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平成平成平成平成    18181818年年年年    ３３３３月期月期月期月期            決算短信決算短信決算短信決算短信（（（（非連結非連結非連結非連結）））） 平成 18年 ６月 20日 

会 社 名  株式会社アテクト             上場取引所  ＪＡＳＤＡＱ 

コ ー ド 番 号 ４２４１                  本社所在都道府県  大阪府 

（ＵＲＬ http://www.atect.co.jp/） 
代  表  者 役  職  名  代表取締役社長 
        氏    名  小髙  得央 
問い合わせ先 責任者役職名  取締役ＣＦＯ兼管理グループリーダー 

        氏    名 相川  拓雄          ＴＥＬ（072）967 － 7000（代表）    
決算取締役会開催日  平成 18年 ４月 25日               中間配当制度の有無  有 

定時株主総会開催日  平成 18年 ６月 27日 単元株制度採用の有無 有（１単元 100株） 

 
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  （百万円未満切り捨て） 

 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 3,014 （  30.1） 410 （  62.5） 387 （  43.1） 
17年３月期 2,316 （  23.7） 252 （  59.7） 270 （ 131.7） 

 

 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 215 （  989.5） 159 31 ――― 20.2 11.8 12.8 
17年３月期 19 （△ 25.4） 154 56 ――― 2.2 9.4 11.7 

(注) 1. 持分法投資損益   該当事項はありません。 

2. 期中平均株式数 18年 ３月期 1,350,137株   17年 ３月期 127,731株 

平成17年10月１日付で株式１株につき10株の分割をいたしましたので、１株当たりの数値につきましては期初に遡及し

て表示しております。なお、前期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合における平成17年３月期の１株当たり当

期純利益は、15円46銭であります。 

3. 平成17年３月期及び平成18年３月期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、新株予約権の残高があります 

が、当社株式は非上場でありますので、期中平均株価の把握が困難なため記載しておりません。 

4. 会計処理の方法の変更   無 

5. 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 0 00 0 00 0 00 ――― ――― ――― 

17年３月期 0 00 0 00 0 00 ――― ――― ――― 

 (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 3,278  1,193  36.4  852 18 
17年３月期 2,890  940  32.5  6,965 02 

(注) 1. 期末発行済株式数 18年 ３月期 1,400,000株 17年 ３月期 135,000株 

2. 平成17年10月１日付で株式１株につき10株の分割いたしましたので、１株当たりの数値につきましては期初に遡及して 

表示しております。なお、前期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合における平成17年３月期の１株当たり株主

資本は、696円50銭であります。 

3. 期末自己株式数     該当はありません。 

(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 266  △ 269  97  332  
17年３月期 119  △ 124  △ 270  237  
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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 1,769  167  97  0 00 ――― ――― 
通 期 3,745  470  257  ――― 0 00 0 00 

（参考）１株当たり予想当期純利益(通期) 156円 09銭 

 

 

 

 

※上記の予想は、本資料の発表日現在において、入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、

さまざまな要因によって、予想数値と異なる場合があります。 
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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、半導体ＬＳＩを保護する「半導体保護資材事業」、食品や薬品等の安全に関する「衛生検査器材事業」の事業分野に

研究開発を積極的に行い、更に広く安心と健康を提供する企業となることを目指してまいります。 

当社の目標を実現していく過程において、株主をはじめ多くのステーク・ホルダーの協力を結集して共存共栄していくこと

が不可欠であると考えております。 

株主をはじめステーク・ホルダーの信頼をいただくためには、透明性の高い効率的な経営と迅速な意思決定により、高い倫

理性の下、資産の最も効率的・効果的な利用に留意しながら、新規事業はじめ企業の戦略的方向性を正しく選択し、業績の向

上を実現して企業価値を高めることで、株主をはじめとしたステーク・ホルダーへ利益を還元していくことが重要であるとの

基本的な考え方を持っております。 

 

(2) 利益配分に関する基本方針 

当社は、株主に対する利益還元は重要な経営課題の一つとして認識しております。しかしながら、当面は、当社の財務基盤

の強化と積極的な事業展開を図るため、内部留保の充実などを優先に考えております。また、社員の賞与につきましては、業

績変動部分を設け、その原資総額を原則として営業利益の変動にあわせて決定しております。 

内部留保金につきましては、研究開発投資や設備投資による事業基盤の充実等に有効活用してまいります。 

 

(3) 投資単位の引下げに関する考え方および方針 

当社は、投資単位の引下げを目的に、株式会社ジャスダック証券取引所への上場に先立ち平成17年10月１日付で株式１株に

つき10株の株式分割を行いました。 

当社は、今後とも株式市場での流動性を高め、できるだけ多くの投資家の方に当社株式を保有していただける環境を整備す

るために、投資単位の見直しを適宜実施していくことを基本方針としております。 

 

