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１． 18 年 3月期の業績(平成 17年 4月 1 日～平成 18年 3月 31 日) 
(1)経営成績 
 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 

64,545   28.3 
50,298   16.5 

1,675   52.5 
1,098   70.3 

2,020   45.6 
1,387   66.0 

 
 

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 

1,093   80.0 
607   59.9 

56.45 
34.57 

－  
－  

6.2 
4.3 

5.0 
4.5 

3.1 
2.8 

(注) ①期中平均株式数 18 年 3月期   18,589,437 株         17 年 3 月期   16,787,188 株 
    ②会計処理の方法の変更   有 
     ③売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 
 
(2)配当状況 

1 株当たり年間配当金 
 

 中 間 期 末 
配当金総額 
(年 間) 配当性向 株主資本 

配 当 率     

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

9.00 
7.50 

3.00 
3.00 

 

6.00 
4.50 

181 
125 

15.9 
21.7 

0.8 
0.9 

(注) 18 年 3月期期末配当金の内訳  合併記念配当 1円   特別配当  －円 －銭 
 
(3)財政状態 

 総 資 産      株 主 資 本      株主資本比率 １株当たり株主資本 

 百万円 百万円 ％ 円  銭 

18 年 3月期 
17 年 3月期 

47,431   
32,896   

21,075   
14,413   

44.4  
43.8  

1,042.21  
857.20  

(注) ①期末発行済株式数   18 年 3 月期   20,179,703 株 17 年 3月期   16,783,099 株 
     ②期末自己株式数     18 年 3 月期    3,217,084 株   17 年 3月期     431,135 株 
 
２．19年 3月期の業績予想(平成 18 年 4月 1日～平成 19年 3月 31 日) 

１株当たり年間配当金  
売 上 高     経常利益 当期純利益 

中 間 期 末  
 百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭 
中 間 期 
通   期 

 34,000  
 71,000  

 1,050  
 2,500  

600  
1,400  

4.00  
－ 

－ 
5.00  

－ 
9.00  

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期)  69 円 38 銭 

※上記の予想の前提条件その他の関連する事項については、決算短信（連結）の添付資料の６ページを

参照してください。 

※上記記載の金額は百万円未満を切捨て表示しております。 
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【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   290,083   634,929   

２．受取手形及び売掛金 ※１  10,264,250   13,471,048   

３．有価証券   －   4,594   

４．製品   638,055   818,661   

５．原材料   688,527   757,242   

６．仕掛品   925,433   1,442,894   

７．貯蔵品   540,344   798,875   

８．材料支給未収入金 ※1.2  744,626   852,568   

９．未収収益   2,544   2,217   

10．未収入金 ※１  81,241   94,835   

11．繰延税金資産   619,398   889,345   

12．その他   80,704   33,820   

13．貸倒引当金   △9,000   △10,900   

流動資産合計   14,866,209 45.2  19,790,136 41.7 4,923,926 

Ⅱ 固定資産         

(1）有形固定資産 ※３        

１．建物  7,385,680   8,172,853    

減価償却累計額  5,014,053 2,371,626  5,173,598 2,999,254   

２．構築物  807,576   1,163,623    

減価償却累計額  631,867 175,709  667,823 495,800   

３．機械装置  42,176,984   47,981,435    

減価償却累計額  34,822,090 7,354,894  35,802,939 12,178,495   

４．車両運搬具  131,427   144,630    

減価償却累計額  120,059 11,368  120,475 24,155   

５．工具器具備品  3,341,117   3,394,159    

減価償却累計額  2,881,908 459,208  2,770,584 623,574   

６．土地   1,337,560   2,206,418   

７．建設仮勘定   －   6,457   

有形固定資産合計   11,710,367 35.6  18,534,157 39.1 6,823,789 
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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) 

