △346,657 

    少数株主への配当金の支払額  ― △9,984 

  配当金の支払額  △24,145 △122,325 

   財務活動によるキャッシュ・フロー  3,082,223 △194,670 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △5,865 16,153 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（△減少額）  29,859 △171,788 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,273,761 1,303,621 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※1 1,303,621 1,131,832 

 

 

 

－ － 
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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 

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.連結の範囲に関する事項 

  

(1)連結子会社の数５社 (1)連結子会社の数５社 

連結子会社の名称 連結子会社の名称 

株式会社ケイ・エッチ・エス 

株式会社エム・アイ・アール 

株式会社ジェイ・アンド・エス 

株式会社ソディックエンジニアリング 

蘇州凱旋機電元件有限公司 

株式会社ケイ・エッチ・エス 

株式会社エム・アイ・アール 

株式会社ジェイ・アンド・エス 

株式会社ソディックエンジニアリング 

蘇州凱旋機電元件有限公司 

 上記のうち蘇州凱旋機電元件有限公司については、当

連結会計年度において、新規に出資金を取得したため、

連結の範囲に含めております。 

 なお、前連結会計年度において連結子会社でありまし

た株式会社ソディック電子は当連結会計年度に株式を売

却したため、連結の範囲から除いております。 

 

 

 

(2）主要な非連結子会社の名称等 (2）主要な非連結子会社の名称等 

有限会社エスケイエッチ 

凱奇思機械設備（上海）有限公司 

株式会社ナノテクノリサーチ 

       同左 

 

 

  

連結の範囲から除いた理由 

 非連結子会社３社はいずれも小規模会社であり、会社

の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び

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及ぼしていないためであります。 

連結の範囲から除いた理由 

       同左 

 

 

 

 

2.持分法の適用に関する事項 2.持分法の適用に関する事項 

  

(1) 持分法を適用した関連会社数 (1) 持分法を適用した関連会社数 

────── 

 

 

────── 

 

(2) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の名

称等 

(2) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の名

称等 

有限会社エスケイエッチ 

凱奇思機械設備（上海）有限公司 

株式会社ナノテクノリサーチ 

KHS EUROPE LTD. 

 

有限会社エスケイエッチ 

凱奇思機械設備（上海）有限公司 

株式会社ナノテクノリサーチ 

SODICK HIGHTECH EUROPE LTD. 

（旧KHS EUROPE LTD.） 

 

持分法を適用しない理由 持分法を適用しない理由 

 持分法非適用会社は、それぞれ当期純損益（持分に見

合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等に及ぼす

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。 

       同左 

 

 

 

－  － 
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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） 

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） 

3.連結子会社の事業年度等に関する事項 3.連結子会社の事業年度等に関する事項 

  

 連結子会社５社のうち、蘇州凱旋機電元件有限公司の

決算日は12月31日であり、同決算日現在の財務諸表を使

用しております。ただし、連結決算日との間に生じた重

要な取引については、連結決算上必要な調整を行なって

おります。 

 

同左 

4.会計処理基準に関する事項 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）重要な資産の評価基準及び評価方法 

  

①有価証券 ①有価証券 

 その他有価証券  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、売却原価は主

として移動平均法により算定）

  

 時価のあるもの・・同左 

  

②たな卸資産の評価基準及び評価方法 ②たな卸資産の評価基準及び評価方法 

（イ）商品 （イ）商品 

   先入先出法による原価法        同左 

（ロ）製品及び仕掛品 （ロ）製品及び仕掛品 

   金型及び機械 

   個別法による原価法 

   成形品 

   先入先出法による原価法 

   金型及び機械 

       同左 

   成形品 

       同左 

（ハ）原材料 （ハ）原材料 

   先入先出法による原価法 

 

       同左 

 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 (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 ①有形固定資産 

 国内連結会社は定率法によっております。ただし、

建物（附属設備は除く）については定額法を採用して

おります。 

 なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法

に規定する方法と同一の基準によっております。 

 また、在外連結子会社は当該国の基準の規定に基づ

く定額法を採用しております。 

 リース資産については、リース期間定額法を採用し

ております。 

同左 

  

②無形固定資産 ②無形固定資産 

 ソフトウェアのうち自社利用目的のソフトウェアに

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、販売目的のソフトウェアについては見込み

販売数量に基づく償却額と、残存見込販売有効期間に

基づく均等償却額との、いずれか大きい金額を計上し

ております。 

 なお、販売目的のソフトウェアの当初における見込

販売有効期間は３年としております。 

       同左 

 

