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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                               （単位：百万円未満四捨五入） 

 売  上  高 営 業 利 益 経 常 利 益 
 
18年3月期 
17年3月期 

百万円   ％
4,828（△12.8）
5,538（  4.5）

百万円   ％
267 (△55.5）
599（ 30.5）

百万円   ％
268（△56.4）
615（ 31.8）

 

 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   ％ 
106（△69.1） 
343（ 35.4） 

21円33銭
69円12銭

   
― 
― 

％
2.1
6.8

％ 
4.5 
10.2 

％
5.6
11.1

(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   4,960,000株    17年3月期   4,960,000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 

 
18年3月期 
17年3月期 

15円
15円

 
― 
― 

15円
15円

百万円
74
74

％ 
70.3 
 21.7 

％
1.4
1.5

(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
 

18年3月期 
17年3月期 

百万円 
5,682 
6,146 

百万円
5,144
5,119

％ 
90.5 
83.3 

1,037円15銭
1,032円04銭

(注)期末発行済株式数   18年3月期   4,960,000株   17年3月期   4,960,000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 

 
18年3月期 
17年3月期 

百万円 
55 
729 

百万円
△152
△60

百万円 
△74
△204

百万円
1,224
1,395

 
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  
 

中間期 
通 期 

百万円 
2,570 
5,220 

百万円
228
475

百万円
126
263

0円 
― 

 
― 
15円 

 
― 
15円 

（参考）１株当たり予想当期純利益(通期)  53円 00銭 

 

※ 業績予想につきましては、本資料の発表日現在入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績 

は、今後さまざまな要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。上記業績予想に関する事項につ

きましては、添付資料の7ページを参照してください。 
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１. 企業集団の状況 

   該当事項はありません。 

 

 

２. 経営方針 

（1）経営の基本方針 

当社は、「米飯主食文化を世界へ」を理念とし、「手作りの味覚を失わない」お米商品の提案と

機械の開発を行い、主食としてのご飯の地位向上と、世界の人々が魅力を感じる美味しいお米商品

の普及に努めてまいります。 

 

（2）会社の利益配分に関する基本方針 

 当社は、利益配分につきましては、将来の事業展開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に、経営基盤強化を考慮し、安

定配当とのバランスを勘案して決定いたしております。 

 内部留保金につきましては、生産設備及び販売網の強化・整備などに有効投資を行い、経営の安

定と事業の拡大に努めてまいります。 

  

（3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

 当社は、平成16年4月1日に株式投資単位を100株に引下げ、これにより投資家層の拡大及び流通

の活性化を図ってまいりました。株式投資単位については、株主構成、流動性、投資金額を考慮し

て決定する方針であり、今後とも当社株式の動向を注視しつつ慎重に検討を進めてまいります。 

 

（4）目標とする経営指標 

当社は、企業価値を高めるための目標として以下の数値を経営指標として掲げております。 

   また、目標の実現あるいは目標へ近づけることで企業価値を向上させ、株主への利益還元を充実さ

せたいと考えております。 

    ・海外売上比率２０％以上（中期目標） 

      海外においてお米の人気は上昇しておりますことから、当事業年度の海外売上比率は15.8％

（前年度10.2％）に増加しました。また、平成18年３月に米国に販売子会社を設立し、米国

市場におけるサービスの強化と販売促進を図り、その他地区への販売増も実現し、総売上に

占める海外売上比率20％以上を目標にしてまいります。 

 

（5）中長期的な会社の経営戦略 

 当社は、ユーザーのコスト削減・省力化のニーズを充たす独創的な機械の開発を行い、技術開発

型企業として業界から高い評価を受けてまいりました。 

こうした状況下において、中長期的な経営戦略としては、付加価値の高い会社づくりを目指すべ

く、昨年度に引き続き、新年度も「第二の鈴茂器工の創成期」と位置づけ展開していきたいと考え

ております。これからは上場企業としてコンプライアンス(法令遵守)の徹底を図り、コーポレート
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ガバナンス(企業統治)を確立し、社会に貢献できるグローバルな展開をしてゆく企業として、新し

い鈴茂器工を創り上げてゆく所存でおります。具体的な経営戦略は以下のとおりであります。 

① 顧客志向を追求した付加価値の創造 

当社は、顧客ニーズに対する優れたサービス提供という観点で、顧客視点のマーケティングに

基づき、新製品、新サービスの開発をめざし、お客さまに対して提供する新しいサービスを提案

し、お客さまのコスト削減や利益増大に貢献すると共に、顧客サービス全般についての質の向上

を図っていきたいと考えております。 

② 海外展開の加速とマーケティングの強化 

既存顧客に対する現地密着によるサービスの強化と米国市場における販売促進を目的に、平成

18年３月、米国に子会社を設立しました。引き続き潜在市場の大きい海外での事業を展開するた

めに、マーケットの深耕及び拡大を積極的に取り組んでまいります。また、今期の全売上高に占

める海外売上の割合は15.8％でしたが、サービスの強化と販売促進を図り、総売上に占める海外

売上比率２０％以上を目指してまいります。 

③ ライセンス取得による利益基盤の確立(ＩＳＯ９００１) 