(2）無形固定資産         

１．電話加入権   9,768   11,739   

２．借地権   385,453   387,614   

３．施設利用権   267   242   

４．ソフトウエア   249,754   298,604   

無形固定資産合計   645,243 2.0  698,200 1.5 52,957 

(3）投資その他の資産         

１．投資有価証券   2,476,025   5,687,309   

２．関係会社株式 ※４  2,364,148   2,179,525   

３．関係会社長期貸付
金   440,000   500,000   

４．繰延税金資産   348,718   －   

５．その他   46,152   43,133   

６．貸倒引当金   △400   △500   

投資その他の資産合
計   5,674,645 17.2  8,409,468 17.7 2,734,822 

固定資産合計   18,030,257 54.8  27,641,826 58.3 9,611,569 

資産合計   32,896,467 100.0  47,431,963 100.0 14,535,495 

         

（負債の部）         

Ⅰ 流動負債         

１．買掛金 ※１  8,862,014   9,421,030   

２．短期借入金 ※１  570,000   3,650,000   

３．一年以内返済長期借
入金 ※３  295,404   689,464   

４．未払金   2,435,379   3,002,945   

５．未払費用   1,415,636   1,803,935   

６．未払法人税等   309,558   649,998   

７．未払消費税等   －   64,190   

８．預り金   68,776   166,002   

９.賞与引当金   753,000   1,076,000   

流動負債合計   14,709,769 44.7  20,523,567 43.3 5,813,798 
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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) 

Ⅱ 固定負債         

１．長期借入金 ※３  277,272   807,647   

２．退職給付引当金   3,164,717   4,428,322   

３．役員退職慰労引当金   331,190   393,413   

４．繰延税金負債   －   203,585   

固定負債合計   3,773,179 11.5  5,832,967 12.3 2,059,788 

負債合計   18,482,949 56.2  26,356,535 55.6 7,873,586 

         

（資本の部）         

Ⅰ 資本金 ※５  2,060,291 6.3  3,500,000 7.4 1,439,708 

Ⅱ 資本剰余金         

(1)資本準備金  1,812,752   1,812,751    

(2)その他資本剰余金         

自己株式処分差益  11,458   12,669    

資本剰余金合計   1,824,210 5.5  1,825,421 3.8 1,211 

Ⅲ 利益剰余金         

(1)利益準備金  515,072   718,322    

(2)任意積立金         

１．資産買換差益積立
金  485,442   445,280    

２．固定資産圧縮積立
金  176,202   161,788    

３．特別償却準備金  －   738    

４．別途積立金  7,790,000   11,219,095    

(3)当期未処分利益  703,415   1,330,518    

利益剰余金合計   9,670,133 29.4  13,875,744 29.2 4,205,610 

Ⅳ その他有価証券評価差
額金   959,025 2.9  2,730,441 5.8 1,771,415 

Ⅴ 自己株式 ※６  △100,143 △0.3  △856,180 △1.8 △756,037 

資本合計   14,413,518 43.8  21,075,427 44.4 6,661,909 

負債・資本合計   32,896,467 100.0  47,431,963 100.0 14,535,495 
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【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   50,298,766 100.0  64,545,566 100.0 14,246,800 

Ⅱ 売上原価         

１．製品期首棚卸高  384,926   638,055    

２．合併による製品受入高  －   93,086    

３．当期製品製造原価 ※２ 44,798,023   57,570,127    

合計  45,182,949   58,301,269    

４．製品期末棚卸高  638,055 44,544,894 88.6 818,661 57,482,607 89.1 12,937,712 

売上総利益   5,753,871 11.4  7,062,959 10.9 1,309,087 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※
1.2  4,655,399 9.2  5,387,386 8.3 731,986 

