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１．平成18年３月期の連結業績（平成17年４月１日～平成18年３月31日）

(1）連結経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年３月期 22,732 (  23.2) 775  (  90.5) 843  (  68.6)

17年３月期 18,454 (  25.1) 406 (　53.1) 500 (　49.2)

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 441 (280.8) 74 62  － 13.6 6.7 3.7

17年３月期 116 (△34.9) 17 46  － 4.2 4.5 2.7

（注）①持分法投資損益 18年３月期 － 円 17年３月期 － 円

　　　②期中平均株式数（連結） 18年３月期 5,586,157株 17年３月期 5,586,965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、対前期増減率であります。

(2）連結財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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 13,514 3,604 26.7 640 77

17年３月期 11,607 2,880 24.8 512 39

（注）期末発行済株式数（連結） 18年３月期 5,585,680株 17年３月期 5,586,180株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年３月期 △288 138 △290 2,070

17年３月期 439 40 △448 2,456

(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 ９社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 －社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） １社 （除外） －社 持分法（新規） －社 （除外） －社

２．平成19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 11,000 400 210

通　期 22,000 800 400

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　71円60銭

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

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

なお、上記予想に関する事項は添付資料の６ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況
　当社グループが営んでいる主な事業内容と株式会社トミタ（以下「当社」という。）及び関係会社の当該事業にお

ける位置付けと事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおりであります。

［機械・工具販売業］──── 会社数９社

工作機械　　　　当社が工作機械の仕入・販売を行っております。

制御機器　　　　当社が油圧機器、空圧機器の仕入・販売を行っているほか、海外でTOMITA U.S.A.,INC.　TOMITA 

U.K.,LTD.　TOMITA CANADA.,INC.　TOMITA ASIA CO.,LTD.　広州富田国際貿易有限公司 及び 

PT.TOMITA INDONESIAが販売を行っております。

工具機器　　　　当社が切削工具、保持工具、ＮＣツーリングなどの仕入・販売を行っているほか、㈱ツールメー

ルクラブが通信販売を行っており、さらに海外でTOMITA U.S.A.,INC.　TOMITA U.K.,LTD.　

TOMITA CANADA.,INC.　TOMITA ASIA CO.,LTD.　広州富田国際貿易有限公司 及び

PT.TOMITA INDONESIAが販売を行っております。

メンテナンス　　海外でTOMITA ENGINEERING(THAILAND)CO.,LTD. が工作機械などの保守・整備を行っております。

［その他の事業］──── 会社数１社

サービス　　　　㈱トミタファミリーがビル管理業及び保険代理業を行っております。

　なお、本項における事業内容区分と、事業の種類別セグメント情報における事業区分とは、同一であります。

　上記の当社グループの状況について事業系統図を示すと次のとおりであります。

広州富田国際貿易有限公司 (販売) 

TOMITA ASIA CO.,LTD. (販売) 

広州富田国際貿易有限公司 (販売) 

PT.TOMITA.INDONESIA (販売) 

PT.TOMITA.INDONESIA (販売) 
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(役務提供) 
TOMITA ENGINEERING 
(THAILAND)CO.,LTD. 

メンテナンス 

制 御 機 器 

TOMITA U.K.,LTD. (販売) 

TOMITA CANADA.,INC. (販売) 

TOMITA ASIA CO.,LTD. (販売) 

TOMITA U.S.A.,INC. (販売) 

TOMITA U.K.,LTD. (販売) 

TOMITA CANADA.,INC. (販売) 

㈱ツールメールクラブ (販売) 

TOMITA U.S.A.,INC. (販売) 
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２．経営方針

１．経営の基本方針

　当社は工作機械や機械工具類、その他周辺機器類などの生産財の販売を通じ、日本産業の繁栄、ひいては社会の繁

栄に貢献することを基本理念としており、ユーザーに必要なものを世界中から探し出し、それに付加価値を加え適正

価格、適正納期で提供すること、これによって適正利益を上げ、社員や株主に適正に還元することを経営の基本方針

としております。

２．利益配分に関する基本方針

　当社の配当政策としましては、将来の事業展開や企業体質強化のために必要な内部留保に配慮しつつ、配当性向を

勘案し、業績に見合った配当を継続することを基本方針としております。

　内部留保金につきましては、財務体質の強化やエンジニアリング付加価値型商品の開発ならびにグローバル戦略の

展開のため国内、海外の拠点展開を積極的に図るなど有効に活用してまいりたいと考えております。

３．投資単位の引き下げに関する考え方及び方針

　当社は、株式の活性化と投資家層の拡大を図ることを経営上の重要な課題として認識しておりますが、そのために

も先ず当社の収益力を高め、それを配当に還元することにより魅力ある投資対象とすることが最優先課題と認識して

おり、しかる後に投資単位引き下げが課題になってくるものと考えております。

４．目標とする経営指標

　売上高経常利益率の３．５％維持を経営指標目標とする。

５．中期的な経営戦略

　２００７年３月期は売上２００億円、単独営業利益６億円を目指し、国内在庫を１億円以下、検収消し込みシステ

ム完全実施による回収率１００％、借入金１０億円以下を目指します。

６．当社の対処すべき課題

(1）ユーザーのラインの前後工程又はラインの全てに対して、機械、アクセサリー、計測器搬送機、工具類等を提

供する。

(2）トミタは機械の立会、検収、メンテ、改造業務、及び自動組立等の専用機製造をトミタ独自及び独立技術者を

組織化又はエンジニアリング会社とタイアップして行い、他商社と差別化を図る。

(3）ハードターニング (研削工程レス）用のＣＮＣ旋盤、その工具類、及び省エネ対策用の各種機器を品揃えする。

(4）塑性加工分野は射出成型機と金型を含むその周辺を中心としてトミタの主力に育てる。

(5）ツールメールクラブの取引拡大及び新しい分野の通信販売を準備し、２００７年より営業をスタートさせる。

(6）自動車メーカー、その下請けへの商売の拡大を図る。

ａ）自動車関連会議を定期的に開催し、情報を共有化する。 

ｂ）モデルチェンジ毎に必要な、治具、 検具メーカーを地域毎に探しタイアップする。

(7）精密機械の有力グループをターゲットに商売の拡大を図る。

(8） 世界レベルでユーザーの近くにミニサテライト営業所を設立し頻繁は営業活動ができるようにする。

(9） 海外現地法人に対する総務、経理、システム間でのバックアップ体制の強化および営業ルールの世界的統一を

図る。

　２００７年には地震対策済みの新社屋も完成し５年後の１００周年を視野に入れて、よりよい安定的な会社にする

所存です。 

　また、社内や営業活動における品質管理を充実させるため、平成10年12月にＩＳＯ９００１を取得しましたが、近

年の地球環境保全への意識の高まりに対応し、ＩＳＯ１４０００の取得に着手することを決定しております。
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７．親会社等に関する事項