昨年より取り組んでおりました、品質保証の世界規格である「ＩＳＯ９００１」認証を平成18

年４月５日に取得いたしました。この認証取得により全社員が一丸となり、品質マネジメントシ

ステムの確立、効率的運用を実践し、継続的改善を通じて更なる顧客ニーズの実現に努め、適正

品質、適正価格の中で製品を提供できる体制を構築していかなければならないと考えております。 

④ お客さま満足度の向上 

お客さま起点の発想を徹底し、お客さま一人ひとりの「満足」を生み出す価値ある製品とサー

ビスの創造に挑戦します。また、大阪営業所を平成18年５月より新住所に移転し、ショールーム

の充実と地域密着型のサービス提供により、お客さま満足度の向上に努めてまいります。 

⑤ 管理職社員の人材育成 

事業戦略の構築と推進、新たなマーケティング施策の構築など、いずれにおいても要となるの

は人と組織の活力であると考えております。今期は管理職社員の教育を重点に、研修会などによ

り人的基盤づくりを進め、今後さらにその強化を図ってまいります。 

 

（6）会社が対処すべき課題 

外食産業全般におきましては、多様化する消費者嗜好や企業競争の激化等により、引き続き厳し

い経営環境で推移すると思われます。また、個人消費についても本格的な回復には時間を要するも

のと考えられております。 

このような状況の中で、当社の主要販売先であります回転寿司業界、フードサービス業界、惣菜

業界は、機械化・省力化をベースとした機器開発のチャンスが多く存在すると思われますので、常

にお客さまのニーズを意識して商品開発を進めてまいります。 

平成18年度の重点課題としては、米飯および惣菜市場に注力して、主力製品の小型寿司シャリ玉

ロボット「ＳＳＮシリーズ」、海苔巻きロボット「ＳＶＲシリーズ」等の拡販を目指します。また、

主力製品になりつつあるシャリ弁ロボ（ご飯計量盛り付け機）の本格的な育成や新製品の超小型包

装寿司ロボット「ＳＧＰ－ＳＮＡ」の販売促進に努めます。 
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特に、シャリ弁ロボは３年前より市場投入をしておりますが、今年度より新たに全国展開を図る

べく、営業組織を整備し、その強化を図ってまいります。 

また、海外展開については、米国市場の売上増加と効率的な販売活動を展開するため、平成18年

３月に子会社を設立し、６月には業務を開始する予定であります。既に、北米に向けて「ＵＬ基

準・ＮＳＦ基準」をクリアした製品ラインアップの強化・充実を図っておりますので、地域に密着

した市場開拓と販売体制の構築に向けた取り組みを進めてまいります。 

 

（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 

当社の内部管理体制の整備・運用状況の詳細につきましては、今後別途公表しますコーポレー

ト・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」

をご参照下さい。 

 

（9）その他、会社の経営上の重要な事項 

該当事項はありません。 
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３. 経営成績及び財政状態 

（1）当期の概況 

  当期におけるわが国経済は、原油高や不安定な海外情勢の懸念はあるものの、好調な企業

収益を背景とした設備投資の増加や個人消費の堅調さなど、総じて緩やかな景気回復基調で

推移しております。 

外食産業におきましては、昨年に引き続いてＢＳＥ（牛海綿状脳症）や鳥インフルエンザ

等、食の安全や安心に関わる問題に加え、ますます激化する企業間の販売競争、企業の合

併・買収や事業部門の譲渡など、企業を取巻く外部環境に大きな変化が起きてきています。 

一方、消費者ニーズの多様化や高度化、さらには根強い低価格志向など、経営環境は依然

として厳しい状況が継続しております。 

この様な外部環境の中で、当社は回転寿司業界、フードサービス業界、惣菜業界等の顧客

ニーズに適合した省力化機器の開発に取組んでまいりました。昨年下期には、かねてから開

発しておりました超小型包装寿司ロボット「ＳＧＰ－ＳＮＡ」を発表することができました。

主な特長は、超コンパクト設計であり、お寿司の鮮度が長時間維持されるよう工夫された独

創性にあります。現在、積極的な宣伝活動を推進しております。 

  当期の販売状況につきましては、業界全般の設備投資抑制や競合品の販売競争の影響を受

ける中、当社独自のスズモフェアの開催と充実、新たなお客様への新規開拓、さらには既存

のお客様に対しての着実な販売活動など、きめ細かな販売活動の推進を展開してまいりまし

た。しかしながら、主力製品の寿司・おむすび兼用ロボット「ＳＳＧ－ＧＴＯ」等が、大口

ユーザーを中心とした設備投資抑制の影響を大きく受けて売上の減少を余儀なくされました。 

生産面におきましては、開発から製造までの業務の効率化による生産体制の見直しと、品

質の更なる向上に注力してまいりました。特に、平成17年度は、品質保証体制の確立を目指

し「ＩＳＯ９００１」の認証取得に全社をあげて取組み、平成18年４月に認証を取得いたし

ました。加えて、販売費及び一般管理費についても、諸費用の全面的な見直しを行い、業務

改善とコスト削減に全力で取組み、業績の向上に努めてまいりました。 

このような事業活動を展開してまいりましたが、遺憾ながら当期の売上高合計は48億28百

万円（前期比12.8％減）と大幅に減収となりました。 

その内訳は、寿司・おむすびロボット等の製品売上高39億8百万円（前期比17.9％減）、

炊飯関連機器等及び食品資材の商品売上高8億28百万円（前期比16.7％増）、その他売上高

92百万円（前期比36.7％増）となりました。 

また利益につきましては、営業利益は2億67百万円（前期比55.5％減）、経常利益は2億68

百万円（前期比56.4％減）、当期純利益は1億6百万円（前期比69.1％減）となりました。 

 