－  － 
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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） 

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） 

(3）重要な引当金の計上基準 (3）重要な引当金の計上基準 

  

 ①貸倒引当金 

 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上することとしております。 

 

 ①貸倒引当金 

       同左 

 ②賞与引当金  ②賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、

支給見込額の当連結会計年度負担額を計上しておりま

す。 

 

       同左 

 ③退職給付引当金  ③退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末

における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ

き、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、各期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年数（10年）による定

率法により計算した額を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。 

 未認識過去勤務債務は、そ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年数（10年）による定

額法により計算した額を発生時から費用処理すること

としております。 

 

       同左 

 ④役員退職慰労引当金  ④役員退職慰労引当金 

  役員の退職により支給する退職慰労金に充てるた 

 め、当社規程に基づく期末要支給額を計上しておりま

す。 

 

 

        同左 

 

(4）重要なリース取引の処理方法 (4）重要なリース取引の処理方法 

  

 当社及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、在外連結子会社について

は、通常の売買取引に準じた会計処理によっておりま

す。 

 

 

 

        同左 

(5）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 (5) その他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 消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によ 

っております。 

 

 

 

       同左 
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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） 

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 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については、全面時

価評価法を採用しております。 

 

 

       同左 

 

6.連結調整勘定の償却に関する事項 6.連結調整勘定の償却に関する事項 

  

 連結調整勘定は、原則として発生日以降５年間で均等

償却することとしておりますが、金額が僅少な場合、発

生した期に全額償却することとしております。 

 

 

       同左 

 

7.利益処分項目等の取扱いに関する事項 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 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 

 

  

 

会計処理の変更 

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））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37,521千円減少

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） 

前連結会計年度 
（平成17年３月31日現在） 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日現在） 

※1.非連結子会社及び関連会社に対するもの ※1.非連結子会社及び関連会社に対するもの 
  

投資有価証券(株式) 71,364千円

出資金 24,660千円
  

  
投資有価証券(株式) 71,364千円

出資金 24,660千円
  

  

 2.受取手形割引高           607,949千円  2.受取手形割引高             ― 千円

  

  

※3.発行済株式総数 ※3.発行済株式総数 

  普通株式              24,465株   普通株式              26,465株 
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（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） 

※1.一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

 99,313千円
  

※1.一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

 129,282千円 
  

  

※2.────── ※2.固定資産売却益の内訳 

 建物                3,738千円 

  

※3.────── ※3.固定資産売却損の内訳 

 機械装置              602千円 

  

※4.────── ※4.固定資産除却損の内訳 

 機械装置             1,716千円 

  

※5.────── ※5.特別退職金の内訳 

 当社ＭＩＲカンパニー大阪工場の閉鎖に伴なうも 

 のであります。 

  

※6.────── ※6.減損損失 

 当連結会計年度において、当社グループは、以 

 下の資産について減損損失を計上しております。 

 
用 途 場 所 種 別 

減損損失

(千円) 

建 物 6,781

その他 114

金型及び

成形品製

造設備 

大阪府大東

市(当社MIR

カンパニー

大阪工場) 計 6,895

建 物 28,115

その他 2,510

金型及び

成形品製

造設備 

江蘇省蘇州

市(蘇州凱

旋機電元件

有限公司) 計 30,626

  合 計 37,521

 
  当社グループは、事業の種類別に資産をグルーピング

しております。 

 上記の資産グループについては、工場の閉鎖及び移転

することとしたため、帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額を減損損失（37,521千円）として特別損

失に計上しております。 

 なお、当該資産の回収可能価額は、正味売却価額によ

り測定しており、不動産鑑定評価などに基づいて算出し

ております。 

  

－  － 
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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） 

※1.現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

記載されている科目の金額との関係 

             （平成17年３月31日現在）

※1.現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

記載されている科目の金額との関係 

             （平成18年３月31日現在）

  

現金及び預金勘定 1,303,621千円

現金及び現金同等物 1,303,621千円

  

  

現金及び預金勘定 1,131,832千円

現金及び現金同等物 1,131,832千円

  

※2.株式の取得により新たに連結子会社となった会社の

資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と取得に

よる支出（純額）との関係は次の通りであります。

※2.────── 

  