営業利益   1,098,472 2.2  1,675,573 2.6 577,100 

Ⅳ 営業外収益 ※３        

１．受取利息  10,937   9,129    

２．受取配当金  40,602   50,914    

３．受取賃貸料  19,758   21,625    

４．屑売却収入  186,388   226,379    

５．金型等補償代  8,963   10,505    

６．為替差益  －   15,157    

７．その他  37,815 304,466 0.6 34,755 368,467 0.5 64,000 

Ⅴ 営業外費用         

１．支払利息  11,512   23,746    

２．為替差損  4,150   －    

３．その他  13 15,676 0.0 130 23,877 0.0 8,200 

経常利益   1,387,262 2.8  2,020,163 3.1 632,900 

Ⅵ 特別利益         

１．固定資産売却益 ※４ 4,122   2,873    

２．投資有価証券売却益  64   147    

３．国庫補助金収入  － 4,187 0.0 46,800 49,821 0.1 45,634 
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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) 

Ⅶ 特別損失         

１．固定資産除却損 ※５ 189,090   136,937    

２．投資有価証券評価損  353   －    

３．退職給付会計基準変
更時差異処理額  283,708   －    

４．解約賠償金等  －   238,470    

５．その他  － 473,152 1.0 12,475 387,883 0.6 △85,268 

税引前当期純利益   918,297 1.8  1,682,100 2.6 763,803 

法人税、住民税及び
事業税  523,779   871,370    

法人税等調整額  △212,874 310,904 0.6 △282,563 588,806 0.9 277,902 

当期純利益   607,393 1.2  1,093,294 1.7 485,901 

前期繰越利益   146,386   155,467  9,080 

中間配当額   50,364   50,339  △24 

合併未処分利益受入
額   －   132,096  132,096 

当期未処分利益   703,415   1,330,518  627,102 
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【利益処分案】 

  
前事業年度 

株主総会承認日 
（平成17年６月29日） 

当事業年度 
株主総会承認日 

（平成18年６月28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   703,415  1,330,518 627,102 

Ⅱ 任意積立金取崩高       

１．資産買換差益積立金取
崩高  40,161  33,210   

２．固定資産圧縮積立金取
崩高  14,413  12,964   

３．特別償却準備金取崩高  － 54,575 369 46,545 △8,030 

合計   757,991  1,377,063 619,072 

Ⅲ 利益処分額       

１．配当金  75,523  121,078   

２．役員賞与金  27,000  44,000   

（うち監査役賞与金）  （3,200）  （6,500）   

３．別途積立金  500,000 602,523 1,000,000 1,165,078 562,554  

Ⅳ 次期繰越利益   155,467  211,985 56,518 
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重要な会計方針 

前事業年度 当事業年度 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 １．有価証券の評価基準及び評価方法 