　該当事項はありません。

８．内部管理体制の整備・運用状況

　当社は、コーポレート・ガバナンス強化の一環として、内部管理体制強化のための牽制組織として内部監査チーム

を編成しております。内部監査チームにより内部監査を実施しており、内部監査の結果を内部監査報告書として取り

まとめております。その結果について、是正処理を必要とするものは指示書議事録により、期限を決めて是正を要求

し是正報告を回答してもらっております。
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３．経営成績及び財政状態

１．当連結会計年度の経営成績

　当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益の改善が、雇用の改善・量的拡大と家計所得の増加に結びつく好

循環が生まれています。デフレからの脱却も進展しており、日本経済は自立的な回復を続けていることを示しており

ます。

　一方、海外では米国経済は住宅投資・設備投資のいずれも伸びが鈍化しており、成長率は低下してきております。

欧州経済は輸出主導であるが、緩やかな回復が続いています。アジア経済は中国が従来比小幅鈍化するものの、全体

として輸出の増加により、高成長を維持しています。

　このようなマクロ経済の状況の中で、当社主力取扱い製品であるわが国の工作機械業界は本年３月までに受注は４

２ヶ月連続して前年同月比プラスになっております。輸出は中国向け、北米向けを主として主力市場がそろって好調

でした。内需においても国内自動車メーカー等の投資意欲により高い状態の需要が続いています。

　この景況の中において、当社グループは国内において設備機械の販売やそれに付随する工具類の販売活動をお客様

に役立つことをモットーに展開してまいりましたが、積極投資が続く自動車業界や精密機械業界の好調さを受けて、

工具機器、治具、計測機器等の受注及び売上も順調に推移しました。特にユーザーのなるべく近くに営業拠点を設け、

サービスをする方針により、設立した茨城及び福山事務所は利益に寄与する様になり、２００５年１１月に新設しま

した九州事務所も将来が期待できます。

　他方海外においては、トミタ主力納入先である日系自動車メーカー等ヘの販売は、アメリカ、カナダ、アジア及び

英国において増加しました。売上の増加、円安等により海外子会社全体では収益的には前期比増加を示しました。ア

メリカはオハイオ、テネシー、アラバマ、ミシシッピ―の４ヶ所、カナダトロント、イギリスバンブリー、タイバン

コック、中国広州、インドネシアジャカルタ計９ヶ所の営業拠点により、日系ユーザーに対し、日本と同等のサービ

スを提供しています。

　その結果、当連結会計年度の業績は売上高２２７億３千２百万円（前年同期比２３．２％増）、経常利益８億４千

３百万円（同６８．６％増）、当期純利益４億４千１百万円（同２８０．８％増）となりました。

なお、配当金につきましては株主の皆様のご支援にお応えすべく１株当たり配当金を７円５０銭より１０円に増配す

る所存であります。

　事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

　機械工具販売業におきましては、自動車業界や精密機械業界等で工具機器類や空圧機器類及び機械設備等で取引が

活発に動いており、収益面でも好調な成果を出しました。この結果、売上高２２７億１千８百万円（同２３．２％

増）、営業利益７億７千８百万円（同８９．８％増）となりました。

　その他の事業におきましては、売上は減少しましたが、利益は若干増加しました。売上高４千２百万円（同８．６％

減）、営業利益は５百万円（同３．５％増）となりました。

　所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。

日本

国内は工作機械及び関連工具の取引が活発であり、その結果、売上高２０８億３千６百万円（同２２．２％増）、

営業利益５億８千９百万円（同５７．８％増）となりました。 

北米

北米ではカナダの健闘もありまして、日系自動車メーカに対する販売増を核として売上利益とも順調な伸びを示

しました。売上高は２２億４千１百万円（同８．６％増）、営業利益は６千５百万円（同６９．５％増）となり

ました。

欧州

英国ではプロジェクトものを中心に営業推進に努力しましたが、その結果、売上利益ともに増加実績を残すこと

ができました。売上高１４億８千８百万円（同７１．８％増）、営業利益は３千６百万円（同１,１４０．５％

増）となりました。

アジア

タイは日系自動車メーカーの引合いを実績に結びつけるできております．中国及びインドネシアが未だ先行投資

的状況でありますが、アジア全体としては売上の増加と営業利益を計上することができました。売上高は８億７

千万円（同６５．４％増）、営業利益は２千２百万円（前年同期は６百万円の営業損失）となりました。
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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（以下「資金」という）は、営業活動による支出及び財

務活動の支出により減少し、その結果前年同期に比し３億８千６百万円減少し、当連結会計年度末には２０億７千万

円となりました。

　当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動による支出は２億８千８百万円となりました。（前年同期は４億３千９百万円の収入）。これは主と

して売上債権の増加や預り金の減少、前渡金の増加等によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動による収入は１億３千８百万円となりました。（前年同期は４千万円の収入）。これは主として投資

有価証券売却による収入によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　　財務活動による支出は２億９千万円となりました。（前年同期は４億４千８百万円の支出）。これは主とし

て長期借入金の返済によるものであります。 

　当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 

期末 期末 期末  期末

株主資本比率（％） 25.1 25.8 24.8 26.7

時価ベースの株主資本比率（％） 10.3 17.3 21.7 28.1

債務償還年数（年） － 3.2 3.3 －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － 13.6 13.9 －

株主資本比率：株主資本／総資産

時価ベースの株主資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

※有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象としてお

ります。

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

キャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。

※平成15年３月期、平成18年３月期の債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオについては、営業

キャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりません。

３．通期の見通し

　今後我国の工業会の見通しといたしましては、景気の持続的上昇を示す指標が目立っています。工作機械業界でも

ピークに近い実績となっておりますが、潤沢なキャッシュフローを原資として引続き底固い動きを見込んでいます。

　当社といたしましては、今年が中期２ヶ年計画の初年度にあたり、５年後の会社創立１００周年を視野に入れて、

総合力を発揮すべく、２ヶ年計画で以下のことを実行いたす所存であります。

「経営理念」として

＊トミタはユーザー（工場）のニーズに合う高品質の商品、情報、サービスを世界中より探し、それに付加価値を加

え適正価格、適正納期で提供致します。

＊トミタは適正な利益を上げ。株主、社員に還元し、将来に備える準備をします。

「経営戦略・戦術」として

＊ユーザーのライン前後工程又はラインの全体に対して、機械、アクセサリー、計測器、輸送機、工具類等を提供する。

＊トミタは立会、検収、メンテ、改造業務、及び自動組立等の専用機製造をトミタ独自及び独立技術者を組織化又は

エンジニアリング会社とタイアップして行い、他商社と差別化を図る。

＊ハードターニング（研削工程レス）用のＣＮＣ旋盤、その工具類、及び省エネ対策用の各種機器を品揃えする。

＊塑性加工分野は射出成形機と金型を含むその周辺を中心としてトミタの主力に育てる。
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＊新しい分野の通信販売を準備し、２００７年より営業をスタートさせる。

＊世界レベルでユーザーの近くにミニサテライト営業所を設立し、頻繁な営業活動が出きるようにする。       

　以上の諸施策を実施しながら、２００７年には地震対策済みの新社屋を完成させ、財務体質の強化にも注力をして、

営業、業務両面での体質向上、海外を含めた総合力の強化を実行する所存でございます。なお、通期業績予想は連結

売上２２０億円、連結経常利益８億円、連結当期純利益４億円を予定しております。 

４．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及ぼす可能性のあるリスクに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関する事項は平成18年５月24日現在において当社グループが判断したものであります。

(1）会社がとっている特異な経営方針

　当社グループは機械・工具類の専門商社でありますが、同業他社に比し、比較的多岐にわたる営業内容を有して

おります。取扱品目としては工作機械、鍛圧機械、制御機器、工具機器、その他の５分類の商品を取り扱っており

ますが、機械類と工具類の取扱比率はほぼ半々であり、同業者間では極めて少数派に属するものと思われます。ま

た販売形態としては、国内販売、輸出などに展開しており、販売方法も直需販売と卸販売の両方式で行っておりま

す。また、まだシェアは低いですが機械の周辺機器類の通信販売も行っており、着実に増加傾向を示しております。

　以上の様に多岐にわたる営業活動は専門商社としてはごく少数派に属すると考えられますが、この営業形態の中

でのリスクは工作機械の取扱比率が高いこと、ユーザー層が機械業界に多いことと考えております。当社グループ

の業績が景気変動の影響を受けやすいのもこの点にあると認識しており、従って工具類のリピート品のシェアアッ

プ、自動車業界、電機業界、精密業界でのユーザー開拓や、また射出成型機業界の開拓に着手しようとしているの

も当社グループの構造を改革する流れの一環であります。また海外への積極展開はリピート品のシェアアップやユー

ザー層の片寄りを穏和することにもつながるものと考えております。しかしながら、上記の施策が順調に推移しな

い場合には、当社グループの業績に悪影響を与える可能性があります。

(2）業界の傾向について

　工作機械業界は景気の好・不況によって比較的上下に大きく振れる傾向がありますが、業界の動向に大きく左右

されない体制を構築するため、ユーザー・商品・販売方法のすべてにわたってスクラップ＆ビルドをしていくこと

を中期的戦略としております。その一環として射出成型機業界の開拓やプレミアムマシンの開発、輸出・輸入の貿

易ビジネスのシェアアップなどを着実に実行していくことが重要と考えておりますが、これらの施策が順調に実行

されない場合には、当社グループの業績に悪影響を与える可能性があります。

(3）為替リスクについて

　当社グループは、主として米国、欧州等の企業と取引があり、連結売上高に占める海外売上高の割合は平成18年

３月期において22.7％となっております。従って、決算上は外貨建ての資産・負債、収益・費用を円貨に換算する

割合が大きいため、為替相場の変動が連結決算における円貨換算額に影響を与える可能性があります。現状、この

為替リスクをヘッジする手段として、為替予約、通貨オプション、通貨スワップを利用しております。
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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日現在）

当連結会計年度
（平成18年３月31日現在）

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  2,636,701   2,210,165  

２．受取手形及び売掛金   5,498,139   7,198,726  

３．たな卸資産   283,039   265,704  

４．前渡金   36,546   259,889  

５．繰延税金資産   72,424   98,136  

６．その他の流動資産   197,624   149,410  

貸倒引当金   △13,749   △12,485  

流動資産合計   8,710,726 75.0  10,169,545 75.3

Ⅱ　固定資産        

(1）有形固定資産        

１．建物及び構築物 ※１ 515,303   502,743   

減価償却累計額  334,184 181,118  324,133 178,609  

２．土地 ※1,2  724,815   724,815  

３．建設仮勘定   －   2,488  

４．その他の有形固定資産  192,735   184,306   

減価償却累計額  161,824 30,910  149,944 34,361  

有形固定資産合計   936,845 8.1  940,276 7.0

(2）無形固定資産        

１．その他の無形固定資産   5,762   6,999  

無形固定資産合計   5,762 0.0  6,999 0.0
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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）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

(3）投資その他の資産        

１．投資有価証券 ※１  897,422   1,339,245  

２．投資土地 ※1,2  830,074   830,074  

３．その他の投資その他の
資産

※１  317,110   316,702  

貸倒引当金   △91,475   △89,500  

投資その他の資産合計   1,953,131 16.9  2,396,522 17.7

固定資産合計   2,895,740 25.0  3,343,798 24.7

Ⅲ　繰延資産        

１．創立費   1,411   1,230  

繰延資産合計   1,411 0.0  1,230 0.0

資産合計   11,607,878 100.0  13,514,574 100.0

        

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．支払手形及び買掛金 ※１  5,647,160   6,782,382  

