
 

  

平成 １８ 年 ３ 月期    決算短信（非連結）         平成 18 年 5 月 26 日 

上 場 会 社 名        株式会社宇野澤組鐵工所           上場取引所 東 
コ ー ド 番 号         6396                                        本社所在都道府県 東京都 
（ＵＲＬ  http://www.unozawa.co.jp ） 
代  表  者 役職名 代表取締役社長 氏名 宇野澤 虎雄 
問合せ先責任者 役職名 取締役経理部長 氏名 田村   博  ＴＥＬ (03) 3759－4191 
決算取締役会開催日 平成 18 年 5 月 26 日          配当支払開始予定日 平成 18 年 6 月 30 日 
定時株主総会開催日 平成 18 年 6 月 29 日          単元株制度採用の有無  有（１単元 1000 株） 
親会社等の名称 ｳﾉｻﾜｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ株式会社     親会社等における当社の議決権所有比率 21.70％ 
 
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                                                                (百万円未満切捨) 
 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 

4,425 
3,833 

15.5 
6.1 

261 
201 

 

 29.6 
 502.1 
 

209 
142 

47.3 
－ 

 

 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 

209 
118 

77.1 
－ 

18.71 
10.56 

－ 
－ 

14.8 
10.1 

3.3 
2.3 

4.7 
3.7 

(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 18 年 3 月期  11,187,572 株   17 年 3 月期  11,193,654 株 
     ③会計処理の方法の変更    無 
     ④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 
 
(2)配当状況 

１株当たり年間配当金 
 

 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 

3.00 
0.00 

 

0.00 
0.00 

 

3.00 
0.00 

33 
0 

16.03 
－ 

2.10 
－ 

 
 
(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 

6,329 
6,233 

1,601 
1,235 

25.3 
19.8 

143.18 
110.45 

(注) ①期末発行済株式数 18 年 3 月期 11,186,517 株      17 年 3 月期 11,189,132 株 
    ②期末自己株式数   18 年 3 月期    13,483 株      17 年 3 月期   10,868 株 
 
(4)キャッシュ･フローの状況 

 営 業 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

投 資 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

財 務 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期 末 残 高          

 百万円 百万円 百万円 百万円 

18 年 3 月期 
17 年 3 月期 

△40 
151 

 

△10 
112 

 

△301 
△89 

345 
697 

  
 
２．19 年 3 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 

2,300 
4,600 

110 
220 

90 
140 

0.0 
――― 

――― 
3.0 

――― 
3.0 

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期)  12 円 51 銭 

 
業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、今後様々な要因により

予想数値とことなる結果となる可能性があります。 
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（1）企業集団の状況  

 
当社は風水力機械のメーカーとして、真空ポンプ、送風機・圧縮機、輸送装

置などの製造販売ならびに不動産の賃貸および管理を単独で行っております。  
真空ポンプやロータリブロワの製品は、原材料、外製品などを購入するとと

もに、一部部品など外注し当社にて機械加工、組立、検査を行い、当社にて顧

客に販売しております。  
不動産事業は、ビルならびに駐車場の賃貸および管理を行っております。  

 
事業の系統図は次のとおりであります。  

 
 
 
           製品販売            賃貸  

 
 

 
 

 
       原材料等        部品等  

 
 
 
 
 
（2）経営方針  
 
(2)－1 会社の経営の基本方針  

当社は顧客のニーズに合う信頼される品質で社会に貢献することを経営理

念としております。 
 この経営理念を基に、経営方針としまして  

①顧客への品質保証と信頼性の確立を図ります｡ 
②仕事の質を改善、向上して経済的生産の達成します｡ 
③良いサービスと明るい人間関係の維持向上に努めます｡ 
④新製品、新技術の研究開発を推進します｡ 
これらの活動を通じて名実ともに「真空ポンプのウノサワ」という評価を

保てるように努め、その成果を通じて社会に貢献するとともに業績の拡大を

図る方針であります。  
  
 

                顧 客  

当 社  

      製品事業部門  不動産事業部門  

仕入先  外注先  
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(2)－2 会社の利益配分に関する基本方針  
当社の配当政策の基本的な考え方は、収益状況に対応して、株主の皆様各

位への配当を実施するとともに、今後の企業体質の強化ならびに安定的な利

益確保のための内部留保を充実することとしております。  

 
 
(2)－3 会社の対処すべき課題  
  当社の対処すべき課題としましては、製造部門の収益力の強化を図ること

と位置付け、次の項目を推進してまいります｡ 
  ①液晶製造装置用真空ポンプ需要増の対応  
   液晶製造装置用真空ポンプは更なる需要が見込まれております｡ 
   生産量の引き上げ需要と生産性向上のため、加工機械設備の増強、設備

の設置場所、組立作業場等新規設備の投資を含め積極的に取り組んでま

いります｡ 
  ②原材料価格高止まりおよび非鉄金属価格の高騰  
   当社製品の主要原材料価格高止まりに加え非鉄金属価格が高騰しており

ます｡販売価格への転嫁は困難であるが、対応策として設計変更などによ

る合理化の推進、部品の共通化の推進などによるコスト削減に努めてま

いります｡ 
  ③有利子負債残高圧縮  
   引き続き有利子負債残高に関しましては、減らしてきているものの、依

然として製造事業部門の年商に近い残高となっており、極力圧縮を進め

てまいります｡ 

  
(2)－４親会社等に関する事項  

①親会社の商号等  
 

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  

 
ウノサワエンジニ

アリング株式会社  

上場会社が他

の会社の関連

会社である場

合における当

該他の会社  

21.70％  なし  

 
 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

親会社等の関係  
  当社代表取締役宇野澤虎雄が議決権 96％所有する、ウノサワエンジニアリ

ング株式会社 (以下 UEC という)は当社の法人主要株主あり、当社の議決権

の 21.70％を所有しております｡ 
  なお、当社の取締役 6 名、監査役 3 名のうち、UEC との兼任役員は代表

取締役 1 名のみであります。  
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  当社代表取締役宇野澤虎雄は UEC の代表取締役でもあり、商法第 265 条