(イ）子会社及び関連会社株式 (イ）子会社及び関連会社株式 

総平均法による原価法 同左 

(ロ）その他有価証券 (ロ）その他有価証券 

時価のあるもの 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、売却原価は総平均法により算

定） 

……同左 

時価のないもの 時価のないもの 

……総平均法による原価法 ……同左 

２．棚卸資産の評価基準及び評価方法 ２．棚卸資産の評価基準及び評価方法 

原材料・製品・仕掛品 原材料・製品・仕掛品 

……材料費については、最終仕入原価法、加工

費については、１ヵ月を単位とする最終製造

原価法 

……総平均法による原価法 

貯蔵品 貯蔵品 

……最終仕入原価法に基づく原価法 ……同左 

３．固定資産の減価償却の方法 ３．固定資産の減価償却の方法 

有形固定資産 有形固定資産 

……定率法 

 但し、平成10年４月１日以降に取得した建

物(建物付属設備を除く)は、定額法を採用し

ている。 

 なお主な耐用年数は次のとおりである。 

建物及び構築物   ５～38年 

機械装置及び運搬具 ４～12年 

工具器具備品    ３～15年 

……同左 

無形固定資産 無形固定資産 

……定額法 

 なお、自社利用のソフトウエアについて

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いる。 

……同左 

４．繰延資産の処理方法 ４．繰延資産の処理方法 

       ――――――― 新株発行費 

 …… 支出時に全額費用として処理している。 

５．引当金の計上基準 ５．引当金の計上基準 

貸倒引当金……債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債

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い

る。 

貸倒引当金……同左 
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前事業年度 当事業年度 

投資評価引当金 投資評価引当金 

……子会社株式の価値の減少による損失に備え

るため、子会社の財務状態の実情を勘案し、

必要額を見積計上している。 

……同左 

賞与引当金 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、将来の支給見込額のうち当期の負担

額を計上している。 

……同左 

退職給付引当金 退職給付引当金 

……従業員の退職給付に備えるため、期末にお

ける退職給付債務及び年金資産の時価に基づ

き当事業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いる。なお、会計基準変

更時差異（1,418,541千円）については、５

年による按分額を費用処理している。数理計

算上の差異は、各事業年度の従業員の平均残

存勤務期間内の一定の年数（５年）による定

額法に基づきそれぞれ発生の翌事業年度より

費用処理している。 

……従業員の退職給付に備えるため、期末にお

ける退職給付債務及び年金資産の時価に基づ

き当事業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いる。なお、数理計算上

の差異は、各事業年度の従業員の平均残存勤

務期間内の一定の年数（５年）による定額法

に基づきそれぞれ発生の翌事業年度より費用

処理している。 

役員退職慰労引当金 役員退職慰労引当金 

……役員の退職慰労金の支払に充てるため、内

規に基づく期末要支給額を計上している。 

……同左 

６．リース取引の処理方法 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準じた会計処理によっ

ている。 

……同左 

７．ヘッジ会計の方法 ７．ヘッジ会計の方法 

① ヘッジ手段・ヘッジ対象とヘッジ会計の方法 ① ヘッジ手段・ヘッジ対象とヘッジ会計の方法 

 外貨建売掛金に付された為替予約について振当処

理を行っている。 

……同左 

② ヘッジ方針 ② ヘッジ方針 

 為替変動リスク回避を目的として原則として全て

の外貨建売掛金について上記①のデリバティブ取引

を行っており、投機目的やトレーディング目的のも

のはない。 

……同左 

③ ヘッジ有効性評価の方法 ③ ヘッジ有効性評価の方法 

 金融商品会計基準に従い取引開始時の事前テスト

及び取引時以降の事後テストを定期的に行うことに

より有効性を検証している。 

……同左 

８．その他の財務諸表作成のための基本となる重要な事

項 

８．その他の財務諸表作成のための基本となる重要な事

項 

① 消費税等の処理方法 ① 消費税等の処理方法 

……税抜方式によっている。 ……同左 
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会計処理の変更 

前事業年度 当事業年度 

         ────── 

 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当期より、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）を適用している。これによ

る損益に与える影響はない。 

         ────── 

 

（棚卸資産の評価方法の変更） 

原材料及び製品・仕掛品の中に含まれる材料費の評価

方法については最終仕入原価法、加工費の評価方法につ

いては１ヵ月を単位とする最終製造原価法によっていた

が、当期よりそれぞれ総平均法に変更した。 

この変更は、平成17年10月1日付で関係会社であったア

イエス精機株式会社と合併したのを機に、会計処理の見

直しを行った結果、より適正な棚卸資産の評価と期間損

益計算を行うことを目的として行ったものである。 

この変更による財務諸表に与える影響額は軽微であ

る。 

なお、合併が下期首に行われたため、変更は当下半期

より行っている。 

従って、当中間期は従来の方法によっており、この変

更による影響額は軽微である。 

 

 

追加情報 

前事業年度 当事業年度 

当社は、アイエス精機株式会社と平成16年12月7日に合

併基本合意書を締結し、平成17年5月24日付で合併契約

書を締結いたしました。（合併期日は平成17年10月1

日） 

         ────── 
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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．関係会社に関する事項 ※１．関係会社に関する事項 
  