２．短期借入金 ※１  1,243,988   1,064,696  

３．未払法人税等   56,206   320,342  

４．賞与引当金   102,847   136,167  

５．その他の流動負債   718,790   454,565  

流動負債合計   7,768,992 66.9  8,758,154 64.8

Ⅱ　固定負債        

１．長期借入金 ※１  198,274   129,148  

２．再評価に係る繰延税金負
債

※２  410,042   410,042  

３．役員退職給与引当金   147,742   162,453  

４．繰延税金負債   32,720   258,593  

５．その他の固定負債   153,327   152,740  

固定負債合計   942,107 8.1  1,112,978 8.2

負債合計   8,711,100 75.0  9,871,132 73.0

（少数株主持分）        

少数株主持分   15,996 0.2  39,317 0.3
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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）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資本の部）        

Ⅰ　資本金 ※３  397,500 3.4  397,500 2.9

Ⅱ　資本剰余金   280,300 2.4  280,300 2.1

Ⅲ　利益剰余金   1,819,092 15.7  2,200,520 16.3

Ⅳ　土地再評価差額金 ※２  343,955 3.0  343,955 2.5

Ⅴ　その他有価証券評価差額金   189,804 1.6  482,800 3.6

Ⅵ　為替換算調整勘定   △35,444 △0.3  13,798 0.1

Ⅶ　自己株式 ※４  △114,426 △1.0  △114,750 △0.8

資本合計   2,880,781 24.8  3,604,124 26.7

負債、少数株主持分及び資
本合計

  11,607,878 100.0  13,514,574 100.0
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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   18,454,096 100.0  22,732,373 100.0

Ⅱ　売上原価   16,076,628 87.1  19,829,931 87.2

売上総利益   2,377,468 12.9  2,902,442 12.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費        

１．販売手数料  168,153   172,296   

２．旅費交通費  120,238   136,954   

３．貸倒引当金繰入額  5,143   －   

４．給料手当  901,310   934,898   

５．退職給付費用  63,506   17,411   

６．役員退職給与引当金繰入
額

 26,785   14,000   

７．賞与引当金繰入額  102,847   136,167   

８．賃借料  73,116   80,199   

９．減価償却費  27,953   25,647   

10．その他の経費  481,526 1,970,581 10.7 609,728 2,127,303 9.4

営業利益   406,886 2.2  775,139 3.4

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息及び受取配当金  12,866   17,377   

２．仕入割引  16,823   21,781   

３．受取賃貸料  96,431   94,838   

４．為替差益  40,900   3,236   

５．その他の営業外収益  5,057 172,080 0.9 9,528 146,762 0.6

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  31,596   18,804   

２．不動産賃貸費用  26,399   35,474   

３．売上割引  18,424   22,737   

４．その他の営業外費用  2,137 78,558 0.4 1,430 78,446 0.3

経常利益   500,409 2.7  843,454 3.7
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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
（％）

Ⅵ　特別利益        

１．貸倒引当金戻入益  －   2,232   

２．投資有価証券売却益  5,303   14,730   

３．固定資産売却益 ※１ 244 5,548 0.0 1,921 18,885 0.1

Ⅶ　特別損失        

１．貸倒引当金繰入額  21,670   －   

２．固定資産売却損 ※２ 6,655   －   

３．固定資産除却損 ※３ －   3,848   

４．会員権評価損  7,400   －   

５．投資有価証券評価損  3,038   －   

６．退職金制度改定に伴う損
失 

 208,094 246,859 1.3 － 3,848 0.0

税金等調整前当期純利益   259,097 1.4  858,491 3.8

法人税、住民税及び事業
税

 138,982   395,639   

還付法人税  △7,535   －   

法人税等調整額  8,694 140,141 0.8 △1,006 394,632 1.8

少数株主損益   2,930 0.0  22,034 0.1

当期純利益   116,025 0.6  441,824 1.9
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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   280,300  280,300

Ⅱ　資本剰余金期末残高   280,300  280,300

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ　利益剰余金期首残高   1,758,702  1,819,092

Ⅱ　利益剰余金増加高      

１．当期純利益  116,025 116,025 441,824 441,824

Ⅲ　利益剰余金減少高      

１．配当金  33,533  41,896  

２．役員賞与  15,000  18,500  

３．土地再評価差額金取崩額  7,102 55,635 － 60,396

Ⅳ　利益剰余金期末残高   1,819,092  2,200,520
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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  259,097 858,491

減価償却費  27,953 25,647

退職給付引当金の増減額  △56,089 －

役員退職給与引当金の増
減額

 25,441 14,000

賞与引当金の増減額  19,942 33,320

貸倒引当金の増減額  25,048 △3,239

受取利息及び受取配当金  △12,866 △17,377

支払利息  31,596 18,804

為替差益  △3,359 △6,526

投資有価証券売却益  △5,303 △14,730

投資有価証券評価損  3,038 －

会員権評価損  7,400 －

固定資産売却益  － △1,921

固定資産売却損  6,655 －

固定資産除却損  － 3,848

売上債権の増減額  △1,031,069 △1,650,396

たな卸資産の増減額  25,315 33,788

仕入債務の増減額  916,092 1,078,093

前渡金の増減額  16,363 △217,659

前受金の増減額  203,926 19,771

預り金の増減額  247,377 △227,471

役員賞与の支払額  △15,000 △18,500

その他  △15,174 △89,643

小計  676,388 △161,700

利息及び配当金の受取額  12,866 17,377

利息の支払額  △31,596 △18,804

法人税等の支払額  △218,306 △125,168

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 439,352 △288,295
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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） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

   

定期預金の純増減額  － 40,000

有形固定資産の取得によ
る支出

 △24,688 △31,346

有形固定資産の売却によ
る収入

 673 3,533

投資有価証券の取得によ
る支出

 △7,759 △8,279

投資有価証券の売却によ
る収入

 14,080 75,277

貸付けによる支出  △25,000 －

貸付金の回収による収入  6,333 4,643

投資不動産取得による支
出 

 － △1,150

投資不動産売却による収
入 

 9,996 －

その他投資の増減  66,719 55,796

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 40,354 138,474

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  100,000 3,970

短期借入金の返済による
支出

 △150,000 △100,000

長期借入れによる収入  93,060 100,000

長期借入金の返済による
支出

 △457,432 △252,388

自己株式の取得による支
出

 △849 △324

親会社による配当金の支
払額

 △33,533 △41,896

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △448,754 △290,638

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

 2,456 53,922

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減
額

 33,408 △386,536

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

 2,423,293 2,456,701

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末
残高

 2,456,701 2,070,165
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

 項目 前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社数　　　８社

主要な連結子会社名

TOMITA U.S.A.,INC.