第１項に定める「取締役会社間の取引・利益相反取引」につきましては、

取締役会の承認を得ております｡ 

 
 ③親会社等との取引に関する事項  
  UEC との取引は、「関連当事者との取引」に記載しております｡ 

 
④親会社等からの一定の独立性の確保の状況  

  UEC からの事実上の制約はなく、独自に事業活動を行なっており、また、

UEC は当社が設立した経緯にあること、売上、資本金額、従業員数、企業

規模が当社に比しかなり小体であること、代表取締役は当社に常駐してい

ることなど、UEC からの独立性が確保されていると認識しております。  

 
（３）経営成績及び財政状態  
 
(3)－1 経営成績  

当期におけるわが国経済は、好調な企業収益に支えられ民間設備投資が加

するとともに、個人消費の持ち直しなど景気は回復基調となりました｡ 
しかしながら、原油価格の高騰、鋼材や鋳鉄などの原材料の高止まりもあ

り、当社を取り巻く経営環境は依然として厳しい状況で推移いたしました｡ 
  このような経営環境のもと、当社は真空ポンプの需要拡大、積極的な営業

活動、生産の効率化、製品の改良、新製品の開発などに鋭意努力しました結

果、売上高は製品売上 3,827 百万円（前期比 18.1％増）、不動産事業売上 598
百万円 (前期比 1.2％増 )の、合計 4,425 百万円 (前期比 15.5％増 )と前期の売上

3,833 百万円に対して大幅な増収となりました。  
損益面におきましては、営業利益 261 百万円（前期比 59 百万円増）、経常

利益 209 百万円（前期比 67 百万円増）、当期純利益 209 百万円（前期比 91
百万円増）となりました。  

次に製品部門別の状況を申し上げます。  

  真空ポンプ部門では堅調な受注に支えられ、高真空のドライ真空ポンプが

液晶表示装置製造用および半導体製造装置用として、また、汎用型のドライ

真空ポンプ、水封式真空ポンプが蒸留・乾燥・脱ガス・冷却冷凍・医療など

の用途として、更に、省電力で高性能な縦型ドライ真空ポンプが化学工業、

医薬工業などに出荷され、売上高は 1,744 百万円（前期比 18.2％増）となり

ました。  
  送風機・圧縮機部門では、ロータリブロワが、液体攪拌、空気輸送などの

用途として、水処理、窯業、石油化学、合成繊維などの諸工業に出荷され、

売上高は 901 百万円（前期比 31．8％増）となりました。  
  部品および修理部門では、消耗部品の供給と電力関係や半導体製造装置用

のまとまった修理があったことにより、売上高は 951 百万円（前期比 15.4％
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の増）となりました。  
  その他としましては、合成樹脂等の省力運搬装置、真空式脱気装置や水中

攪拌装置など合せまして、売上高は 229 百万円（前期比 10.6％減）となりま

した。  
  輸出関係につきましては、高真空のドライ真空ポンプが主にアメリカに、

ロータリブロワがインドや韓国に出荷されました｡ 
また、各種製品と部品が中国、インドネシア、台湾、シンガポール、マレ

ーシアなどのアジア諸国に出荷され、当期製品売上高に対し 20.7％の 792 百

万円（前期比 93.9％増）と前期の売上 408 百万円に対して大幅な増収となり

ました。  
  不動産事業につきましては、貸ビル、貸駐車場の賃貸収入が安定した収入

をあげ、売上高は 598 百万円（前期比 1.2％増）となりました。  

 
(3)－2 財政状況  
  当期における現金及び現金同等物（以下｢資金｣という）は投資有価証券売

却による収入 128 百万円や売上の増加等の収入等ありましたが、法人税等支

払 234 百万円、借入金返済等により前期末に比べて 352 百万円減少し、当期

末には 345 百万円になりました｡ 

 
(1)営業活動によるキャッシュ・フロー  

    当期において営業活動による資金の減少は 40 百万円（前期比 191 百万円

減少）となりました｡これは主に、売上が前期比 592 百万円増加しましたが

法人税等支払が 234 百万円あったことによるものです｡ 

 
(2)投資活動によるキャッシュ・フロー  
 投資活動による資金の減少は 10 百万円（前期比 123 百万円減少）となり

ました｡これは主に、投資有価証券売却による収入 128 百万円、有形固定資

産の取得による支出 168 百万円等によるものです｡ 

 
(3)財務活動によるキャッシュ・フロー  

財務活動による資金減少は 301 百万円（前期比 211 百万円増加）となり

ました｡これは社債の増加が 215 百万円あったものの借入金の返済が 514 百

万円と進んだことによるものです｡ 

 
 

(3)－3 次期の見通し  
今後の経済情勢につきましては、企業収益の改善、設備投資の増加により、

景気回復基調は継続し、個人消費も回復するものと思われますが、原油価格

の高騰や混迷する世界情勢など不透明な要素もあります｡ 
当社におきましては、鋼材など原材料価格の高止まりに加えて、非鉄金属価
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格の上昇による外部要因もあり厳しい経営環境が続き予断は許されないもの

と思われます。  
このような状況のなか、当社は生産設備増強による生産効率と品質の向上、

生産工数の削減を推進し、新製品の開発、改良、設計変更などにより調達コ

スト低減ならびに原価低減に努め収益の確保を図ってまいります。  
販売部門におきましては、厳しい価格競争のもと、新規需要の開拓に更な

る努力をするとともに、顧客に対する迅速なサービス、顧客情報の有効活用

による提案活動を進め、受注量の確保に努めてまいります。  
  また、事務部門の情報管理改革を図り、タイムリーで迅速な情報管理を推進

し、計画策定と重要プロセスの決定、リスク管理体制を強化し内部統制シス

テムを構築してまいります｡ 
何卒株主の皆様におかれましては、一層のご支援ご鞭撻を賜りますようお

願申し上げます。  

 
 (3)－4 事業等のリスク  

投資者の判断に重要な影響をおよぼす可能性のある事項としましては、以

下の項目を考えております｡ 
なお、将来に関する事項に関しましては、当事業年度末現在において判断

したものであります｡ 
   ①液晶製造装置事業向け真空ポンプへの依存度増大  
    液晶製造装置用事業向け真空ポンプは依然として好調が続いておりま

す｡製造部門売上に占める割合は 2 割近くとなり、今後更に増加する

ものと予想されます｡ 
    液晶の分野は当面成長してゆく可能性が高いと判断されますが、引き

続き依存度の増加には注意しつつ、対処してゆく方針です。  
   ②原材料価格高止まりおよび非鉄金属価格の高騰  
    当社製品の主材料である鋼鉄、鋳物価格が高止まりする一方で、非鉄