(4) 目標とする経営指標 

当社は、今後、総資本経常利益率（ＲＯＡ）15％以上、ＤＥレシオ（時価ベース）0.5以下を基準に、今後の設備投資、事業

の多角化を進めながら、年20％以上の増収・増益を目指してまいります。 

また、当社は、企業価値を高めるため、研究開発投資比率を売上高の５％程度まで漸次引き上げてまいります。 

 

(5) 中長期的な経営戦略 

当社は既存事業の拡大とともに今後事業の多角化を進めることを企図している段階であります。 

研究室の人員・設備の補強など、研究体制を整備しながら、衛生検査器材事業を中心に市場ニーズに合わせた製品開発並び

に基盤技術開発を主体に研究開発をしております。また、産官学の連携を含む社外の専門家との協力も視野に入れながら、先

端技術である生体物質を用いたナノバイオ技術やナノ粒子分散技術などの基礎・応用に関する研究開発にも着手し、中・長期

的な展望を持って展開するべく引き続き研究を重ねてまいります。 

株式会社ジャスダック証券取引所への上場に伴い、資金調達、人材確保をより積極的に行いながら、研究開発の成果を新規

市場に応用し、事業参入を図ってまいります。この際、適切な機会が得られた場合には、提携やＭ＆Ａも行ってまいります。 
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(6) 対処すべき課題 

既存事業においては、特に半導体保護資材事業において高い成長が引き続き見込まれることから、平成18年４月に東大阪市

本庄に新工場を稼働させましたが、今後の更なる需要拡大に対応し、お客様のトータルコスト削減に寄与すべく、立地の選択

や経営組織の変更を含めて、適切に投資決定を行ってまいります。 

シャーレ・生培地に代表される衛生検査器材事業及びスペーサーテープに代表される半導体保護資材事業をベースとし、既

存事業の拡大にとどまることなく新規技術の創造を目標として研究しております。具体的には、既存事業から派生する技術に

近年の進展が著しいナノテクノロジーやナノバイオテクノロジーといった新規素材や新規技術を取り込みながら、生体高分子

や導電性高分子などの機能性高分子を応用した開発を目指しております。これらの研究テーマについては、状況に応じて、大

学や企業などの適切な提携先を選定し、外部との共同研究を進めてまいります。 

上記の課題を達成するためには、在籍従業員の定着及び優秀な人材の採用が前提となります。現有人材につきましては、新

たな人事制度を確立し、ハイパフォーマンス社員の育成と組織力の強化を図っておりますが、今後の事業拡大にあわせて、必

要な職務・経験について専門性の高いスキルを保有し、会社の方針に従いつつ、自主的に職務を遂行できる人材の確保に努め

てまいります。 
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３. 経営成績及び財政状態 

(1) 経営成績 

①概況 

当事業年度におけるわが国経済は、輸出の持ち直しやＩＴ関連分野の在庫調整終了などにより、平成16年後半から続

いていた踊り場局面を夏頃に脱却し、その後は着実な回復を続けました。好調な企業収益を背景として設備投資は増加

し、雇用・所得環境の改善に伴い、個人消費、住宅投資も堅調に推移し、景気回復に伴う需給の改善を背景として、消

費者物価上昇率（生鮮食品を除く総合）は年度後半にプラスに転じました。 

このような中、当社は、お客様のニーズに沿った新商品を速やかに投入する一方、より一層のきめ細かな顧客への対

応を図りました。 

この結果、当事業年度の業績は、売上高3,014百万円（前年同期比30.1％増）、営業利益410百万円（同62.5％増）、経

常利益387百万円（同43.1％増）、当期純利益は、215百万円（同989.5％増）となりました。 

 

事業部門別業績は次のとおりであります。 

 

半導体保護資材事業 

半導体保護資材事業部門におきましては、当事業年度後半にはデジタル家電の好調な販売に支えられて順調に業績を伸

ばしました。また、個々の顧客のニーズにきめ細かく対応し、競合他社と差別化した付加価値のある製品の拡販に注力し、

市場占有率を一層拡大いたしました。この結果、半導体保護資材事業部門の売上高は1,878百万円（前年同期比48.2％増）

となりました。 

 

衛生検査器材事業 

衛生検査器材事業におきましては、前事業年度に投入した新商品の拡販に努め、特に当社独自の新規格のシャーレにて

新規顧客の獲得に注力いたしました。培地製品では、生培地にて新たに医薬品産業への参入を試み、一定の成果を得るこ

とができました。この結果、衛生検査器材事業の売上高は1,135百万円(前年同期比8.3％増)となりました。 

 