蘇州凱旋機電元件有限公司 

（平成16年７月１日） 
 

流動資産 395,215千円

固定資産 254,123千円

流動負債 △314,694千円

固定負債 △28,109千円

連結調整勘定 △45,647千円

少数株主持分 △62,140千円

為替換算調整勘定 4,170千円

株式の取得価額 202,916千円

現金及び現金同等物 △103,475千円

差引：蘇州凱旋機電元件有限公

司取得による支出 
△99,440千円

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※3.株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資

産及び負債の内訳並びに株式の売却価額と売却によ

る支出(純額)との関係は次の通りであります。 

※3.────── 

  

株式会社ソディック電子 

（平成17年１月１日） 
 

流動資産 137,365千円

資産合計 137,365千円

流動負債 146,137千円

固定負債 1,917千円

負債合計 148,055千円

 

株式会社ソディック電子株式の

売却価額 

1千円

株式会社ソディック電子の現金

及び現金同等物 
△53,475千円

差引：連結範囲の額を伴う子会

社株式の売却による支出 
△53,474千円

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 



（リース取引関係） 

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.リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

1.リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

  

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 
 

 
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却累
計額相当額 
(千円) 

期末残高
相当額 
(千円) 

機械装置及び
運搬具 

886,729 351,932 534,797

その他 74,308 20,026 54,282

合計 961,038 371,958 589,079

  

 

 
取得価額
相当額 
(千円) 

減価償却累
計額相当額 
(千円) 

期末残高
相当額 
(千円) 

機械装置及び
運搬具 

927,601 485,377 442,224

その他 102,248 32,452 69,796

合計 1,029,849 517,829 512,020

  
  

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

1年内 149,020千円

1年超 464,899千円

合計 613,920千円
  

  
1年内 146,003千円

1年超 394,341千円

合計 540,344千円
  

  

(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、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 
 

支払リース料 155,198千円

減価償却費相当額 134,025千円

支払利息相当額 25,844千円
  

 
支払リース料 184,595千円

減価償却費相当額 172,559千円

支払利息相当額 29,012千円
  

  

(4)減価償却費相当額の算定方法 (4)減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 

   同左 

   

  

(5)利息相当額の算定方法 (5)利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。 

   同左 

 

 

－  － 
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（有価証券関係） 

 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) 

     当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円) 

78,155 ― 1,859

 

 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) 

  該当事項はありません。 

 

（デリバティブ取引関係） 

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)及び当連結会計年度(自 平成17年４月１

日 至 平成18年３月31日) 

 

 当社グループは、デリバティブ取引を全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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（退職給付関係） 

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.採用している退職給付金制度の概要 １.採用している退職給付金制度の概要 

当社グループは、確定給付型の制度として退職一時

金制度、厚生年金基金制度及び適格退職年金制度を

設けております。 

厚生年金基金に関しては、日本工作機械関連工業厚

生年金基金であります。なお、厚生年金基金への掛

金拠出割合に基づく当社グループの年金資産相当額

は、1,451,613千円であり、当該基金への要拠出額

は、57,978千円であります。 

当社グループは、確定給付型の制度として退職一時

金制度、厚生年金基金制度及び適格退職年金制度を

設けております。 

厚生年金基金に関しては、日本工作機械関連工業厚

生年金基金であります。なお、厚生年金基金への掛

金拠出割合に基づく当社グループの年金資産相当額

は、1,770,736千円であり、当該基金への要拠出額

は、65,462千円であります。 

  

２.退職給付債務に関する事項     ２.退職給付債務に関する事項     
  
①退職給付債務 △114,780千円

②年金資産 48,099千円

③未積立退職給付債務(①+②) △66,680千円

④未認識過去勤務債務の未処理額 52,377千円

⑤未認識数理計算上の差異 △23,209千円

⑥退職給付引当金(③+④+⑤) △37,513千円
  

  
①退職給付債務 △244,309千円

②年金資産 213,125千円

③未積立退職給付債務(①+②) △31,184千円

④未認識過去勤務債務の未処理額 46,557千円

⑤未認識数理計算上の差異 △81,288千円

⑥退職給付引当金(③+④+⑤) △65,914千円
  

  