金属価格が高騰しております｡販売価格への転嫁が困難であり、収益

圧迫のリスク要因となっております｡ 
   ③有利子負債残高圧縮  
    毎年減ってきているとはいえ、製品事業部門の年商に近い有利子負債

残高を抱えており、金利が上昇しつつある状況下更なる圧縮が課題で

あります｡ 

 
 
 
 



　財務諸表等
（４）財務諸表
（４）－１貸借対照表

区分
注記
番号 構成比(％) 構成比(％)

（資産の部）

　Ⅰ　流動資産

　　 １ 現金及び預金 697,740 345,555

　　 ２ 受取手形 726,002 737,541

　　 ３ 売掛金 786,514 907,154

　　 ４ 原材料 377,523 462,051

　　 ５ 仕掛品 630,314 693,852

　　 ６ 貯蔵品 4,429 3,832

　　 ７ 前払費用 16,525 17,413

　　 ８ 未収入金 35,055 51,303

　　 ９ 繰延税金資産             --- 31,702

   １０ その他 3,646 1,156

　　　  貸倒引当金 △       19,225 △       29,601

　　　  流動資産合計 3,258,527 52.3 3,221,962 50.9

　Ⅱ 固定資産

　 (１)有形固定資産 ※1

　　　１ 建物 2,618,692 2,650,953

　　　   減価償却累計額 1,320,939 1,297,752 1,396,393 1,254,559

　　　２ 機械及び装置 1,047,264 1,055,055

　　　   減価償却累計額 919,025 128,239 936,839 118,216

　　　３ 車輌運搬具 16,632 17,102

　　　   減価償却累計額 15,800 831 15,811 1,290

　　　４ 工具器具及び備品 497,656 488,317

　　　   減価償却累計額 392,137 105,519 385,143 103,174

　　　５ 土地 616,045 616,045

　　   有形固定資産合計 2,148,388 34.5 2,093,286 33.1

　 (２)無形固定資産

　　　１ 電話加入権 1,161 1,147

　　　２ ソフトウェア             --- 24,916

　　　３ ソフトウェア仮勘定 31,740             ---

　　   無形固定資産合計 32,901 0.5 26,064 0.4

　 (３)投資その他の資産

　　　１ 投資有価証券 ※1 412,298 636,646

　　　２ 出資金 1,150 1,150

　　　３ 従業員長期貸付金 112,628 94,494

　　　４ 長期延滞債権 297,134 292,930

　　　５ 長期前払費用 7,338 3,354

　　　６ 長期定期預金 100,000 100,000

　　　７ 差入保証金 6,958 7,488

　　　８ 積立保険料 153,233 144,974

　　　９ その他             --- 3,275

　　　   貸倒引当金 △     297,157 △     296,224

　　   投資その他の資産合計 793,584 12.7 988,089 15.6

　　   固定資産合計 2,974,874 47.7 3,107,440 49.1

　　   資産合計 6,233,401 100.0 6,329,402 100.0
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金額（千円）

前事業年度

（平成17年3月31日現在）

金額（千円）

当事業年度

（平成18年3月31日現在）



区分
注記
番号 構成比(％) 構成比(％)

（負債の部）

　Ⅰ 流動負債

    １ 支払手形 637,214 767,259

    ２ 買掛金 224,961 224,824

    ３ 短期借入金 446,254 318,800

     ４ 一年以内に返済する長期借入金 681,912 656,424

    ５ 一年以内償還予定の社債 85,000 125,000

    ６ 未払金 122,714 104,237

    ７ 未払費用 35,713 40,310

    ８ 未払法人税等 156,640 24,277

    ９ 前受金 47,410 58,466

  １０ 預り金 16,790 17,554

  １１ 賞与引当金 55,977 67,992

  １２ 設備関係支払手形 39,595 14,371

  １３ その他             --- 68

       流動負債合計 2,550,185 40.9 2,419,588 38.2

　Ⅱ 固定負債

    １ 社債 235,000 410,000

    ２ 長期借入金 1,543,343 1,181,484

    ３ 退職給付引当金 258,651 205,344

    ４ 預り保証金 307,963 311,464

    ５ 繰延税金負債 102,408 199,854

    　 固定負債合計 2,447,366 39.3 2,308,147 36.5

    　 負債合計 4,997,551 80.2 4,727,735 74.7

（資本の部）

　Ⅰ 資本金 ※2 785,000 12.6 785,000 12.4

　Ⅱ 資本剰余金

    １ 資本準備金 321,688 303,930

　     資本剰余金合計 321,688 5.1 303,930 4.8

  Ⅲ 利益剰余金

    １ 任意積立金

            固定資産圧縮積立金 47,600 47,600             ---             ---
    ２ 当期未処分利益又は
       当期未処理損失(△) △　 　65,357 209,289

       利益剰余金合計 △     17,757 △0.3 209,289 3.3

   Ⅳ その他有価証券評価差額金       149,210 2.4 307,199 4.9

  Ⅴ 自己株式 ※3 △      2,290 △0.0 △      3,752 △0.1

　　   資本合計 1,235,850 19.8 1,601,667 25.3

       負債及び 資本合計 6,233,401 100.0 6,329,402 100.0
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金額（千円）

前事業年度

（平成17年3月31日現在）

当事業年度

（平成18年3月31日現在）

金額（千円）



（４）－２損益計算書

区分
注記
番号 百分比(%) 百分比(%)