（2）財政状態 

   ①資産・負債及び資本の状況 

    当事業年度における資産の残高は56億82百万円となり、前事業年度と比較して4億64百万

円減少しました。これは現金及び預金の減少1億71百万円、売掛金の減少3億58百万円、な

どが主な要因であります。 

   当事業年度における負債の残高は5億38百万円となり、前事業年度と比較して4億89百万
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円減少しました。これは未払法人税等の減少1億79百万円、未払消費税等の減少61百万円、

買掛金の減少37百万円、固定負債の減少1億64百万円などが主な要因であります。 

    当事業年度における資本の残高は51億44百万円となり、前事業年度と比較して25百万円

増加しました。これは当期未処分利益の増加31百万円などが主な要因であります。 

    ②キャッシュ・フローの状況 

     当期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、固定資産取得による支

出の増加等により前事業年度末より1億71百万円減少し、当事業年度末には12億24百万円

（対前期比12.3％減）となりました。 

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当事業年度において、営業活動の結果増加した資金は55百万円(前年同期は729百万円増

加)となりました。 

これは主に売上債権の減少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） 

当事業年度において、投資活動の結果減少した資金は152百万円（前年同期は60百万円減

少）となりました 

これは主に有形固定資産の取得による支出223百万円等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） 

当事業年度において、財務活動の結果減少した資金は74百万円（前年同期は204百万円減

少）となりました。 

これは配当金の支払額74百万円によるものであります。 

 

（3）キャッシュ・フロー指標のトレンド 

 第43期 第44期 第45期 第46期 

 平成15年3月期 平成16年3月期 平成17年3月期 平成18年3月期

自己資本比率(%) 78.6 83.4 83.3 90.5

時価ベースの自己資本比率(%)      ―     55.7     73.4     75.3

債務償還年数(年)            0.2       ―       ―       ―

インタレスト・カバレッジ・ 

レシオ 
80.4  ― 624.2 252.8 

（注） 自己資本比率：自己株主資本／総資産 

   時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

   債務償還年数：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 

※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しており

ます。 

※ 営業キャッシュ・フローはキャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フロー

を使用しております。有利子負債は、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。また、利払いについては、キャッシュ・フロー計

算書の利息の支払額を使用しております。 

※ 債務償還年数の第44期は営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスのため、第45期、第

46期は有利子負債の残高がないため記載しておりません。 
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 ※ インタレスト・カバレッジ・レシオの第44期欄は、営業活動によるキャッシュ・フローがマ

イナスのため記載しておりません。 

 

（4）事業等のリスク 

①ユーザーの出店計画等の影響について 

      当社は、回転寿司、持ち帰り寿司等の寿司店、スーパーマーケット及びレストラン等を

ユーザーとしております。広域的に店舗展開している大手回転寿司業者等については、継

続的に当社製品を購入して頂いておりますが、大半のユーザーについては、スポット的に

受注があります。 

     当社といたしましては、大手回転寿司業者、コンビニエンスストア向け大手惣菜業者等

の大口顧客に対する提案営業、定期的な新製品の市場投入等を行うことにより、各業界に

おける継続的なニーズの掘り起こしを図っております。 

        ただし、ユーザーが新規出店等の設備投資を抑制した場合には、当社の業績は、影響を

受ける可能性があります。 

②他社との競合について 

      当社が主要な事業領域としている寿司ロボット市場については、当社の他、業務用食品

加工機械を製造している業者等、数社が参入しておりますが、当社においては、他社に先

駆けて昭和56年より寿司ロボットの製造販売を開始していること等により、既に一定の市

場シェアを有しているものと考えております。これまでにおいても、小型寿司ロボットの

改良型のほか、お櫃型ロボットに改良を加えた寿司・おむすび兼用お櫃型ロボット、ご飯

を正確に計量し、盛り付けるシャリ弁ロボット、超小型包装寿司ロボット等を発売し、市

場シェアの拡大を図っております。 

    今後においても、新製品の市場投入による市場占有率の拡大、部品点数の削減等による

原価低減を図ると共に、惣菜業者を対象としたコンビニエンスストア向けの大型のおむす

びロボットの提案等を行うことにより、業績拡大を図る方針であります。 

      ただし、将来においても、当社の市場シェアを維持できる保証はなく、競合が激化した

場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。当社においては、お櫃型ロボッ

トをはじめとした各主要製品について、特許権及び実用新案権を取得し、競争力の維持に

努めておりますが、他社が当該特許に抵触しない類似製品を市場投入しない保証はなく、

その場合は、当社の業績は影響を受ける可能性があります。さらに、おむすびロボットに

ついても市場投入後間もなく、市場占有率も低いことにより、寿司ロボットと同様に当社

業績に寄与するかどうか、現時点で判断することは困難であります。 

 