３.退職給付費用に関する事項     ３.退職給付費用に関する事項     
  
①勤務費用 61,888千円

②利息費用 13,143千円

③期待運用収益 △9,492千円

④未認識過去勤務債務の費用処理額 5,819千円

⑤未認識数理計算上の差異の費用処理額 △9,508千円

⑥退職給付費用(①+②+③+④+⑤) 61,850千円
  

  
①勤務費用 68,530千円

②利息費用 14,174千円

③期待運用収益 △9,852千円

④未認識過去勤務債務の費用処理額 5,819千円

⑤未認識数理計算上の差異の費用処理額 △4,781千円

⑥退職給付費用(①+②+③+④+⑤) 73,890千円
  

（注）総合設立型厚生年金基金制度については、自社の

拠出に対応する年金資金の額を合理的に算定すること

ができないため、基金への掛金拠出額を退職給付費用

としております。 

（注）総合設立型厚生年金基金制度については、自社の

拠出に対応する年金資金の額を合理的に算定すること

ができないため、基金への掛金拠出額を退職給付費用

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 ４.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 
  
①割引率 2.0％

②期待運用収益率 3.0％

③退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

④過去勤務債務の処理年数 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(10年)による定額法によ

り、それぞれの発生年度から費用処理することとし

ております。） 

⑤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）による定率法によ

り、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。） 
  

  
①割引率 2.0％

②期待運用収益率 3.0％

③退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

④過去勤務債務の処理年数 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(10年)による定額法によ

り、それぞれの発生年度から費用処理することとし

ております。） 

⑤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）による定率法によ

り、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） 

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 

（繰延税金資産） （繰延税金資産） 

 流動資産   流動資産  
 

たな卸資産評価損 14,499千円

賞与引当金 74,994千円

貸倒引当金 13,075千円

未払事業税 19,839千円

未払事業所税 639千円

未払費用 9,075千円

計 132,123千円
  

 
たな卸資産評価損 24,453千円

賞与引当金 75,474千円

貸倒引当金 11,169千円

未払事業税 16,121千円

未払事業所税 642千円

未払費用 12,018千円

合計 139,880千円
  

 固定資産  固定資産 
  

役員退職慰労引当金 22,777千円

減価償却費超過額 637千円

一括償却資産 3,177千円

退職給付引当金 14,974千円

計 41,567千円

繰延税金資産合計 173,691千円
  

  
役員退職慰労引当金 33,776千円

減価償却費超過額 27千円

一括償却資産 3,824千円

退職給付引当金 26,675千円

減損損失 15,271千円

小計 79,575千円

評価性引当額 △12,464千円

合計 67,111千円

繰延税金資産合計 206,991千円
  

  

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 

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 40.7％

  

 
法定実効税率 40.7％

  
（調整） （調整） 

 
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.9％

住民税均等割等 0.9％

連結子会社税効果未認識額 △4.8％

試験研究費等税額控除 △0.6％

過年度税効果認識分 △3.2％

その他 △0.7％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 33.2％

  

 
交際費等永久に損金に算入されない項目 1.2％

住民税均等割等 1.0％

試験研究費等税額控除 △0.4％

海外子会社適用税率の差異 △2.0％

その他 △1.7％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 38.8％

  

 



（セグメント情報） 

【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） 

 
精密工作機械
関連事業 
(千円) 

サプライ品及び
サービス事業

(千円) 

精密金型・
精密成形事業

(千円) 

計 
(千円) 

消去又は 
全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業利益    

売上高    

 (1)外部顧客に対する売上高 3,028,236 6,639,237 3,748,938 13,416,413 ― 13,416,413

 (2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 

4,398 16,374 ― 20,773 △20,773 ―

計 3,032,635 6,655,612 3,748,938 13,437,186 △20,773 13,416,413

営業費用 3,009,067 6,000,877 3,361,003 12,370,948 163,980 12,534,928

営業利益 23,567 654,735 387,935 1,066,238 △184,753 881,484

Ⅱ 資産、減価償却費及び資
本的支出 

   

  資産 1,358,074 3,669,270 2,692,766 7,720,112 597,471 8,317,583

  減価償却費 13,280 10,165 69,508 92,953 ― 92,953

  資本的支出 76,090 43,494 513,786 633,372 ― 633,372

 （注）１ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な製品 

(1）精密工作機械関連事業 

高速・高精度リニア駆動マシニングセンタ、電子ビームなどの高電気エネルギー製品の製造・販売 

(2）サプライ品及びサービス事業 

放電加工機・工作機械の周辺機器・消耗品、放電加工機などの修理、点検、製造、販売 

(3）精密金型・精密成形事業 

精密金型、精密成形品の製造・販売 

３ 消去又は全社の項目に含めた営業費用163,980千円は、主として当社の管理統括部門に係る費用です。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（597,471千円）の主なものは、当社での余資運用