　Ⅰ 売上高 3,833,193 100.0 4,425,744 100.0

　Ⅱ 売上原価

    １ 当期製品製造原価 ※1 2,978,473 3,484,906

    ２ 不動産事業原価 170,419 3,148,893 82.1 154,907 3,639,814 82.2

       売上総利益 684,300 17.9 785,930 17.8

　Ⅲ 販売費及び一般管理費

    １ 荷造運搬費 65,943 85,794

    ２ 旅費交通費 14,664 16,491

    ３ 役員報酬 62,004 64,792

    ４ 給与手当 148,257 153,677

    ５ 賞与引当金繰入額 12,661 15,910

    ６ 福利厚生費 33,226 33,677

    ７ 退職給付費用又は 19,532 16,419

      (退職給付引当金繰入額) (11,185) (6,610)

    ８ 租税公課 14,536 16,074

    ９ 通信費 9,835 9,326

  １０ 減価償却費 1,693 1,613

  １１ 研究開発費 ※1 24,265 9,226

  １２ その他 75,707 482,329 12.6 101,198 524,202 11.9

       営業利益 201,971 5.3 261,728 5.9

　Ⅳ 営業外収益

    １ 受取利息 2,064 1,967

    ２ 受取配当金 4,236 4,187

    ３ 高圧電線線下補償 5,845 5,845

    ４ 補償金収入 4,710             ---

    ５ その他 9,619 26,477 0.7 9,488 21,488 0.5

　Ⅴ 営業外費用

    １ 支払利息 69,245 56,793

    ２ 社債利息 1,685 2,266

    ３ その他 15,482 86,413 2.3 14,896 73,955 1.7

    　 経常利益 142,034 3.7 209,261 4.7

　Ⅵ 特別利益

    １ 固定資産売却益 ※2 76,286             ---

    ２ 投資有価証券売却益 43,734 85,895

    ３ 貸倒引当金戻入額 23 120,044 3.1             --- 85,895 1.9

　Ⅵ 特別損失

    １ たな卸資産除却損 378             ---

    ２ たな卸資産評価損             --- 11,939

    ３ 固定資産除却損 ※3 6,501 5,991

    ４ 役員退職慰労金 3,000 8,250

    ５ 投資有価証券売却損 508             ---

    ６ 出資金評価損 270 10,658 0.2             --- 26,180 0.6

    　 税引前当期純利益 251,421 6.6 268,975 6.0

    　   法人税、住民税、及び事業税 165,666 102,377

    　 法人税等調整額 △      32,400 133,266 3.5 △      42,691 59,686 1.3

    　 当期純利益 118,155 3.1 209,289 4.7
       前期繰越利益
       又は繰越損失(△) △    183,512 0
    　 当期未処分利益又は

       当期未処理損失(△) △     65,357 209,289
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金額（千円） 金額（千円）

前事業年度

（自　平成16年4月 1日

　　至　平成17年3月31日）

当事業年度

（自　平成17年4月 1日

    至　平成18年3月31日）



（４）－３　キャッシュ・フロー計算書

　
　　（自　平成17年4月 1日
　　　至　平成18年3月31日）

注記
番号

Ⅰ.　営業活動によるキャﾂシュ・フロー
　 　1.   税引前当期純利益 251,421 268,975
　 　2.   減価償却費 198,606 197,312
　 　3.   貸倒引当金の増減額（減少：△） △ 41 9,443
　　 4.   賞与引当金の増減額(減少：△） 3,029 12,014
　 　5.   退職給付引当金の増減額（減少：△） △ 20,760 △ 53,306
 　　6.   受取利息及び受取配当金 △ 6,301 △ 6,154
　 　7.   支払利息 70,931 56,793
　 　8.   固定資産除却損 6,501 5,991
   　9.   固定資産売却益 △ 76,286 　－
　  10.   投資有価証券売却損 508 　－
　  11.   投資有価証券売却益 △ 43,734 △ 85,895
 　 12.   出資金評価損 270 　－
    13.   売上債権の増減額（増加：△） △ 158,654 △ 132,179
 　 14.   たな卸資産の増減額（増加：△） △ 110,595 △ 147,468
  　15.   その他資産の増減額（増加：△） 13,822 △ 15,213
    16.   仕入債務の増減額（減少：△） 97,737 129,907
  　17.   その他負債の増減額（減少：△） 32,029 4,738
　　　　　　　　小　　　計 258,485 244,957
    18.   利息及び配当金の受取額 6,315 6,154
　  19.   利息の支払額 △ 70,610 △ 57,115
  　20.   法人税等の支払額 △ 43,675 △ 234,741
　　　営業活動によるキャﾂシュ・フロー 150,514 △ 40,743
Ⅱ.　投資活動によるキャﾂシュ・フロー
　 　1.　 定期預金の払戻による収入 106,000 　－
　   2. 　有形固定資産の取得による支出 △ 129,013 △ 168,991
　   3. 　有形固定資産の売却による収入 136,059 269
 　　4. 　無形固定資産の取得による支出 △ 31,740 　－
 　  5. 　投資有価証券の取得による支出 △ 600 △ 526
  　 6. 　投資有価証券の売却による収入 95,155 128,497
　   7. 　貸付金による支出 △ 6,000 　－
　   8. 　貸付金の回収による収入 21,080 22,338
　   9. 　長期定期預金の預入による支出 △ 100,000 　－
　  10. 　預り保証金による収入 24,190 3,501
    11. 　その他 △ 1,915 4,731
　　　投資活動によるキャﾂシュ・フロー 113,216 △ 10,178
Ⅲ.　財務活動によるキャﾂシュ・フロー
　 　1. 　短期借入金の純増減額（減少：△） △ 233,771 △ 127,454
　 　2.　 長期借入れによる収入 1,045,396 512,784
　 　3. 　長期借入金の返済による支出 △ 934,097 △ 900,131
 　　4. 　社債の発行による収入 100,000 310,000
 　　5. 　社債の償還による支出 △ 65,000 △ 95,000
　   6. 　自己株式の取得による支出 △ 1,858 △ 1,461
　　　財務活動によるキャﾂシュ・フロー △ 89,330 △ 301,262
Ⅳ.　現金及び現金同等物に係る換算差額 　－ 　－
Ⅴ.　現金及び現金同等物の増減額（減少：△） 174,399 △ 352,185
Ⅵ.　現金及び現金同等物期首残高 523,340 697,740
Ⅶ.　現金及び現金同等物期末残高 697,740 345,555
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区分 金額(千円) 金額(千円)