（5）次期の見通し 

    今後の見通しにつきましては、国内景況感は改善してきており、消費動向も改善傾向にて

推移してきておりますが、一部不安要因も見られ、先行きは依然として不透明感があります。 

 外食業界におきましては、顧客ニーズの多様化や高度化、更には根強い低価格化志向など、

経営環境は依然として厳しい状況が続くものと思われます。 

 このような状況下にあって、当社が継続的に発展していくためには、将来のための投資と

活動しやすい環境の整備が不可欠になります。その中でも、要員の増強をはじめ、営業力や

ノウハウの蓄積など各種強化策により、前向きにチャレンジしていきたいと思っております。 

  当社の平成19年3月期通期業績見通しにつきましては、売上高52億20百万円（対前期比

8.1%増加）、経常利益475百万円（対前期比77.4%増加）、当期純利益263百万円（対前期比

148.4%増加）を見込んでおります。 
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４. 個別財務諸表等 

 

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) 

比較増減 
（△は減）

      期  別 
 
 

  科  目  金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金  1,394,922 1,223,772  △171,150

２ 受取手形  113,174 77,861  △35,313

３ 売掛金  1,003,937 646,019  △357,918

４ 商品  13,670 16,567  2,897

５ 製品  686,137 679,274  △6,863

６ 材料  208,958 217,925  8,967

７ 仕掛品  38,432 65,680  27,248

８ 貯蔵品  7,175 4,538  △2,637

９ 前払費用  10,528 13,778  3,250

10 未収法人税等  ― 133,503  133,503

11 未収消費税等  ― 17,044  17,044

12 繰延税金資産  55,242 70,795  15,553

13 その他の流動資産  101,517 12,186  △89,331

14 貸倒引当金  △514 △256  257

流動資産合計  3,633,178 59.1 3,178,685 55.9 △454,493

Ⅱ 固定資産    

(1) 有形固定資産 ※2   

１ 建物  1,150,979 1,133,861  △17,117

２ 構築物  41,692 37,073  △4,619

３ 機械及び装置  182 157  △26

４ 車両運搬具  9,093 6,156  △2,938

５ 工具器具備品  94,722 103,737  9,015

６ 土地  677,442 766,171  88,728

有形固定資産合計  1,974,111 32.1 2,047,155 36.0 73,044

(2) 無形固定資産    

１ ソフトウェア  18,092 60,009  41,918

２ ソフトウェア仮勘定  36,750 ―  △36,750

３ 電話加入権  5,334 5,334  ―

無形固定資産合計  60,175 1.0 65,343 1.2 5,168

(3) 投資その他の資産    

１ 投資有価証券  108,925 101,759  △7,166

２ 出資金  4,900 4,900  ―

３ 従業員貸付金  20,605 18,380  △2,225

４ 破産更生債権等  904 854  △50

５ 長期前払費用  1,828 1,389  △439

６ 差入保証金  106,562 90,696  △15,865

７ 会員権等  88,954 88,954  ―

８ 繰延税金資産  181,338 122,068  △59,269

９ 保険積立金  39,113 37,014  △2,099

10 貸倒引当金  △74,748 △75,245  △498

投資その他の資産合計  478,380 7.8 390,770 6.9 △87,611

固定資産合計  2,512,666 40.9 2,503,267 44.1 △9,399

資産合計  6,145,845 100.0 5,681,952 100.0 △463,892
   
   ※ 金額の表示は、千円未満を四捨五入して表示しております。以下同じ。 
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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) 

  比較増減 
（△は減）

       期  別 
 
 

科  目   金額（千円） 
構成比
(％)

 金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円)

(負債の部)     

Ⅰ 流動負債     

１ 買掛金  144,926 108,234  △36,692

２ 未払金  78,996 63,568  △15,428

３ 未払法人税等  188,372 8,879  △179,494

４ 未払消費税等  60,696 ―  △60,696

５ 未払費用  71,107 64,620  △6,487

６ 前受金  5,840 8,969  3,129

７ 預り金  11,207 8,056  △3,151

８ 賞与引当金  83,876 59,078  △24,797

９ その他の流動負債  1,533 286  △1,247

流動負債合計  646,554 10.5 321,689 5.7 △324,864

Ⅱ 固定負債    

１ 退職給付引当金  147,969 167,550  19,581

２ 役員退職慰労引当金  232,384 48,430  △183,954

固定負債合計  380,353 6.2 215,980 3.8 △164,373

負債合計  1,026,907 16.7 537,669 9.5 △489,237

（資本の部）    

Ⅰ 資本金 ※3 571,200 9.3 571,200 10.1 ―

Ⅱ 資本剰余金    

(1) 資本準備金  399,850 399,850   ―

資本剰余金合計  399,850 6.5 399,850 7.0 ―

Ⅲ 利益剰余金    

(1) 利益準備金  110,000 110,000   ―

(2) 任意積立金    

  1 別途積立金  1,800,000 1,800,000   ―

(3) 当期未処分利益  2,198,068 2,229,471   31,403

利益剰余金合計  4,108,068 66.8 4,139,471 72.9 31,403

Ⅳ その他有価証券評価差額金 ※4 39,820 0.6 33,762 0.6 △6,058

資本合計  5,118,938 83.3 5,144,283 90.5 25,345

負債・資本合計  6,145,845 100.0 5,681,952 100.0 △463,892
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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) 

 

比較増減 
（△は減）

      期  別 
 
 
 

  科  目 金額(千円) 
百分比
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円)