資金（現金及び預金）であります。 

 

－  － 
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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） 

 
精密工作機械
関連事業 
(千円) 

サプライ品及び
サービス事業

(千円) 

精密金型・
精密成形事業

(千円) 

計 
(千円) 

消去又は 
全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業利益    

売上高    

 (1)外部顧客に対する売上高 2,430,273 7,308,223 4,490,778 14,229,276 ― 14,229,276

 (2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 

12,087 22,772 4 34,864 △34,864 ―

計 2,442,361 7,330,996 4,490,783 14,264,141 △34,864 14,229,276

営業費用 2,316,786 6,669,895 4,040,303 13,026,984 185,280 13,212,265

営業利益 125,574 661,100 450,480 1,237,156 △220,145 1,017,010

Ⅱ 資産、減価償却費、減損
損失及び資本的支出 

   

  資産 1,382,745 3,804,559 2,872,012 8,059,317 378,022 8,437,339

  減価償却費 23,203 17,938 102,456 143,598 ― 143,598

  減損損失 ― ― 37,521 37,521 ― 37,521

  資本的支出 53,152 71,432 89,280 213,864 ― 213,864

 （注）１ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な製品 

(1）精密工作機械関連事業 

高速・高精度リニア駆動マシニングセンタの製造・販売 

(2）サプライ品及びサービス事業 

放電加工機・工作機械の周辺機器・消耗品、放電加工機などの修理、点検、製造、販売 

(3）精密金型・精密成形事業 

精密金型、精密成形品の製造・販売 

３ 消去又は全社の項目に含めた営業費用185,280千円は、主として当社の管理統括部門に係る費用です。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（378,022千円）の主なものは、当社での余資運用

資金（現金及び預金）であります。 

 

－  － 
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【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。 

 

【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） 

  北・南米 欧州 
アジア・ 
オセアニア

計 

 Ⅰ.海外売上高(千円) 412,063 470,065 1,499,630 2,381,759 

 Ⅱ.連結売上高(千円) ― ― ― 13,416,413 

 
Ⅲ.連結売上高に占める海外

売上高の割合(％) 
3.1 3.5 11.2 17.7 

（注) １ 海外売上高は、当社及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。 

２ 国または地域の区分の方法及び各区分に属する主な国または地域の内訳は次のとおりであります。 

(1) 国または地域の区分の方法・・・地理的近接度による。 

(2) 各区分に属する主な国または地域 

北・南米・・・アメリカ、ブラジル 

欧州・・・ドイツ、イギリス 

アジア・オセアニア・・・中国、韓国、中国香港、オーストラリア 

 

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） 

  北・南米 欧州 
アジア・ 
オセアニア

計 

 Ⅰ.海外売上高(千円) 324,744 547,837 2,001,770 2,874,353 

 Ⅱ.連結売上高(千円) ― ― ― 14,229,276 

 
Ⅲ.連結売上高に占める海外

売上高の割合(％) 
2.3 3.9 14.1 20.2 

（注) １ 海外売上高は、当社及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。 

２ 国または地域の区分の方法及び各区分に属する主な国または地域の内訳は次のとおりであります。 

(1) 国または地域の区分の方法・・・地理的近接度による。 

(2) 各区分に属する主な国または地域 

北・南米・・・アメリカ、ブラジル 

欧州・・・ドイツ、イギリス 

アジア・オセアニア・・・中国、韓国、中国香港、オーストラリア 
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【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 親会社及び法人主要株主等 

関係内容 

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
(％) 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円)

親会社 
株式会社 
ソディック 

横浜市
都筑区 

16,848,739 

放電加工
機、工作
機械の開
発.製造.
販売 

(被所有）
直接 
44.96 

2名

当社の
原材料
の代行
仕入 

原材料の仕入 1,093,761 
支払手形
及び買掛
金 

258,745

 （注）１．取引条件ないし取引条件の決定方法等については、一般的取引条件と同様に決定しております。 

２．上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。 

 

２ 役員及び個人主要株主等 

関係内容 

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
(％) 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円)