当事業年度
（自　平成16年4月 1日

　　至　平成17年3月31日）

前事業年度



注記事項

（貸借対照表関係）

　　※１　有形固定資産の内下記資産は工場財団として短期 　　※１　有形固定資産の内下記資産は工場財団として短期

　　　　　借入金446,254千円 、１年以内に返済する長期借 　　　　　借入金318,800千円 、１年以内に返済する長期借

　　　　　入金681,912千円 、長期借入金 1,543,343千円の 　　　　　入金656,424千円 、長期借入金 1,181,484千円及

　　　　　の担保に供しております。 　　　　　び被保証債務573,653千円の担保に供しておりま

　　　　　す。

　　　　　　建物　　　　　　　　　　　　　　35,739千円 　　　　　　建物　　　　　　　　　　　　　　32,220千円

　　　　　　機械及び装置　 　　　　　　　　　7,880千円 　　　　　　機械及び装置　 　　　　　　　　　7,625千円

　　　　　　土地　　　　　　　　　　　　　　    52千円 　　　　　　土地　　　　　　　　　　　　　　    52千円

　　　　　　合計　　　　　　　　　　　　　　43,672千円 　　　　　　合計　　　　　　　　　　　　　　39,898千円

　　※２　会社が発行する株式総数 普通株式 　　※２　会社が発行する株式総数 普通株式

　　　　　　　　　　　　　普通株式　　　　24,000,000株 　　　　　　　　　　　　　普通株式　　　　24,000,000株

　　　　　発行済株式総数　普通株式　　　　11,200,000株 　　　　　発行済株式総数　普通株式　　　　11,200,000株

　　※３　当社が保有する自己株式の数は普通株式10,868株 　　※３　当社が保有する自己株式の数は普通株式13,483株

　　　　　であります。 　　　　　であります。

　　　４　配当制限 　　　４　配当制限

　　　　　商法施行規則第１２４条第３号に規定する資産に 　　　　　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 　　　　　時価を付したことにより増加した純資産額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 149,210千円 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 307,199千円

　　　５　資本の欠損の額は20,048千円であります。       ５

（損益計算書関係）

　　※１．一般管理費及び当期製造費用に含まれる 　　※１　一般管理費及び当期製造費用に含まれる

　　　　　研究開発費　　　　　　　　　　　　42,321千円 　　　　　研究開発費　　　　　　　　　　　　46,207千円

　　※２．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 　　※２　

　　　　　土地　　　　　　　　　　　　　　　76,286千円

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

　　　　　建物　　　　　　　　　　　　　　　 2,488千円 　　　　　建物　　　　　　　　　　　　　　　   140千円

　　　　　機械及び装置　　　　　　　　　　　 3,725千円 　　　　　機械及び装置　　　　　　　　　　　   761千円

　　　　　工具器具及び備品　　　　　　　　　   288千円 　　　　　工具器具及び備品　　　　　　　　　 5,089千円

（キャッシュ・フロー計算書関係）

　　（１）現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲 　　（１）現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲
　　　　　起されている科目の金額との関係 　　　　　起されている科目の金額との関係

　　　　　現金及び預金勘定　　　　　　　　　697,740千円 　　　　　現金及び預金勘定　　　　　　　　　345,555千円
　　　　　現金及び同等物　　　　　　　　　　697,740千円 　　　　　現金及び同等物　　　　　　　　　　345,555千円
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(自　平成１６年４月　１日

  至　平成１７年３月３１日)

(自　平成１７年４月　１日

  至　平成１８年３月３１日)

前事業年度

当事業年度

(平成１８年３月３１日)

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）

前事業年度 当事業年度
(自　平成１７年４月　１日

  至　平成１８年３月３１日)

（平成１７年３月３１日）

(自　平成１６年４月　１日

  至　平成１７年３月３１日)



（４）－４利益処分案及び損失処理計算書

　Ⅰ 当期未処分利益又は

　   当期未処理損失(△) △ 65,357 209,289

　Ⅱ 利益処分額

　  １ 配当金              ---             --- 33,559 33,559
(１株につき３円)

　Ⅲ 損失処理額

　  １ 任意積立金取崩額  

     (１)固定資産圧縮積立金  47,600  47,600             ---

　  ２ 資本剰余金取崩額  

     (１)資本準備金 17,757 17,757             ---

　Ⅳ 次期繰越利益 0 175,729

 (注)  1.固定資産圧縮積立金は租税特別措置法に基づくものであります。
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損失処理計算書 利益処分案

金額（千円） 金額（千円）

当事業年度
（平成１８年３月３１日）

前事業年度
（平成１７年３月３１日）



重要な会計方針

前事業年度 当事業年度

（自　平成１６年４月　１日 （自　平成１７年４月　１日

　　至　平成１７年３月３１日） 　　至　平成１８年３月３１日）

１　有価証券の評価基準及び その他有価証券　 同左

　　評価方法 時価のあるもの　期末日の市場価格等

　　　　　　　　に基づく時価法（評

　　　　　　　　価差額は全部資本直

　　　　　　　　入法により、売却原

　　　　　　　　価は移動平均法によ

　　　　　　　　り算定しております

　　　　　　　　。)