TOMITA U.K.,LTD.

TOMITA CANADA.,INC.

TOMITA ASIA CO.,LTD.

TOMITA ENGINEERING (THAILAND) 

CO.,LTD.

広州富田国際貿易有限公司

株式会社ツールメールクラブ

株式会社トミタファミリー

連結子会社数　　　９社

主要な連結子会社名

TOMITA U.S.A.,INC.

TOMITA U.K.,LTD.

TOMITA CANADA.,INC.

TOMITA ASIA CO.,LTD.

TOMITA ENGINEERING (THAILAND) 

CO.,LTD.

広州富田国際貿易有限公司

PT.TOMITA INDONESIA 

株式会社ツールメールクラブ

株式会社トミタファミリー

上記のうち、PT.TOMITA INDONESIAについ

ては、当連結会計年度において新たに設立

したため連結の範囲に含めております。

２．連結子会社の事業年度等

に関する事項

連結子会社TOMITA U.S.A.,INC.、TOMITA 

U.K.,LTD.、TOMITA CANADA.,INC.、

TOMITA ASIA CO.,LTD.、TOMITA 

ENGINEERING (THAILAND) CO.,LTD. 及び広

州富田国際貿易有限公司の決算日は、12月

31日であります。

連結財務諸表の作成に当たっては、当該連

結子会社については同決算日現在の財務諸

表を使用しており、連結決算日との間に生

じた重要な取引については、連結上必要な

調整を行う方法によっております。

上記以外の連結子会社の事業年度は親会社

と同一であります。

連結子会社TOMITA U.S.A.,INC.、TOMITA 

U.K.,LTD.、TOMITA CANADA.,INC.、 

TOMITA ASIA CO.,LTD.、TOMITA  

ENGINEERING (THAILAND) CO.,LTD.

広州富田国際貿易有限公司 及び

PT.TOMITA INDONESIAの決算日は、12月31

日であります。 

連結財務諸表の作成に当たっては、当該連

結子会社については同決算日現在の財務諸

表を使用しており、連結決算日との間に生

じた重要な取引については、連結上必要な

調整を行う方法によっております。 

上記以外の連結子会社の事業年度は親会社

と同一であります。

３．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

(イ）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、売却原価は移

動平均法により算定)

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

(イ）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

 時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

 (ロ）デリバティブ取引

時価法

(ロ）デリバティブ取引

同左

 (ハ）たな卸資産

主として移動平均法による原価法

(ハ）たな卸資産

同左
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 項目 前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 (2）重要な固定資産の減価償却の方法

(イ）有形固定資産

主として定率法

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。

(2）重要な固定資産の減価償却の方法

(イ）有形固定資産

主として定率法

ただし、提出会社が平成10年４月１日

以降に取得した建物(建物附属設備を

除く。)については、定額法を採用し

ております。

なお、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。

 (ロ）長期前払費用

定額法

なお、償却期間については、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。

(ロ）長期前払費用

同左

 (ハ）投資建物等

定率法

ただし、提出会社が平成10年4月1日以

降に取得した投資建物(建物附属設備

を除く。)については、定額法を採用

しております。

なお、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。

(ハ）投資建物等

定率法

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。

 (3）重要な繰延資産の処理方法

創立費

５年間で均等償却しております。

(3）重要な繰延資産の処理方法

創立費

同左

 (4）重要な引当金の計上基準

(イ）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、

貸倒懸念債権及び破産更生債権等につ

いては個別に回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上しております。

(4）重要な引当金の計上基準

(イ）貸倒引当金

同左

 (ロ）賞与引当金

従業員賞与の支払いに備えるため、支

給見込額に基づき計上しております。

(ロ）賞与引当金

同左

 (ハ）退職給付引当金

――――――

(ハ）退職給付引当金

――――――

(追加情報)

当社グループは、平成1７年３月に適

格退職年金制度より確定拠出年金制度

へ移行し、「退職給付制度間の移行等

に関する会計処理」(企業会計基準適

用指針第１号)を適用しております。

本移行に伴う影響額は、特別損失とし

て208,094千円計上しております。 
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 項目 前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 (ニ）役員退職給与引当金

役員に対する退職慰労金の支出に備え

て、支給内規に基づく金額を役員退職

給与引当金として計上しております。

(ニ）役員退職給与引当金

同左

 (5）重要な外貨建資産及び負債の本邦通貨

への換算基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の

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及び負債は、

決算日の直物為替相場により円貨に換

算し、収益及び費用は期中平均相場に

より円貨に換算し、換算差額は少数株

主持分及び資本の部における為替換算

調整勘定に含めて計上しております。

(5）重要な外貨建資産及び負債の本邦通貨

への換算基準

同左

 (6）重要なリース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。

(6）重要なリース取引の処理方法

同左

 (7）重要なヘッジ会計の方法

(イ）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。なお、為替予約、通貨オプ

ション及び通貨スワップについては振

当処理の要件を満たしている場合は振

当処理を、金利スワップについては特

例処理の要件を満たしている場合は特

例処理を採用しております。

(7）重要なヘッジ会計の方法

(イ）ヘッジ会計の方法

同左

 (ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象 (ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象

 ａ．ヘッジ手段…為替予約

通貨オプション

通貨スワップ

ａ．ヘッジ手段…同左

 ヘッジ対象…外貨建売掛金

外貨建買掛金

外貨建予定取引

ヘッジ対象…外貨建売掛金

外貨建予定取引

 ｂ．ヘッジ手段…金利スワップ ｂ．ヘッジ手段…同左

 ヘッジ対象…借入金の利息 ヘッジ対象…同左

 予定取引は、取引予定時期、取引予定

物件、取引予定量及び取引予定価格等

の主要な取引条件が合理的に予測可能

であり、かつ、それが実行される可能

性が極めて高い取引について、ヘッジ

対象として認識しております。

同左
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 項目 前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 (ハ）ヘッジ方針