役員及
びその
近親者 

花木武俊 ― ― 
当社取締
役 

(被所有）
直接 
2.11 

― ― 工場の賃借 7,700 ― ―

 （注）１．取引条件ないし取引条件の決定方法等については、建物賃貸借契約にて決定しております。 

２．上記金額には消費税等を含んでおります。 

 

３ 兄弟会社等 

関係内容 

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
(％) 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円)

親会社
の子会
社 

株式会社 
ソディック
電子 

横浜市
港北区 

10,000 

放電加工
機、工作
機械の開
発.製造.
販売 

― ― ― 営業の譲渡 211,983 ― ―

親会社
の子会
社 

株式会社 
ソディック
ＣＰＣ 

横浜市
港北区 

1,391,000 

放電加工
機、工作
機械の開
発、輸出
入、販売

― 1名 ―
固定資産の購
入 

403,957 ― ―

 （注）１．取引条件ないし取引条件の決定方法については、一般取引条件と同様に決定しております。 

２．上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。 

３．営業譲渡の対価の算定においては、営業譲渡日における対象資産の帳簿価額を基準とし、交渉の上、決

定しております。 
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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） 

１ 親会社及び法人主要株主等 

関係内容 

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
(％) 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円)

親会社 
株式会社 
ソディック 

横浜市
都筑区 

16,848,739 

放電加工
機、工作
機械の開
発.製造.
販売 

(被所有) 
直接 
41.56 

1名

当社の
原材料
の代行
仕入 

原材料の仕入 535,147 
支払手形
及び買掛
金 

69,491

 （注）１．取引条件ないし取引条件の決定方法等については、一般的取引条件と同様に決定しております。 

２．上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。 

 

－  － 
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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      43,254円02銭 １株当たり純資産額        75,372円48銭 

１株当たり当期純利益     22,007円77銭 １株当たり当期純利益       21,036円82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。 

 

 （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。 

 

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) 

当期純利益 （千円） 583,001 570,604 

普通株主に帰属しない金額 （千円） 45,000 45,000 

（うち利益処分による役員賞与金） （千円） （45,000） （45,000）

普通株式に係る当期純利益 （千円） 538,001 525,604 

期中平均株式数 （株） 24,446 24,985 

 

（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) 

  

― 

 

― 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



５．生産、受注及び販売の状況 

(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。 

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） 

増 減 
事業の種類別 

セグメントの名称 

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 増減率(％) 

精密工作機械関連事業 2,496,810 44.7 2,516,696 45.8 19,885 0.8

精密金型・精密成形事業 3,085,557 55.3 2,978,389 54.2 △107,168 △3.5

合 計 5,582,368 100.0 5,495,085 100.0 △87,283 △1.6

 （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．セグメント間取引については、相殺消去しております。 

 

(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。 

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） 

増 減 
事業の種類別 

セグメントの名称 
受注高 
(千円) 

受注残高 
(千円) 

受注高 
(千円) 

受注残高 
(千円) 

受注高 
(千円) 

受注残高 
(千円) 

精密工作機械関連事業 2,868,471 425,024 2,289,123 283,874 △579,347 △141,149

精密金型・精密成形事業 3,717,148 810,241 4,689,201 1,008,663 972,053 198,422

合 計 6,585,619 1,235,265 6,978,325 1,292,538 392,705 57,272

 （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．セグメント間取引については、相殺消去しております。 
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(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。 

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） 

増 減 
事業の種類別 

セグメントの名称 

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 増減率(％) 

精密工作機械関連事業 3,028,236 22.6 2,430,273 17.1 △597,962 △19.7

サプライ品及びサービス事
業 

6,639,237 49.5 7,308,223 51.4 668,985 10.1

精密金型・精密成形事業 3,748,938 27.9 4,490,778 31.5 741,840 19.8

合 計 13,416,413 100.0 14,229,276 100.0 812,863 6.1

 （注）１．セグメント間取引については、相殺消去しております。  

２．最近2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） 

 

相手先 

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％) 

 
タイコエレクトロニクスア
ンプ株式会社 

1,991,555 14.8 2,500,192 17.6 

 株式会社ソディック 2,864,544 21.4 2,274,466 16.0 

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

 

 


	\(2\)営業活動、サービス及びメンテナンス活動による受注の増強及び受注動向の変動を緩和するために市場の
	拡大、ユーザー層の拡大を図っていく必要があります。