時価のないもの　移動平均法による原

　　　　　　　　価法を採用しており

　　　　　　　　ます。

２　デリバティブ取引の評価基 時価法 同左

　　準及び評価方法

３　たな卸資産の評価基準及び 仕掛品　　　　　個別法による原価法 同左

　　評価方法 　　　　　　　　を採用しております。

原材料、貯蔵品　移動平均法による原

　　　　　　　　価法を採用しており

　　　　　　　　ます。

４　固定資産の減価償却の方法 有形固定資産　　定率法　 有形固定資産　　定率法　

ただし、建物（附属設備を除く）につ ただし、建物（附属設備を除く）につ
いては定額法によっております。なお、 いては定額法によっております。なお、

主な耐用年数は以下の通りであります。 主な耐用年数は以下の通りであります。

　建物　　　　　　３年～５０年 　建物　　　　　　３年～５０年

　機械及び装置　　４年～１２年 　機械及び装置　　４年～１２年

無形固定資産　　定額法 無形固定資産　　定額法

なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用期間（５年）

に基づいております。

長期前払費用　　均等償却 長期前払費用　　均等償却

５　引当金の計上基準 (１)貸倒引当金 同左

　　売上債権、貸付金等の貸倒損失に

  備えるため、一般債権については貸

　倒実績率により、貸倒懸念債権等特

　定の債権については個別に回収可能

　性を検討し、回収不能見込額を計上

　しております。

(２)賞与引当金

　　従業員に対して支給する賞与にあ

　てるため会社が算定した当期に負担

　すべき支給見込額を計上しておりま

　す。

(３)退職給付引当金

　　従業員の退職給付に備えるため、

　当事業年度末における退職給付債務

　の見込額に基づき、当期末において

　発生していると認められる額を計上

　しております。

　　なお、会計基準変更時差異

　(231,596千円) については、15年

　による按分額を費用処理しておりま

　す。
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項目



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 同左

　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。

７　ヘッジ会計の方法 ①　ヘッジ会計の方法 同左

　　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ので、特

　　例処理を採用しております。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

　　(ヘッジ手段)  (ヘッジ対象)

　　金利スワップ　長期借入金利息

③　ヘッジ方針

　　借入金の金利変動リスクを回避す

　　る目的で金利スワップ取引を行っ

　　ており、ヘッジ対象の識別は個別

　　契約ごとに行っております。

④　ヘッジの有効性評価の方法

　　金利スワップの特例処理の要件を

　　満たしているので、決算日におけ

　　る有効性の評価を省略しておりま

　　す。

８　キャッシュ・フロー計算 　　キャッシュ・フロー計算書におけ 同左

　　書における資金の範囲 　　る資金（現金及び現金同等物）は、

　　手許現金、随時引き出し可能な預

　　金及び容易に換金可能であり、か

　　つ、価値の変動について僅少なリ

　　スクしか負わない取得日から３ヶ

　　月以内に償還期限の到来する短期

　　投資からなっております。

９　その他財務諸表作成のた 　消費税等の会計処理 同左
　　めの基本となる重要な事 　　消費税及び地方消費税の会計処理
　　項 　は税抜方式を採用しております。
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会計処理の変更
前事業年度 当事業年度

（自　平成１６年４月　１日 （自　平成１７年４月　１日
　　至　平成１７年３月３１日） 　　至　平成１８年３月３１日）

　固定資産の減損に係る会計基準
　当事業年度から「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。
これによる損益に与える影響はありません。
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（リース取引関係）

項目

１ リース物件の所有権が借 １リース物件の取得価額相当額、減 １リース物件の取得価額相当額、減
　 主に移転すると認められ 　価償却累計額相当額及び期末残高 　価償却累計額相当額及び期末残高
　 るもの以外のファイナン 　相当額 　相当額
　 ス・リース取引 取得価額 減価償却 期末残高 取得価額 減価償却 期末残高

相当額 累計額 相当額 相当額 累計額 相当額
相当額 相当額

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
機械及び 機械及び
装置 280,403 135,750 144,653 装置 410,603 185,108 225,495
車輌 車輌
運搬具 5,828 4,124 1,704 運搬具 5,828 5,290 538
工具器具 工具器具
及び備品 及び備品
ほか 47,470 26,289 21,181 ほか 47,470 33,122 14,348

合計 333,703 166,163 167,539 合計 463,903 223,520 240,382

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　　　　　　　47,998千円    １年内　　　　　　　　60,314千円
   １年超 　　　　　　128,230千円    １年超 　　　　　　　189,221千円
   合計 　　　　　　　176,228千円    合計　　　　　　　　 249,536千円

３ 当期の支払リース料、減価償却 ３ 当期の支払リース料、減価償却
　 費相当額及び支払利息相当額 　 費相当額及び支払利息相当額
   支払リース料　　　　64,124千円    支払リース料　　　　　64,917千円
   減価償却費相当額 　 57,829千円    減価償却費相当額 　　 57,356千円
   支払利息相当額 　　　5,919千円    支払利息相当額　 　　　8,251千円

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 同左
   存価額を零とする定額法によっ
   ております。

５　利息相当額の算定方法 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 同左
    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。

２ オペレーテｲング・リー 未経過リース料 未経過リース料
　 ス取引    １年内　　　　　　　 1,881千円    １年内　　　　　　　　 1,969千円

   １年超　　　　　　　 2,487千円    １年超 　　　　　　　    526千円
   １年超　　　　　　　 4,369千円    合計　　　　　　　　   2,495千円
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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)



（有価証券関係）

１　その他有価証券で時価のあるもの

取得原価 貸借対照表計上額 差　　額 取得原価 貸借対照表計上額 差　　額
(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

(１) 株式 150,354 402,962 252,608 118,103 636,146 518,042
(２) 債券

貸借対照表計上額が 　 ①国債・
取得原価を超えるもの 　　 地方債等       ---       ---       ---       ---       ---       ---

   ②社債       ---       ---       ---       ---       ---       ---
   ③その他       ---       ---       ---       ---       ---       ---
(３) その他       ---       ---       ---       ---       ---       ---

小計 150,354 402,962 252,608 118,103 636,146 518,042
(１) 株式 9,825 8,836     △    989       ---       ---       ---
(２) 債券       ---       ---       ---       ---       ---       ---

貸借対照表計上額が 　 ①国債・       ---       ---       ---       ---       ---       ---
取得原価を超えないもの　　 地方債等

   ②社債       ---       ---       ---       ---       ---       ---
   ③その他       ---       ---       ---       ---       ---       ---
(３) その他       ---       ---       ---       ---       ---       ---

小計 9,825 8,836     △    989       ---       ---       ---
160,179 411,798 251,619 118,103 636,146 518,042