Ⅰ 売上高  5,537,904 100.0 4,827,759 100.0 △710,145

１ 製品売上高  4,760,966 3,907,917  △853,049

２ 商品売上高  709,906 828,217  118,311

３ その他  67,033 91,626  24,593

Ⅱ 売上原価  2,897,996 52.3 2,657,243 55.0 △240,753

１ 期首商品たな卸高  16,684 13,670  △3,014

２ 期首製品たな卸高  406,526 686,137  279,611

３ 当期商品仕入高  560,328 665,251  104,923

４ 当期製品製造原価  2,617,099 1,992,634  △624,466

５ 他勘定振替高 ※1 △2,835 △4,608  △1,774

６ 期末商品たな卸高  13,670 16,567  2,897

７ 期末製品たな卸高  686,137 679,274  △6,863

売上総利益  2,639,908 47.7 2,170,516 45.0 △469,392

Ⅲ 販売費及び一般管理費  2,040,540 36.9 1,903,804 39.4 △136,736

１ 販売手数料  2,912 2,297  △615

２ 広告宣伝費  34,425 29,790  △4,635

３ 荷造運送費  69,303 72,383  3,081

４ 展示会費  59,598 70,653  11,055

５ 販売促進費  5,430 5,822  391

６ 製品保守料  26,461 25,937  △524

７ 貸倒引当金繰入額  1,263 258  △1,004

８ 貸倒損失  463 ―  △463

９ 役員報酬  180,180 89,550  △90,630

10 給料手当  691,352 656,081  △35,271

11 賞与  83,076 93,933  10,858

12 賞与引当金繰入額  52,530 36,008  △16,522

13 退職給付引当金繰入額  6,799 17,841  11,041

14 役員退職慰労引当金繰入額  8,534 19,662  11,128

15 退職金  2,119 2,095  △23

16 法定福利費  130,655 126,513  △4,143

17 福利厚生費  49,900 37,964  △11,936

18 通信費  37,172 33,556  △3,616

19 旅費交通費  140,344 140,283  △61

20 賃借料  44,988 44,858  △130

21 リース料  65,855 62,876  △2,979

22 支払手数料  69,477 59,257  △10,220

23 減価償却費  58,475 52,012  △6,463

24 ソフトウェア償却費  3,149 14,144  10,995

25 その他 ※2 216,080 210,030  △6,049
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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) 

 

比較増減

（△は減）

           
期  別 

 
 
科  目 金額(千円) 

百分比
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円)

営業利益  599,369 10.8 266,712 5.5 △332,656

Ⅳ 営業外収益  19,472 0.4 4,253 0.1 △15,219

１ 受取利息  314 313  △0

２ 受取配当金  1,602 1,665  63

３ 受取手数料  1,504 1,359  △144

４ 受取保険金  12,347 ―  △12,347

５ その他の営業外収益  3,705 915  △2,790

Ⅴ 営業外費用  4,150 0.1 2,936 0.1 △1,214

１ 支払利息  1,277 219  △1,058

２ 手形等売却損  ― 888  888

３ 保険解約損  2,723 1,423  △1,300

４ その他の営業外費用  150 406  255

経常利益  614,690 11.1 268,029 5.6 △346,661

Ⅵ 特別利益  170 0.0 ― ― △170

１ 機械及び装置売却益  170 ―  △170

Ⅶ 特別損失  1,497 0.0 111,680 2.3 110,182

１ 車両運搬具除却損  ― 54  54

２ 工具器具備品除却損  654 376  △279

３ 会員権売却損  243 ―  △243

４ 会員権解約損  600 ―  △600

 ５ 差入保証金償却損  ― 10,000  10,000

 ６ 役員退職特別功労金  ― 101,250  101,250

税引前当期純利益  613,363 11.1 156,349 3.2 △457,014

法人税、住民税及び 
事業税 

 
 

273,247 4.9 2,672 0.1 △270,575

法人税等調整額  △2,717 △0.0 47,874 1.0 50,591

当期純利益  342,833 6.2 105,803 2.2 △237,030

前期繰越利益  1,855,235 2,123,668  

当期未処分利益  2,198,068 2,229,471  
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製 造 原 価 明 細 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) 

 

比較増減

（△は減）

        期  別 
 
 

科  目 金額(千円) 
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円)

Ⅰ 材料費 1,582,517 62.7 1,202,769 59.5 △379,748

Ⅱ 外注加工費 72,800 2.9 50,060 2.5 △22,739

Ⅲ 労務費 520,407 20.6 526,339 26.1 5,932

Ⅳ 経費        ※１ 347,105 13.8 240,713 11.9 △106,392

当期製造費用 2,522,829 100.0 2,019,882 100.0 △502,947

期首仕掛品たな卸高 132,703 38,432  

期末仕掛品たな卸高 38,432 65,680  

当期製品製造原価 2,617,099 1,992,634  

 

(注) ※１主な内訳は次のとおりです。 

 

前事業年度 当事業年度       期  別 
 
 

科  目 金額(千円) 金額(千円) 

賃借料 7,821 7,900

リース料 24,719 27,766

減価償却費 150,130 94,180

ソフトウェア償却費 16,857 10,023

 

(原価計算の方法) 

当社の原価計算は、総合原価計算による実際原価計算です。 
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キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 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) 

 

比較増減 
（△は減） 

          期  別 
 
 

科  目 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前当期純利益 613,363 156,349 △457,014 