主として為替変動リスク及び金利変動

リスクをヘッジしております。

(ハ）ヘッジ方針

同左

 (ニ）ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象の相場変動又はキャッ

シュ・フロー変動の累計を比較し、そ

の変動額の比率によって有効性を評価

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。

(ニ）ヘッジ有効性評価の方法

同左

 (8）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の方法

税抜方式を採用しております。

(8）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の方法

同左

４．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

５．連結調整勘定の償却に関

する事項

連結調整勘定の償却については、５年間の

均等償却を行っております。

同左

６．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

７．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

な投資からなっております。

同左

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

──────

 

　（固定資産の減損に係る会計基準）

当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基

準(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」(企業会計審議会　平成14年８月９日））及

び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企

業会計基準適用指針第６号　平成15年10月31日)を適

用しております。

これにより損益に与える影響はありません。
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表示方法の変更

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）

　（損益計算書）

「売上割引」は、前連結会計年度まで営業外費用の

「その他」に含めて表示しておりましたが、当連結会

計年度において、金額的重要性が増したため、区分掲

記しました。なお、前連結会計年度の「売上割引」

は3,936千円であります。

──────

 

　（連結キャッシュ・フロー計算書）

「前受金の増減額」及び「預り金の増減額」は、前連

結会計年度まで営業活動によるキャッシュ・フローの

「その他」に含めて表示しておりましたが、当連結会

計年度において、金額的重要性が増したため、区分掲

記しました。なお、前連結会計年度の「前受金の増減

額」は△39,415千円、「預り金の増減額」は3,080千

円であります。

 

 

追加情報

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日

至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

「地方税法等の一部を改正する法律」(平成15年法律第９

号)が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月１日以

後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入された

ことに伴い、当連結会計年度から「法人事業税における外

形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の

取扱い」(平成16年２月13日企業会計基準委員会　実務対

応報告第12号)に従い法人事業税の付加価値割及び資本割

については、販売費及び一般管理費に計上しております。

　この結果、販売費及び一般管理費が6,231千円増加し、

営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益が、6,231

千円減少しております。

──────
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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．担保に供している資産 ※１．担保に供している資産

現金及び預金 5,000千円

建物及び構築物 116,585千円

土地 654,108千円

投資有価証券 67,340千円

投資土地 787,862千円

その他の投資その他の資産 61,006千円

（投資建物等） ( 61,006千円)

合計 1,691,902千円

現金及び預金 5,000千円

投資有価証券 175,380千円

合計 180,380千円

上記物件に対応する債務は次のとおりであります。 上記物件に対応する債務は次のとおりであります。

支払手形及び買掛金 538,325千円

短期借入金 1,000,000千円

長期借入金 280,060千円

（１年内返済予定長期借入金

を含む）
 

合計 1,818,385千円

支払手形及び買掛金 496,193千円

合計 496,193千円

※２．「土地の再評価に関する法律」(平成10年3月31日公

布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法律の

一部を改正する法律」(平成11年3月31日改正)に基

づき、事業用土地の再評価を行い、評価差額につい

ては、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に

係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これ

を控除した金額を「土地再評価差額金」として資本

の部に計上しております。

※２．「土地の再評価に関する法律」(平成10年3月31日公

布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法律の

一部を改正する法律」(平成11年3月31日改正)に基

づき、事業用土地の再評価を行い、評価差額につい

ては、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に

係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これ

を控除した金額を「土地再評価差額金」として資本

の部に計上しております。

再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31

日公布政令第119号)第2条第3号に定める固定資産

税評価額に基づいて算出しております。

再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31

日公布政令第119号)第2条第3号に定める固定資産

税評価額に基づいて算出しております。

再評価を行った年月日 平成14年3月31日

再評価前の帳簿価額 800,892千円

再評価後の帳簿価額 1,554,890千円

再評価を行った土地の期末に

おける時価と再評価の帳簿価

額との差額

△90,129千円

再評価を行った年月日 平成14年3月31日

再評価前の帳簿価額 800,892千円

再評価後の帳簿価額 1,554,890千円

再評価を行った土地の期末に

おける時価と再評価の帳簿価

額との差額

△104,515千円

※３．当社の発行済株式総数は、普通株式6,158,000株で

あります。

※３．当社の発行済株式総数は、普通株式6,158,000株で

あります。

※４．当社が保有する自己株式の数は、普通株式

571,820株であります。

※４．当社が保有する自己株式の数は、普通株式572,320

株であります。
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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．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 ※１．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

車輌運搬具 244千円 車輌運搬具 1,921千円

※２．固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

投資建物等

投資土地 

51千円

6,604千円

　合計 6,655千円

※２．　　　　　　──────

※３．　　　　　　────── ※３．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物

車輌運搬具

器具及び備品

2,991千円

102千円

754千円

　合計 3,848千円

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

現金及び現金同等物の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

（平成17年３月31日現在）

現金及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

（平成18年３月31日現在）

現金及び預金勘定 2,636,701千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △180,000千円

現金及び現金同等物の期末残高 2,456,701千円

現金及び預金勘定 2,210,165千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △140,000千円

現金及び現金同等物の期末残高 2,070,165千円
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①　リース取引

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

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

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

 
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）

器具及び備品 33,928 20,639 13,288

合計 33,928 20,639 13,288

 
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）

車輌運搬具 4,383 511 3,872

器具及び備品 29,118 21,206 7,911

合計 33,502 21,718 11,784

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 5,697千円

１年超 8,396千円

合計 14,094千円

１年内 2,806千円

１年超 9,495千円

合計 12,301千円

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 6,617千円

減価償却費相当額 5,922千円

支払利息相当額 633千円

支払リース料 6,623千円

減価償却費相当額 5,821千円

支払利息相当額 535千円

４．減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

５．利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については利息

法によっております。

５．利息相当額の算定方法

同左
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②　有価証券

前連結会計年度（平成17年３月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 種類 取得原価（千円）
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 462,761 783,301 320,539

(2）債券    

①国債・地方債等 － － －

②社債 － － －

③その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 462,761 783,301 320,539

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 13,500 13,034 △465

(2）債券    

①国債・地方債等 － － －

②社債 － － －

③その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 13,500 13,034 △465

合計 476,262 796,336 320,074

　（注）　当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について、3,038千円減損処理を行っております。