売却額 売却益の合計額 売却損の合計額 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

95,155 43,734 508 128,497 85,895

３　時価評価されていない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額
  (１)その他有価証券
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　　至　平成17年3月31日）     至　平成18年3月31日）

（平成１８年３月３１日現在）
当事業年度前事業年度

（平成１７年３月３１日現在）
種類

（自　平成16年4月 1日 （自　平成17年4月 1日

区分

２　前事業年度中及び当事業年度中に売却したその他有価証券

合計

前事業年度 当事業年度

非上場株式(店頭売買株式を除く)

内容
 貸借対照表計上額(千円)  貸借対照表計上額(千円)

     　　 　500     　　 　500

前事業年度 当事業年度
(平成17年3月31日) (平成18年3月31日)



（退職給付関係）

前事業年度 当事業年度
　           （自　平成16年4月 1日 　           （自　平成17年4月 1日
　　           至　平成17年3月31日） 　　           至　平成18年3月31日）
１　採用している退職給付制度の概要 １　採用している退職給付制度の概要
　　　確定給付型の制度として、退職一時金制度及び 　　　確定給付型の制度として、退職一時金制度及び
　　総合設立型の厚生年金基金制度を設けております。 　　総合設立型の厚生年金基金制度を設けております。

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
イ退職給付債務                      △ 413,042千円 イ退職給付債務                      △ 344,302千円
ロ未積立退職給付債務　　　　　　　  △ 413,048千円 ロ未積立退職給付債務　　　　　　　  △ 344,302千円
ハ会計基準変更時差異の未処理額　　　   154,397千円 ハ会計基準変更時差異の未処理額　　　   138,957千円
ニ個別貸借対照表計上額純額（ロ＋ハ）△ 258,651千円 ニ個別貸借対照表計上額純額（ロ＋ハ）△ 205,344千円
ホ退職給付引当金                    △ 258,651千円 ホ退職給付引当金                    △ 205,344千円
（注) 退職給付債務の算定にあたり簡便法を採用して （注) 退職給付債務の算定にあたり簡便法を採用して
      おります。       おります。

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
イ勤務費用                              90,355千円　 イ勤務費用                             111,635千円　
ロ会計基準変更時差異の費用処理額　　　　15,439千円 ロ会計基準変更時差異の費用処理額　　　　15,439千円
ハ退職給付費用（イ＋ロ）               105,794千円 ハ退職給付費用（イ＋ロ）               127,074千円
（注）１　厚生年金基金に対する従業員拠出額を控除 （注）１　厚生年金基金に対する従業員拠出額を控除
　　　　　しております。 　　　　　しております。
　　　２　自社の拠出に対応する年金資産の額を合理 　　　２　自社の拠出に対応する年金資産の額を合理
　　　　　的に計算することが出来ない厚生年金基金 　　　　　的に計算することが出来ない厚生年金基金
　　　　　の給与総額割合により計算した年金資産の 　　　　　の給与総額割合により計算した年金資産の
　　　　　額　　　　　　　　　　　　　 610,567千円 　　　　　額　　　　　　　　　　　　　 802,093千円

４　退職給付債務の計算の基礎に関する事項 ４　退職給付債務の計算の基礎に関する事項
　　会計基準変更時差異の処理年数　　１５年 同左
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（税効果会計関係）

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別 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 　　の内訳

　　繰延税金資産 　　繰延税金資産

　　　退職給付引当金損金算入限度 　　　退職給付引当金損金算入限度

　　　超過額　　　　　　　　　　　　　　     98,124千円 　　　超過額　　　　　　　　　　　　　　     83,575千円

　　　貸倒引当金損金算入限度超過額　　    128,736千円 　　　貸倒引当金損金算入限度超過額　　    132,580千円

　　　賞与引当金損金算入限度超過額　　　     22,782千円 　　　賞与引当金損金算入限度超過額　　　     27,673千円

　　　未払事業所税　　　　　　　　　　　　　       457千円 　　　未払事業所税　　　　　　　　　　　　　       486千円

　　　減価償却費　　　　　　　　　　　　　      2,352千円 　　　減価償却費　　　　　　　　　　　　　      1,813千円

　　　たな卸資産評価損否認 　　19,177千円 　　　たな卸資産評価損否認 　　26,094千円

　　　未払事業税 　　13,192千円 　　　未払事業税 　　 3,544千円

　　　出資金評価損否認        109千円 　　　出資金評価損否認        109千円

　　　繰延税金資産　小計    284,929千円 　　　繰延税金資産　小計    275,874千円

　　　評価性引当額 △ 284,929千円 　　　評価性引当額 △ 233,183千円

　　繰延税金資産合計          0千円 　　繰延税金資産合計     42,691千円

　　繰延税金負債 　　繰延税金負債

　　　その他有価証券評価差額金 △ 102,408千円 　　　その他有価証券評価差額金 △ 210,843千円

　　繰延税金負債　小計 △ 102,408千円 　　繰延税金負債　小計 △ 210,843千円

　　差引繰延税金負債の純額 △ 102,408千円 　　差引繰延税金負債の純額 △ 168,151千円

（注）繰延税金負債の純額は以下のとおりです。

　　流動資産－繰延税金資産 　　31,702千円

　　固定資産－繰延税金負債 △ 199,854千円

　　差引繰延税金負債の純額 △ 168,151千円

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担 ２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

　　率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原 　　率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

　　因となった主な項目別の内訳 　　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）

　　　評価性引当額 5.8%    　　　評価性引当額 △19.2%    

　　　同族会社の留保金課税 6.4%    　　　同族会社の留保金課税 1.9%    

　　　住民税均等割額 1.5%    　　　住民税均等割額 1.7%    

　　　交際費損金不算入 1.1%    　　　交際費損金不算入 0.6%    

　　　試験研究費特別控除 △1.7%    　　　受取配当金等の益金不算入 △0.2%    

　　　その他 △0.8%    　　　試験研究費等特別控除 △3.5%    

　　　税効果会計適用後の法人税等の負担率 53.0%    　　　その他  0.2%    

　　　税効果会計適用後の法人税等の負担率 22.2%    
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前事業年度 当事業年度
（平成18年3月31日）（平成17年3月31日）