売掛金 255,585千円

買掛金 1,027,225 

材料支給未収入金 252,092 

未収入金 41,278 
  

  売掛金 391,202千円

買掛金 377,237 

材料支給未収入金 125,179 

未収入金 22,476 

短期借入金 150,000 
  ※２．外注先に対する材料有償支給の未回収残高であ

る。 

※２．外注先に対する材料有償支給の未回収残高であ

る。 

※３．この内担保提供資産（帳簿価額）は次のとおりで

ある。 

※３．この内担保提供資産（帳簿価額）は次のとおりで

ある。 

(1）財団抵当に供しているもの (1）財団抵当に供しているもの 
  

建物 153,060千円

機械装置 453,474 

土地 320,395 

計 926,930 
  

  建物 142,382千円

機械装置 412,196 

土地 320,395 

計 874,974 
  (2)不動産抵当に供しているもの (2）不動産抵当に供しているもの 

  
建物 42,001千円

機械装置 12,560 

土地 571,516 

計 626,078 
  

  
建物 163,435千円

機械装置 10,005 

土地 584,331 

計 757,772 
  担保資産に対応する債務 担保資産に対応する債務 

一年以内に返済予定の長期借入金及び長期借入金 一年以内に返済予定の長期借入金及び長期借入金 
  

 553 ,926千円
  

   3,767,122千円
  ※４．関係会社株式は、投資評価引当金138,380千円を

控除後の金額である。 

※４．関係会社株式は、投資評価引当金138,380千円を

控除後の金額である。 

※５．授権株式数及び発行済株式総数 ※５．授権株式数及び発行済株式総数 
  

授権株式数 普通株式 40,000千株

発行済株式総数 普通株式 17,214千株
  

  
授権株式数 普通株式 65,000千株

発行済株式総数 普通株式 23,396千株
  ※６．自己株式 ※６．自己株式 

 当社が保有する自己株式の数は、普通株式 

431,135株である。 

 当社が保有する自己株式の数は、普通株式

3,217,084株である。 

７．偶発債務 ７．偶発債務 
  

債務保証 

ユニバンスＩＮＣ． 銀行借
入金 

128,892千円

 (ＵＳ＄1,200千) 
  

  債務保証 

ユニバンスＩＮＣ． 銀行借

入金 
117,470千円

 (ＵＳ＄1,000千) 
  ８．配当制限 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959,025

千円である。 

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

2,730,441千円である。 
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（損益計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は21％であ

り、一般管理費に属する費用のおおよその割合は 

79％である。主要な費用及び金額は次のとおりであ

る。 

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は18％であ

り、一般管理費に属する費用のおおよその割合は 

82％である。主要な費用及び金額は次のとおりであ

る。 
  

荷造運賃 652,701千円

取締役報酬 67,980 

給料 1,567,161 

従業員賞与 205,297 

賞与引当金繰入額 240,472 

退職給付引当金繰入額 88,160 

役員退職慰労引当金繰入額 36,382 

手数料 295,553 

減価償却費 185,945 

賃借料 219,620 

租税公課 55,956 

開発費 332,980 
  

  
荷造運賃 654,593千円

取締役報酬 80,780 

給料 1,759,667 

従業員賞与 188,698 

賞与引当金繰入額 294,979 

退職給付引当金繰入額 93,137 

役員退職慰労引当金繰入額 34,303 

手数料 277,212 

減価償却費 249,970 

賃借料 248,068 

租税公課 103,161 

開発費 504,302 
  

※２．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は1,820,399千円である。 

※２．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は2,080,483千円である。 

※３．関係会社に関する事項 ※３．関係会社に関する事項 
  

営業外収益（受取利息他） 19,054千円
  

  
営業外収益（受取利息他） 8,115千円

営業外費用（支払利息他） 247千円
  

※４．固定資産売却益の内容は次のとおりである。 ※４．固定資産売却益の内容は次のとおりである。 
  

機械及び装置 4,122千円

計 4,122 
  

  
機械及び装置 2,873千円

計 2,873 
  

※５．固定資産除却損の内容は次のとおりである。 ※５．固定資産除却損の内容は次のとおりである。 
  

建物 1,159千円

車両運搬具 1,596 

機械及び装置 112,455 

工具器具備品 73,879 

計 189,089 
  

  
建物 13,112千円

車両運搬具 205 

機械及び装置 113,340 

工具器具備品 10,278 

計 136,937 
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（リース取引関係） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