なお、株式の減損にあたっては、連結会計年度末における時価が取得価額に比べ50％以上下落した場合には全

て減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認め

られた額について減損処理を行うこととしております。

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）

14,080 5,303 －

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 51,085

優先株式 50,000
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当連結会計年度（平成18年３月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 種類 取得原価（千円）
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 421,780 1,236,028 814,248

(2）債券    

①国債・地方債等 － － －

②社債 － － －

③その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 421,780 1,236,028 814,248

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 2,214 2,131 △83

(2）債券    

①国債・地方債等 － － －

②社債 － － －

③その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 2,214 2,131 △83

合計 423,995 1,238,160 814,165

　（注）　株式の減損にあたっては、連結会計年度末における時価が取得価額に比べ50％以上下落した場合には全て減損

処理を行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた

額について減損処理を行うこととしております。

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）

75,277 14,730 －

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 51,085

優先株式 50,000
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③　デリバティブ取引

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．取引の状況等に関する事項

(1）取引の内容

　利用しているデリバティブ取引は、通貨関連では為替予約取引、通貨オプション取引及び通貨スワップ取

引、金利関連では金利スワップ取引であります。

(2）取引に対する取組方針

　基本的に外貨建金銭債権債務の残高の範囲内でデリバティブ取引を利用することとしており、為替予約取

引については１年を超える長期契約を行わず、また、レバレッジの効く投機的な取引は行わない方針であり

ます。

(3）取引の利用目的

　外貨建金銭債権債務に係る為替相場の変動リスクを回避する目的で通貨関連デリバティブ取引を行ってお

ります。また、特定の長期借入金については、変動金利を固定金利に交換した金利スワップ取引を行ってお

ります。

(4）取引に係るリスクの内容

　為替予約取引、通貨オプション取引及び通貨スワップ取引は為替相場の変動によるリスクを有しており、

変動金利を固定金利に交換した金利スワップ取引は、市場金利の変動によるリスクを有しております。なお、

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、相手方の契約不履行によるリス

クはほとんどないと認識しております。

(5）取引に係るリスク管理体制

　デリバティブ取引の契約は、連結子会社においては一切行っておらず、提出会社の総務部経理課で行われ

ております。取引に関する管理規程は特に設けておりません。

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明

　取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、

または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありま

せん。

２．取引の時価等に関する事項

当連結会計年度に係るデリバティブ取引については、ヘッジ会計が適用されているため、開示の対象から除

いております。 
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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．取引の状況等に関する事項

(1）取引の内容

　利用しているデリバティブ取引は、通貨関連では為替予約取引、通貨オプション取引及び通貨スワップ取

引、金利関連では金利スワップ取引であります。

(2）取引に対する取組方針

　基本的に外貨建金銭債権債務の残高の範囲内でデリバティブ取引を利用することとしており、為替予約取

引については１年を超える長期契約を行わず、また、レバレッジの効く投機的な取引は行わない方針であり

ます。

(3）取引の利用目的

　外貨建金銭債権債務に係る為替相場の変動リスクを回避する目的で通貨関連デリバティブ取引を行ってお

ります。また、特定の長期借入金については、変動金利を固定金利に交換した金利スワップ取引を行ってお

ります。

(4）取引に係るリスクの内容

　為替予約取引、通貨オプション取引及び通貨スワップ取引は為替相場の変動によるリスクを有しており、

変動金利を固定金利に交換した金利スワップ取引は、市場金利の変動によるリスクを有しております。なお、

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、相手方の契約不履行によるリス

クはほとんどないと認識しております。

(5）取引に係るリスク管理体制

　デリバティブ取引の契約は、連結子会社においては一切行っておらず、提出会社の総務部経理課で行われ

ております。取引に関する管理規程は特に設けておりません。

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明

　取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、

または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありま

せん。

２．取引の時価等に関する事項

当連結会計年度に係るデリバティブ取引については、ヘッジ会計が適用されているため、開示の対象から除

いております。 
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④　税効果会計

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳 １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

繰延税金資産 （千円）

貸倒引当金繰入限度超過額 31,950

賞与引当金否認額 41,232

役員退職給与引当金否認額 58,146

会員権償却否認額 9,076

未払事業税 4,274

未払社会保険料 11,928

たな卸資産に対する未実現利益 9,543

その他 24,543

小計 190,696

評価性引当額 △19,576

繰延税金資産合計 171,120

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 130,270

その他 1,146

繰延税金負債合計 131,416

繰延税金資産の純額 39,703

繰延税金資産 （千円）

貸倒引当金繰入限度超過額 33,532

賞与引当金否認額 54,695

役員退職給与引当金否認額 63,494

会員権償却否認額 9,076

未払事業税 21,413

未払社会保険料 9,022

たな卸資産に対する未実現利益 5,505

その他 24,197

小計 220,937

評価性引当額 △48,109

繰延税金資産合計 172,828

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 331,365

その他 1,920

繰延税金負債合計 333,285

繰延税金負債の純額 160,456

上記のほか、土地再評価に係る繰延税金負債

410,042千円を固定負債に計上しております。

上記のほか、土地再評価に係る繰延税金負債

410,042千円を固定負債に計上しております。

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内訳

法定実効税率 40.70％

（調整）  

交際費等損金の額に永久に算入されな

い項目
3.68％

受取配当金等益金の額に永久に算入さ

れない項目
△0.76％

住民税均等割 1.26％

受取配当金の取消し 5.26％

子会社との税率差異 0.16％

法人税等還付額 △2.91％

更正による一時差異の減少額 4.29％

その他 2.41％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 54.09％

法定実効税率 40.70％

（調整）  

交際費等損金の額に永久に算入されな

い項目
0.99％

受取配当金等益金の額に永久に算入さ

れない項目
△0.54％

評価性引当金  4.56％

住民税均等割 0.45％

受取配当金の取消し 1.81％

子会社との税率差異 △0.37％

その他 △1.63％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 45.97％
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⑤　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

　最近２連結会計年度の事業の種類別セグメント情報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）

 
機械・工具販
売業（千円）

その他の事業
（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 18,435,917 18,178 18,454,096 － 18,454,096