（デリバティブ取引関係）

ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。

（関連当事者との取引）
　前事業年度
１　役員及び個人主要株主等

(千円) 割合% (千円) (千円)

(注)1　ｳﾉｻﾜｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ株式会社は代表取締役社長宇野澤虎雄が株式の過半数を所有する会社であるとともに法人主要株主（その他の関係会社）でもあります。

    2　価格の決定、支払条件等取引条件は当社と関連を有しない取引会社と同様の条件としています。

    3　取引金額には消費税は含まず、期末残高は消費税を含んでいます。

　当事業年度
１　役員及び個人主要株主等

(千円) 割合% (千円) (千円)

(注)1　ｳﾉｻﾜｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ株式会社は代表取締役社長宇野澤虎雄が株式の過半数を所有する会社であるとともに法人主要株主（その他の関係会社）でもあります。

    2　価格の決定、支払条件等取引条件は当社と関連を有しない取引会社と同様の条件としています。

    3　取引金額には消費税は含まず、期末残高は消費税を含んでいます。

（１株当たり情報）

１株当たり純資産額　　　　　　　　110円45銭 １株当たり純資産額               143円18銭
１株当たり当期純利益額            10円56銭 １株当たり当期純利益額　　　　　　 18円71銭
(注)1　潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載しておりません。

    2　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。
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11,678

紙ﾊﾟﾙﾌﾟｴﾝ
ｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

被所有直接 兼 任 当社製品の
販売

17,124
21.70

営業取引

          至   平成17年3月31日)

前事業年度 当事業年度

          至   平成18年3月31日)
         (自   平成16年4月 １日          (自   平成17年4月 １日

取引金額
科目

資本金又は
出資金

議決権等の
所有(被所

有)
期末残高

ｳﾉｻﾜｴﾝｼﾞ
ﾆｱﾘﾝｸﾞ株
式会社

東京都渋谷
区

30,000
紙ﾊﾟﾙﾌﾟｴﾝ
ｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

被所有直接
21.70

役員の兼任
等

事業上の関
係

兼 任

会社等の名
称

属性

営業取引
(製品の販
売)

取引の内容

１人
当社製品の
販売

事業の内容
又は職業

住所

関係内容

売掛金 8,006

属性
会社等の名

称
住所

資本金又は
出資金 事業の内容

又は職業

議決権等の
所有(被所

有)

関係内容

提出会社の
役員が議決
権の過半数
を自己の計
算において
所有してい
る会社

提出会社の
役員が議決
権の過半数
を自己の計
算において
所有してい
る会社

ｳﾉｻﾜｴﾝｼﾞ
ﾆｱﾘﾝｸﾞ株
式会社

東京都渋谷
区

30,000 売掛金 4,333

役員の兼任
等

事業上の関
係

取引の内容
取引金額

科目
期末残高

１人 (製品の販
売)

項目
前事業年度 当事業年度

（自　平成16年4月 1日

　　至　平成17年3月31日）

（自　平成17年4月 1日

    至　平成18年3月31日）

普通株式の期中平均株式数（千円）

118,155

118,155
11,193

１株当たり当期純利益
当期純利益（千円）
普通株主に帰属しない金額（千円）
普通株式に係る当期純利益（千円）

11,187

209,289

209,289



（５）売上、受注及び受注残高の状況

（売上高表）
（単位：千円）

金額 比率％ 金額 比率％ 金額 比率％

真 空 ポ ン プ 1,476,046 38.5 1,744,138 39.4 268,092 18.2

製 送 風 機 ・ 圧 縮 機 684,234 17.9 901,879 20.4 217,645 31.8

部 品 お よ び 修 理 824,190 21.5 951,332 21.5 127,142 15.4

そ の 他 257,266 6.7 229,950 5.2 △ 27,316 △ 10.6

品 小 計 3,241,736 84.6 3,827,299 86.5 585,563 18.1

内 （ 輸 出 品 ）  (408,852)   ＊(12.6)  (792,814)   ＊(20.7)  (383,962)  (93.9)

591,456 15.4 598,445 13.5 6,989 1.2

3,833,192 100.0 4,425,744 100.0 592,552 15.5

（注）＊の輸出品構成比率は製品売上高に対するものであります。

（製品受注高表）
（単位：千円）

前　期 当　期

金　額 金　額 金　額 比　率

真 空 ポ ン プ 1,695,789 1,842,957 338,284 8.7

送 風 機 ・ 圧 縮 機 733,179 851,814 80,770 16.2

部 品 お よ び 修 理 827,608 976,822 74,611 18.0

そ の 他 328,186 208,991 9,055 △ 36.3

合 計 3,584,762 3,880,584 502,721 8.3

（製品受注残高表）
（単位：千円）

前　期 当　期

金　額 金　額 金　額 比　率

真 空 ポ ン プ 589,676 688,495 98,819 16.8

送 風 機 ・ 圧 縮 機 374,746 324,681 △ 50,065 △ 13.4

部 品 お よ び 修 理 69,972 95,463 25,491 36.4

そ の 他 103,000 82,042 △ 20,958 △ 20.3

合 計 1,137,394 1,190,681 53,287 4.7

（６）役員の異動

　　　（1）新任取締役候補

（現　玉川工場資材部長）
（現　営業部長）
（現　総務部長兼生産管理室長）

　　　（2）退任予定取締役

　　　　　　　　石　森　通　昭 （現　取締役玉川工場長）

　　　（2）新任監査役候補

　　　　　　　　小　野　浩　道 （現　小野浩道税理士事務所開業）
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　　　　　　　　最　所　敏　明
　　　　　　　　村　越　　功

該当事項ありません

　　　　　　　　伊　藤　　芳

     1.代表者の異動

     2.その他の役員の異動

前　　期 当　　期

部　門　別
平成16年４月　１日から 平成17年４月　１日から

部　　　門
対前年同期増減

不 動 産 部 門

合 計

部　　　門
対前年同期増減

対前年同期
平成17年３月３１日まで 平成18年３月３１日まで 増　 減 