②次期の見通し 

当社の事業に関連する業界の見通しとして、引き続き、ＦＰＤ及び関連する駆動用ＬＳＩ及びＴＡＢ、  ＣＯＦ生産の

拡大が見込まれる一方、食品等の衛生検査市場は堅調に推移するものと見込んでおります。 

平成19年３月期の予想としましては、売上高3,745百万円、経常利益470百万円、当期純利益257百万円を計画しておりま

す。 

 

(2) 財政状態 

①キャッシュ・フローの概況 

当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税引前当期純利益389百万円に加えて

仕入債務の増加が91百万円などにより、332百万円と前年同期と比べ94百万円の増加となりました。 

また当事業年度における各キャッシュ・フローは、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） 

営業活動の結果獲得した資金は、前年同期比123.8％増の266百万円となりました。これは主に、税引前当期

純利益と仕入債務の増加により426百万円の増加に対し、前事業年度に計上しました営業権償却と法人税等の支

払額の増加により303百万円減少したことが主な原因であります。 
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（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、前年同期比117.5％増の269百万円となりました。これは主に、エンボスス

ペーサーテープ増産用の設備投資により、有形固定資産の取得による支出が108百万円増加したことが主な原因

であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果獲得した資金は、97百万円（前事業年度270百万円の使用）となりました。これは、短期借入

による収入500百万円に対し、長期借入金の返済による支出249百万円及び社債の償還による支出90百万円など

によるものであります。 

 

②次期の財政状態の見通し 

次期におきましても、エンボススペーサーテープをはじめとする半導体保護資材関連の製造設備、衛生検査

器材関連製造設備の合理化及び更新のための設備投資を行ってまいります。 

なお、これらに要する資金は、増資資金で賄う予定であります。 
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４. 財務諸表等 

(1) 財務諸表 

① 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 

区分 
注記 
番号 

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   241,393   336,091   94,697 

２ 受取手形   186,423   251,929   65,506 

３ 売掛金   316,156   437,346   121,190 

４  商品   13,406   22,272   8,866 

５  製品   84,875   86,014   1,139 

６ 原材料   166,525   174,554   8,028 

７ 仕掛品   20,378   32,511   12,132 

８ 貯蔵品   3,219   2,944   △    274 

９ 前払費用   2,318   4,618   2,299 

10  繰延税金資産   18,324   20,637   2,313 

11 未収入金   22,817   257   △ 22,560 

12 その他   547   319    △    227 

  貸倒引当金   △  2,049   △   689   1,359 

流動資産合計   1,074,337      37.2  1,368,808 41.8  294,470 

Ⅱ 固定資産          

１ 有形固定資産 ※１         

(1) 建物 ※２ 594,598  563,357  △ 31,241 

(2) 構築物  9,848  9,087  △    761 

(3) 機械及び装置  －  6,972  6,972 

(4) 車両運搬具  1,068  1,666  597 

(5) 工具器具及び備品  46,961  53,581  6,620 

(6) 土地 ※２ 

 

919,076  

 

919,076  

 

－ 

(7) 建設仮勘定   32,963   133,308   100,345 

有形固定資産合計   1,604,517 55.5  1,687,050 51.4  82,532 

２ 無形固定資産          

(1) 商標権   36,383   32,683   △  3,700 

(2) 実用新案権   90   30   △     60 

(3) ソフトウェア   21,768   17,681   △  4,087 

(4) 電話加入権   1,176   1,176   － 

無形固定資産合計   59,419 2.0  51,571 1.6  △  7,848 
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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 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 

３ 投資その他の資産          

(1) 投資有価証券   2,604   2,930   326 

(2) 出資金   7,132   102   △  7,030 

(3) 長期前払費用   1,562   4,893   3,330 

(4) 繰延税金資産   96,946   76,864   △ 20,081 

(5) 保険積立金   17,605   17,605   － 

(6) 差入保証金   26,236   68,604   42,368 

(7) 破産債権、再生債権、 
    更生債権その他これら 

に準ずる債権 
  125   1,229   1,104 

貸倒引当金   △   125   △  1,229   △  1,104 

投資その他の資産合計   152,087 5.3  171,000 5.2  18,912 

固定資産合計   1,816,024 62.8  1,909,622 58.2  93,597 

資産合計   2,890,362 100.0  3,278,430 100.0  388,067 
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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 

区分 
注記 
番号 

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 支払手形   424,910   513,723    88,812 