減価償却費 211,514 148,800 △62,715 

ソフトウェア償却費 20,006 24,167 4,162 

賞与引当金の増減額 1,109 △24,797 △25,907 

退職給付引当金の増減額 5,811 19,581 13,770 

役員退職慰労引当金の増減額 △18,966 △183,954 △164,988 

貸倒引当金の増減額 593 240 △352 

受取利息及び受取配当金 △1,916 △1,979 △63 

支払利息 1,277 219 △1,058 

有形固定資産売却損益 △170 ― 170 

有形固定資産除却損 654 430 △225 

売上債権の増減額 178,194 393,280 215,086 

たな卸資産の増減額 △210,452 △29,612 180,840 

仕入債務の増減額 △8,550 △36,692 △28,142 

未払消費税等の増減額 60,696 △60,696 △121,392 

未収消費税等の増減額 17,155 △17,044 △34,198 

その他の増減額 11,168 △31,051 △42,218 

小計 881,486 357,242 △524,244 

利息及び配当金の受取額 1,916 1,979 63 

利息の支払額 △1,168 △219 949 

法人税等の支払額 △152,974 △303,536 △150,563 

営業活動によるキャッシュ・フロー 729,259 55,465 △673,794 

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 △28,860 △223,218 △194,358 

有形固定資産の売却による収入 400 ― △400 

ソフトウェアの取得による支出 △37,500 △29,335 8,165 

投資有価証券の取得による支出 △3,022 △3,050 △27 

貸付けによる支出 △2,010 △400 1,610 

貸付金の回収による収入 12,585 62,225 49,640 

保証金の支払による支出 △45 △239 △194 

保証金の返還による収入 1,119 6,104 4,985 

その他の増減額 △2,280 35,697 37,977 

投資活動によるキャッシュ・フロー △59,613 △152,216 △92,603 

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 200,000 200,000 ― 

短期借入金の返済による支出 △330,000 △200,000 130,000 

配当金の支払額 △74,400 △74,400 ― 

財務活動によるキャッシュ・フロー △204,400 △74,400 130,000 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 465,247 △171,150 △636,397 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 929,675 1,394,922 465,247 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 1,394,922 1,223,772 △171,150 
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利益処分案 

 

前事業年度 
(平成17年６月29日) 

当事業年度 
(平成18年６月29日) 

     比較増減 
（△は減） 

      期 別 
 
 

科 目 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 当期未処分利益 2,198,068 2,229,471 31,403

Ⅱ 利益処分額 74,400 74,400 ―

１ 配当金 74,400 74,400 ―

Ⅲ 次期繰越利益 2,123,668 2,155,071 31,403
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重要な会計方針 

 

項目 
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 有価証券の評価基準及び

評価方法 

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）を採用しております。 

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を採用し

ております。 

 時価のないもの 

  同左 

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

商品、製品、材料、仕掛品 

  総平均法による原価法を採用して

おります。 

商品、製品、材料、仕掛品 

  同左 

 貯蔵品 

  最終仕入原価法を採用しておりま

す。 

貯蔵品 

  同左 

３ 固定資産の減価償却の方

法 

有形固定資産 

  定率法（ただし、平成10年４月１

日以降に取得した建物（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、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

  建物     ５～50年 

  工具器具備品 ２～10年 

有形固定資産 

  同左 

 無形固定資産 

  自社利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法を採用しており

ます。 

無形固定資産 

  同左 

 長期前払費用 

  均等償却しております。 

  なお、償却期間は、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。 

長期前払費用 

  同左 

４ 引当金の計上基準 (1) 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お

ります。 

(1) 貸倒引当金 

  同左 

 (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、将来の支給見込額

のうち当期の負担額を計上しており

ます。 

(2) 賞与引当金 

  同左 
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項目 
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) 

 (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

の見込額に基づき計上しておりま

す。 

(3) 退職給付引当金 

  同左 

 (4) 役員退職慰労引当金 

  役員退職慰労金の支給に備えるた

め内規に基づく期末要支給額を計上

しております。 

(4) 役員退職慰労引当金 

  同左 

５ 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。 

  同左 

６ キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

 キャッシュ・フロー計算書における

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ケ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。 

  同左 

７ その他財務諸表作成のた

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。 

 

(1) 消費税等の会計処理 

  同左 

 

 

会計処理の変更 

 

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) 

          ――――― 

 

（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」(「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

当事業年度から適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 
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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 受取手形裏書譲渡高       107,634千円  １ 受取手形裏書譲渡高       125,744千円 

※２ 有形固定資産の減価償却累計額 1,294,346千円 ※２ 有形固定資産の減価償却累計額 1,434,940千円 

※３ 授権株式数及び発行済株式総数 

授権株式数     普通株式  16,000,000株

発行済株式数       普通株式  4,960,000株

自己株式      普通株式      ―株

※３ 授権株式数及び発行済株式総数 

授権株式数     普通株式  16,000,000株

発行済株式総数   普通株式  4,960,000株

自己株式       普通株式      ―株

※４ 配当制限 

有価証券の時価評価により、純資産額が39,820

千円増加しております。 

   なお、当該金額は、商法施行規則第124条第３号

の規定により、配当に充当することが制限されて

おります。 

※４ 配当制限 

有価証券の時価評価により、純資産額が33,762

千円増加しております。 

   なお、当該金額は、商法施行規則第124条第３号

の規定により、配当に充当することが制限されて

おります。 

 