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 
  

 工具器具備品 

取得価額相当額 117,132千円

減価償却累計額相当額 58,315 

期末残高相当額 58,816 
  

   

 
取得価額相当

額 
減価償却累計
額相当額 

期末残高相当
額 

機械装置 944,624千円 103,567千円 841,057千円 

工具器具備品 157,388 65,397 91,990 

合計 1,102,013 168,964 933,048 

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 

未経過リース料中間期末残高相当額 
  

１年以内 22,329千円

１年超 37,581 

合計 59,911 
  

  
１年以内 95,419千円

１年超 867,449 

合計 962,868 
  

③ 支払リース料及び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

償却費相当額及び減損損失 
  

支払リース料 19,951千円

減価償却費相当額 19,239 

支払利息相当額 764 
  

  
支払リース料 77,781千円

減価償却費相当額 81,230 

支払利息相当額 8,598 
  

④ 減価償却費相当額及び利息相当額 ④ 減価償却費相当額及び利息相当額 

１）減価償却費相当額の算出方法 １）減価償却費相当額の算出方法 

……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 

２）利息相当額の算出方法 ２）利息相当額の算出方法 

……リース料総額とリース物件の取得価額相当額

との差額を支払利息相当額とし、各期への配

分方法については、利息法によっています。 

……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ない。 

 

（有価証券関係） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

 前事業年度(平成17年３月31日） 当事業年度（平成18年３月31日） 

 
貸借対照表
計上額 
（千円） 

時価（千円） 差額（千円） 
貸借対照表
計上額 
（千円） 

時価（千円） 差額（千円） 

子会社株式 － － － － － － 

関連会社株式 188,556 474,457 285,901 － － － 

合計 188,556 474,457 285,901 － － － 

（注） 関連会社であったアイエス精機株式会社と、平成17年10月1日に合併したことにより、当事業年度末におい

て子会社株式および関連会社株式で時価のあるものはない。 
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（税効果会計関係） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（単位 千円） （単位 千円） 

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   298,941 

退職給付引当金  1,214,378 

役員退職慰労引当金   131,482 

子会社株式 380,676 

投資評価引当金 54,936 

その他 344,628 

繰延税金資産小計 2,425,041 

評価性引当額 △435,612 

繰延税金資産合計 1,989,429 

繰延税金負債 

資産買換差益積立金  △282,021 

固定資産圧縮積立金  △107,893 

その他有価証券評価差額金  △631,398 

繰延税金負債合計 △1,021,312 

繰延税金資産の純額   968,117 
  

  
繰延税金資産 

賞与引当金   427,172 

退職給付引当金  1,755,043 

役員退職慰労引当金   156,185 

子会社株式 380,676 

投資評価引当金 54,936 

その他 492,477 

繰延税金資産小計 3,266,489 

評価性引当額 △435,612 

繰延税金資産合計 2,830,877 

繰延税金負債 

資産買換差益積立金  △258,571 

固定資産圧縮積立金  △99,357 

その他有価証券評価差額金 △1,787,189 

繰延税金負債合計 △2,145,117 

繰延税金資産の純額   685,760 
  

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 39.7％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入され
ない項目 

1.6 

受取配当金等永久に益金に算入
されない項目 

△0.9 

住民税均等割等 0.4 

試験研究費税額控除 △8.8 

その他 1.8 

税効果会計適用後の法人税等の
負担率 

33.8 

 
  