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ 28,001 28,001 (28,001) －

計 18,435,917 46,180 18,482,097 (28,001) 18,454,096

営業費用 18,025,618 41,200 18,066,819 (19,609) 18,047,209

営業利益 410,298 4,979 415,278 (8,391) 406,886

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的支

出
     

資産 11,583,024 66,124 11,649,148 (41,270) 11,607,878

減価償却費 27,953 － 27,953 － 27,953

資本的支出 24,688 － 24,688 － 24,688

　（注）１．事業区分の方法

事業は市場及び販売方法の類似性によりセグメンテーションしております。

２．各区分に属する主要な商品及び役務

事業区分 主要な商品及び役務

機械・工具販売業
ＮＣ工作機械、専用工作機械、汎用工作機械、制御機器、工具機器、メンテ

ナンス

その他の事業 ビル管理業、損害保険代理業

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産はありません。
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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）

 
機械・工具販
売業（千円）

その他の事業
（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 22,718,765 13,607 22,732,373 － 22,732,373

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ 28,619 28,619 (28,619) －

計 22,718,765 42,227 22,760,992 (28,619) 22,732,373

営業費用 21,939,925 37,071 21,976,996 (19,762) 21,957,234

営業利益 778,840 5,155 783,995 (8,856) 775,139

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的支

出
     

資産 13,491,929 60,373 13,552,302 (37,728) 13,514,574

減価償却費 25,647 － 25,647 － 25,647

資本的支出 32,487 － 32,487 － 32,487

　（注）１．事業区分の方法

事業は市場及び販売方法の類似性によりセグメンテーションしております。

２．各区分に属する主要な商品及び役務

事業区分 主要な商品及び役務

機械・工具販売業
ＮＣ工作機械、専用工作機械、汎用工作機械、制御機器、工具機器、メンテ

ナンス

その他の事業 ビル管理業、損害保険代理業

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産はありません。
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ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

 
日本

（千円）
北米

（千円）
欧州

（千円）
アジア
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ．売上高及び営業損益        

売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 15,006,986 2,059,181 864,642 523,285 18,454,096 － 18,454,096

(2）セグメント間の内部売上高 2,037,515 5,618 1,566 3,059 2,047,760 (2,047,760) －

計 17,044,502 2,064,800 866,208 526,345 20,501,856 (2,047,760) 18,454,096

営業費用 16,671,304 2,025,976 863,294 533,199 20,093,775 (2,046,565) 18,047,209

営業損益 373,197 38,824 2,913 △6,854 408,081 (1,194) 406,886

Ⅱ．資産 11,098,477 712,229 268,106 153,324 12,232,137 (624,258) 11,607,878

　（注）１．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。

２．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産はありません。

３．連結子会社の所在する国又は地域を、地理的近接度により区分しております。

４．各区分に属する地域の主な内訳は、次のとおりであります。

(1）北米…………………米国、カナダ

(2）欧州…………………英国

(3）アジア………………タイ、中国

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）
北米

（千円）
欧州

（千円）
アジア
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ．売上高及び営業損益        

売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 18,151,361 2,238,039 1,473,981 868,991 22,732,373 － 22,732,373

(2）セグメント間の内部売上高 2,685,310 3,544 14,296 1,465 2,704,616 (2,704,616) －

計 20,836,671 2,241,583 1,488,278 870,456 25,436,990 (2,704,616) 22,732,373

営業費用 20,247,600 2,175,790 1,452,131 847,989 24,723,512 (2,766,277) 21,957,234

営業利益 589,071 65,792 36,146 22,467 713,478 61,660 775,139

Ⅱ．資産 12,603,579 856,911 347,660 269,515 14,077,667 (563,093) 13,514,574

　（注）１．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。

２．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産はありません。

３．連結子会社の所在する国又は地域を、地理的近接度により区分しております。

４．各区分に属する地域の主な内訳は、次のとおりであります。

(1）北米…………………米国、カナダ

(2）欧州…………………英国

(3）アジア………………タイ、中国、インドネシア
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ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

 北米 欧州 アジア その他 計

Ⅰ．海外売上高（千円） 2,060,056 865,313 792,925 25,055 3,743,351

Ⅱ．連結売上高（千円） － － － － 18,454,096

Ⅲ．海外売上高の連結売上高に占める割合

（％）
11.2 4.7 4.3 0.1 20.3

　（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

(1）北米…………………米国、カナダ

(2）欧州…………………英国、ドイツ、イタリア

(3）アジア………………タイ、シンガポール、中国、ベトナム

(4）その他………………イスラエル、メキシコ

３．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。

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）

 北米 欧州 アジア その他 計

Ⅰ．海外売上高（千円） 2,303,184 1,473,981 1,389,860 2,219 5,169,245

Ⅱ．連結売上高（千円） － － － － 22,732,373

Ⅲ．海外売上高の連結売上高に占める割合

（％）
10.1 6.5 6.1 0.0 22.7

　（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

(1）北米…………………米国、カナダ

(2）欧州…………………英国、ドイツ、イタリア

(3）アジア………………タイ、シンガポール、中国、ベトナム、インドネシア、インド、台湾

(4）その他………………イスラエル、メキシコ

３．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。

⑦　関連当事者との取引

前連結会計年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

　該当事項はありません。

当連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　該当事項はありません。
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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 512円39銭

１株当たり当期純利益 17円46銭

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益

潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。

１株当たり純資産額  640円77銭

１株当たり当期純利益 74円62銭

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益

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。

 
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） 116,025 441,824

普通株主に帰属しない金額（千円） 18,500 25,000

(うち利益処分による役員賞与金) (18,500) (25,000)

普通株式に係る当期純利益（千円） 97,525 416,824

期中平均株式数（株） 5,586,965 5,586,157

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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５．仕入及び販売の状況

(1）仕入実績

　仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりです。

 （単位　千円）

事業の種類別セグメントの名称
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

増減高

機械・工具販売業 16,049,573 19,811,883 3,762,309

その他の事業 1,258 712 △546

合計 16,050,832 19,812,595 3,761,763

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）販売実績

　販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりです。

 （単位　千円）

事業の種類別セグメントの名称
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

増減高

機械・工具販売業 18,435,917 22,718,765 4,282,848

その他の事業 18,178 13,607 △4,570

合計 18,454,096 22,732,373 4,278,277

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．主な相手先別の販売実績は、連結売上高の10％を超える販売先がないため、記載を省略しております。
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