(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 他勘定振替高の内訳は次のとおりです。 

販売費一般管理費          2,369千円

※１ 他勘定振替高の内訳は次のとおりです。 

販売費一般管理費                  3,894千円

製造原価                            465千円 製造原価                            714千円

     計                2,835千円      計                4,608千円 

※２ 研究開発費の総額 

   一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費                63,630千円 

※２ 研究開発費の総額 

   一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費                83,806千円 

 

(キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

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) 

現金及び現金同等物の期末残高と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)

現金及び預金勘定                   1,394,922千円
預入期間が３ケ月を超える 
定期預金                                △―千円

現金及び現金同等物の期末残高と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)

現金及び預金勘定                   1,223,772千円
預入期間が３ケ月を超える 
定期預金                                △―千円

現金及び現金同等物 1,394,922千円 現金及び現金同等物 1,223,772千円

 

 



 

－   － 
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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) 

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) 

機械及び装置 60,732 10,122 50,610

工具器具備品 121,976 48,312 73,664

ソフトウェア 22,742 7,780 14,963

合計 205,451 66,214 139,237

 (注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定しております。 

 
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) 

機械及び装置 60,732 18,798 41,934

工具器具備品 133,010 77,395 55,615

ソフトウェア 22,742 13,557 9,185

合計 216,484 109,750 106,734

 (注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定しております。 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 42,132千円

１年超 97,105千円

合計 139,237千円

 (注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子込み法により算定し

ております。 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 41,369千円

１年超 65,365千円

合計 106,734千円

 (注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子込み法により算定し

ております。 

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 40,488千円

減価償却費相当額 40,488千円
 

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 43,710千円

減価償却費相当額 43,710千円
 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。 

 

 



 

― 19 ― 

(退職給付関係) 

① 採用している退職給付制度の概要 

当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。 

 

② 退職給付債務及びその内容 

 

 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) 

 

  金額（千円）  金額（千円） 

(1) 退職給付債務  △147,969 △167,550 

(2) 未積立退職給付債務    △147,969    △167,550 

(3) 貸借対照表計上額純額    △147,969    △167,550 

(4) 退職給付引当金    △147,969    △167,550 

 

③ 退職給付費用の内容 

 

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) 

 

金額(千円) 金額(千円) 

退職給付費用 26,811 33,615 

 (1) 勤務費用 26,811 33,615 

 

④ 当社は、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。 
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(有価証券関係) 

前事業年度(平成17年３月31日) 

① その他有価証券で時価のあるもの 

 

 種類 
取得原価 
(千円) 

貸借対照表計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの 

(1) 株式 33,775 100,925 67,150

 小計 33,775 100,925 67,150

貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの 

(1) 株式 ― ― ―

 小計 ― ― ―

合計 33,775 100,925 67,150

② 時価評価されていない主な「有価証券」 

 

内容 
貸借対照表計上額 

(千円) 

その他有価証券 
非上場株式(店頭売買株式を除く) 

8,000

 

当事業年度(平成18年３月31日) 

① その他有価証券で時価のあるもの 

 

 種類 
取得原価 
(千円) 

貸借対照表計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの 

(1) 株式 36,825 93,759 56,934

 小計 36,825 93,759 56,934

貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの 

(1) 株式 ― ― ―

 小計 ― ― ―

合計 36,825 93,759 56,934

② 時価評価されていない主な「有価証券」 

 

内容 
貸借対照表計上額 

(千円) 

その他有価証券 
非上場株式(店頭売買株式を除く) 

8,000

 

  （デリバティブ取引関係） 

  前事業年度（自 平成16年４月1日 至 平成17年３月31日） 

   当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

 

  当事業年度（自 平成17年４月1日 至 平成18年３月31日） 

   当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 



 

― 21 ― 

(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の内訳 

 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)

繰延税金資産  

投資有価証券評価損計上否認 9,264千円 9,264千円

ゴルフ会員権評価損計上否認 17,378千円 17,378千円

貸倒引当金損金算入限度超過額 29,937千円 30,695千円

未払事業税等計上否認 14,764千円 784千円

未払金計上否認 3,891千円 2,731千円

差入保証金償却損計上否認 ― 4,070千円

賞与引当金損金算入限度超過額 34,137千円 24,045千円

退職給付引当金損金算入超過額 57,509千円 68,193千円

役員退職慰労引当金計上否認 94,580千円 19,711千円

一括償却資産損金算入超過額 2,449千円 1,411千円

繰越欠損金 ― 27,028千円

繰越税額控除限度超過額 ― 18,335千円

繰延税金資産計 263,910千円 223,644千円

繰延税金負債 

未収還付事業税 ― △7,609千円

投資有価証券評価益 △27,330千円 △23,172千円

繰延税金負債小計 △27,330千円 △30,781千円

繰延税金資産の純額 236,579千円 192,863千円

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要な項目別の内訳 

 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)

法定実効税率 40.7％  40.7％

(調整) 

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.7％ 3.0％

留保金 2.2％ ―

住民税等均等割額 0.4％ 1.7％

繰越税額控除限度超過額 ― △11.7％

その他 0.1％ △1.4％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 44.1％ 32.3％

 

(持分法損益等) 

前事業年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

当社は関連会社がないため、該当事項はありません。 

当事業年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

当社は関連会社がないため、該当事項はありません。 
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（関連当事者との取引） 