  
法定実効税率 39.7％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入され
ない項目 

1.3 

受取配当金等永久に益金に算入
されない項目 

△0.6 

住民税均等割等 0.3 

試験研究費税額控除 △5.9 

その他 0.2 

税効果会計適用後の法人税等の
負担率 

35.0 
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役 員 の 異 動 

 

１．代表者の異動 

退任予定代表取締役 
代表取締役 谷 朗 （たに あきら） （取締役会長就任予定） 

 

２．その他の役員の異動 

（１）新任取締役候補 
取締役 尾崎 徹 （おざき とおる） （現 当社上席執行役員） 

取締役 中村 寿男 （なかむら ひさお） （現 当社執行役員） 

 

（２）新任監査役候補 
監査役（非常勤） 豊田 滋 （とよだ しげる） （現 税理士事務所） 

監査役（非常勤） 森嶋 正 （もりしま ただし） （現 公認会計士） 

 

（３）退任予定取締役 
取締役 北尾 研二 （きたお けんじ）  

 

（４）退任予定監査役 
監査役（非常勤） 宮木 望司 （みやき もちじ）  

監査役（非常勤） 宮田 吉久 （みやた よしひさ）  
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当社定時株主総会にて選任予定の当社の取締役・監査役は、次の通りとなります。 

取締役・監査役一覧（6月28日付） 

役職 氏名 
取締役／監査役

の再任／新任 

取締役会長 谷 朗 （たに あきら） 再任 

代表取締役 鈴木 一和雄 （すずき いわお） 再任 

代表取締役 小楠 孝夫 （おぐす たかお） 再任 

取締役 木本 兼浤 （きもと かねひろ） 再任 

取締役 辻野 陸正 （つじの むつまさ） 再任 

取締役 村木 勝一 （むらき しょういち） 再任 

取締役 尾崎 徹 （おざき とおる） 新任 

取締役 中村 寿男 （なかむら ひさお） 新任 

監査役 木本 政博 （きもと まさひろ） 再任 

監査役 徳増 武夫 （とくます たけお） 再任 

監査役（非常勤） 神村 保 （かみむら たもつ） 再任 

監査役（非常勤） 豊田 滋 （とよだ しげる） 新任 

監査役（非常勤） 森嶋 正 （もりしま ただし） 新任 

 

 

平成18年6月28日の当社定時株主総会後の取締役会で選任予定の執行役員は、次の通りとなります。 

執行役員一覧（6月28日付） 

役職 氏名 
執行役員の再任

／新任 

社長執行役員 鈴木 一和雄 （すずき いわお） 再任 

副社長執行役員 小楠 孝夫 （おぐす たかお） 再任 

常務執行役員 木本 兼浤 （きもと かねひろ） 再任 

常務執行役員 辻野 陸正 （つじの むつまさ） 再任 

上席執行役員 村木 勝一 （むらき しょういち） 再任 

上席執行役員 尾崎 徹 （おざき とおる） 再任 

上席執行役員 中村 寿男 （なかむら ひさお） 再任 

上席執行役員 森 靖雄 （もり やすお） 再任 

上席執行役員 才木 進 （さいき すすむ） 再任 

執行役員 古橋 則昭 （ふるはし のりあき） 再任 

執行役員 鈴木 宏昌 （すずき ひろあき） 再任 

執行役員 森 隆男 （もり たかお） 再任 

執行役員 小楠 登美夫 （おぐす とみお） 再任 

執行役員 友松 章 （ともまつ あきら） 再任 

執行役員 山下 康二 （やました やすじ） 再任 

執行役員 太田 孝 （おおた たかし） 再任 

執行役員 村上 福 （むらかみ ふく） 再任 

執行役員 根木 聰 （ねぎ さとし） 再任 

執行役員 高柳 雅行 （たかやなぎ まさゆき） 新任 

執行役員 村松 通泰 （むらまつ みちやす） 新任 

執行役員 鵜野 恭弘 （うの やすひろ） 新任 

 