前事業年度(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。 

当事業年度(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。 

 

(１株当たり情報) 

 

       期 別 
 

  項 目 

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株当たり純資産額 
 

1,032円04銭 1,037円15銭 

１株当たり当期純利益 
 

69円12銭 21円33銭 

  

 

 

なお、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

利益金額については、新株予約権方式の

ストックオプション制度を導入しており

ますが、期中平均株価が権利行使価格を

下回るので記載しておりません。 

（注）１株当たりの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。 

       期 別 
 

項 目 

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) 

当期純利益（千円） 342,833 105,803

普通株主に帰属しない金額（千円）                ―                ―

普通株式に係わる当期純利益（千円） 342,833 105,803

期中平均株式数（株） 4,960,000 4,960,000

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり当期純利益金額の算

定に含めなかった潜在株式の概要 

――――― 平成17年６月29日定時株主総会 

決議新株予約権 

（新株予約権  2,400個） 

普通株式   240,000株 

 

(重要な後発事象) 

前事業年度(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。 

 

当事業年度(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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５ 生産、受注及び販売の状況 

(1) 生産実績 

 

 第45期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)  

第46期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 

    比較増減 
  (△は減) 

 
            期 別 
 
品 目 
 金額(千円) 構成比(%) 金額(千円) 構成比(%) 金額(千円) 

寿司ロボット 3,992,504 78.5 3,037,148 77.3 △955,355

おむすびロボット 475,413 9.3 306,088 7.8 △169,325

その他製品及び部品 621,820 12.2 583,575 14.9 △38,244

合計 5,089,737 100.0 3,926,812 100.0 △1,162,925

(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。 

 

(2) 受注状況 

① 受注高 
第45期 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)  

第46期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 

比較増減 

  (△は減) 

 
            期 別 
 
品 目 
 金額(千円) 構成比(%) 金額(千円) 構成比(%) 金額(千円) 

寿司ロボット 3,711,835 67.4 3,037,239 62.9 △674,597

おむすびロボット 440,928 8.0 282,633 5.9 △158,295

その他製品及び部品 573,338 10.4 586,888 12.2 13,550

製品小計 4,726,102 85.8 3,906,760 80.9 △819,341

 炊飯関連機器 136,322 2.5 227,410 4.7 91,088

 寿司用資材 576,123 10.5 603,095 12.5 26,972

    商品小計 712,445 12.9 830,505 17.2 118,060

その他 67,033 1.2 91,626 1.9 24,593

     合計 5,505,579 100.0 4,828,891 100.0 △676,688

(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。 
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② 受注残高 
 第45期 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)  

第46期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 

比較増減 

  (△は減) 

 
            期 別 
 
品 目 
 金額(千円) 構成比(%) 金額(千円) 構成比(%) 金額(千円) 

寿司ロボット 590 3.6 5,808 33.5 5,218

おむすびロボット 10,000 61.8 ― ― △10,000

その他製品及び部品 1,676 10.4 5,302 30.6 3,626

製品小計 12,266 75.8 11,109 64.1 △1,157

 炊飯関連機器 ― ― ― ― ―

 寿司用資材 3,923 24.2 6,212 35.9 2,288

    商品小計 3,923 24.2 6,212 35.9 2,288

その他 ― ― ― ― ―

     合計 16,189 100.0 17,321 100.0 1,132

(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) 販売実績 

 第45期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)  

第46期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 

比較増減 

  (△は減) 

 
            期 別 
 
品 目 
 金額(千円) 構成比(%) 金額(千円) 構成比(%) 金額(千円) 

寿司ロボット 3,756,298 67.8 3,032,021 62.8 △724,277

おむすびロボット 430,928 7.8 292,633 6.1 △138,295

その他製品及び部品 573,740 10.4 583,263 12.1 9,523

製品小計 4,760,966 86.0 3,907,917 80.9 △853,049

 炊飯関連機器 137,162 2.5 227,410 4.7 90,248

 寿司用資材 572,743 10.3 600,806 12.4 28,063

    商品小計 709,906 12.8 828,217 17.2 118,311

その他 67,033           1.2 91,626 1.9 24,593

     合計 5,537,904 100.0 4,827,759 100.0 △710,145

(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 最近２事業年度の輸出販売高及び輸出割合は、次のとおりであります。 
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第45期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第46期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

輸出販売高(千円) 輸出割合(％) 輸出販売高(千円) 輸出割合(％) 

563,871 10.2 761,052 15.8

 

４ 主な輸出先及び輸出販売高に対する割合は、次のとおりであります。 

 

輸出先 
第45期 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第46期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

アジア地区 (％) 37.3 49.4

北アメリカ地区 (％) 22.0 8.1

ヨーロッパ地区 (％) 18.8 22.0

オセアニア地区 (％) ― 15.1

その他地区 (％) 21.9 5.4

合計 (％) 100.0 100.0

（注）従来、オセアニア地区はその他地区に含めて記載しておりましたが、当事業年度はその割合が増加いたし

ましたので、区分して掲記いたしました。尚、前事業年度のその他地区には、オセアニア地区が 20.8％ 

含まれております。 
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6. 役員の異動 

 

1.代表者の異動 

 該当事項はありません。 

 

2.その他の役員の異動 

該当事項はありません。 

 

7. その他 

該当事項はありません。 