２  買掛金   115,216   140,838    25,622 

３ 短期借入金 ※２  100,000   500,000   400,000 

４ 一年以内返済予定 
長期借入金 

※２  129,588   85,588   △ 44,000 

５ 一年以内償還予定社債   90,000   80,000   △ 10,000 

６ 未払金   212,170   157,817   △ 54,353 

７ 未払費用   13,064   17,773     4,708 

８ 未払法人税等   93,020   110,885    17,865 

９ 未払消費税等   13,397   25,401    12,004 

10 前受金   －   3,999     3,999 

11 預り金   4,767   5,822     1,054 

12  前受収益   1,109   1,109   － 

13  賞与引当金   17,203   19,309     2,105 

14  設備関係支払手形   69,442   44,123   △ 25,319 

流動負債合計   1,283,891 44.4  1,706,393 52.0  422,501 

Ⅱ 固定負債          

１ 社債   110,000   30,000   △ 80,000 

２ 長期借入金 ※２  523,524   317,936   △205,588 

３ 長期未払金   29,868   29,352   △    516 

４ その他   2,801   1,691   △  1,109 

固定負債合計   666,193 23.1  378,979 11.6  △287,213 

負債合計   1,950,084 67.5  2,085,373 63.6  135,288 

(資本の部)          

Ⅰ 資本金 ※３  333,600 11.5  352,350 10.7  18,750 

Ⅱ 資本剰余金          

１ 資本準備金  253,600   272,350   18,750  

資本剰余金合計   253,600 8.8  272,350 8.4  18,750 

Ⅲ 利益剰余金          

１ 利益準備金  2,200   2,200    － 

２ 任意積立金          

  (1) 別途積立金  302,593   302,593    － 

３ 当期未処分利益  47,584   262,670    215,086 

利益剰余金合計   352,378 12.2  567,464 17.3  215,086 

Ⅴ その他有価証券評価差額金   699 0.0  892 0.0  193 

資本合計   940,277 32.5  1,193,057 36.4  252,779 

負債及び資本合計   2,890,362 100.0  3,278,430 100.0  388,067 
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② 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 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 

Ⅰ 売上高          

  １  製品売上高  1,999,686  2,669,000  669,313  

  ２  商品売上高  317,194 100.0 345,368 100.0 28,173 697,487 

Ⅱ  売上原価   

2,316,881 

  

3,014,368 

   

  １  製品売上原価          

   （1）期首製品たな卸高  68,713   84,875   16,162  

   （2）当期製品製造原価  1,320,895   1,753,907   433,012  

        合計  1,389,608   1,838,783   449,174  

   （3）他勘定振替高 ※１ －   3,979   3,979  

   （4）期末製品たな卸高  84,875   86,014   1,139  

        差引：製品売上原価  1,304,733   1,748,788   444,055  

  ２  商品売上原価          

   （1）期首商品たな卸高  6,295   13,406   7,110  

    (2) 当期商品仕入高  217,132   217,916   784  

        合計  223,427   231,323   7,895  

   （3）期末商品たな卸高  13,406   22,272   8,866  

        差引：商品売上原価  210,021 1,514,754 65.4 209,050 1,957,838 65.0 △    971 443,084 

        売上総利益   802,126 34.6  1,056,529 35.0  254,402 

Ⅲ  販売費及び一般管理費          

１ 役員報酬  76,326   77,608   1,282  

２ 給料手当  108,790   127,121   18,330  

３ 賞与  6,005   14,582   8,577  

４ 賞与引当金繰入額  7,962   9,155   1,193  

５ 退職給付費用  4,263   5,357   1,093  

６ 法定福利費  19,999   25,648   5,649  

７ 派遣料  23,334   33,244   9,910  

８ 荷造運賃発送費  88,798   112,015   23,217  

９ 支払報酬  33,103   30,023   △  3,079  

10 研究開発費 ※５ 20,528   33,195   12,667  

11 減価償却費  21,125   22,056   930  

12  リース料  5,018   8,346   3,328  

13  租税公課  31,865   26,435   △  5,430  

14  貸倒引当金繰入額  890   1,124   234  

15 貸倒損失  38   72   33  

16 その他  101,392 549,444 23.7 120,042 646,031 21.4 18,649 96,587 

営業利益   252,682 10.9  410,498 13.6  157,815 
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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 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 

Ⅳ 営業外収益          

１ 受取利息  10   1   △      9  

２ 受取配当金  106   277       171  

３ 受取手数料  －   269        269  

４ 破損損害金  －   892       892  

５ 匿名組合事業収益  34,929   －   △ 34,929  

６ その他  6,199 41,245 1.8 1,231 2,672 0.1 △  4,967 △ 38,573 

Ⅴ 営業外費用          

１ 支払利息  17,397   14,513   △  2,883  

２ 社債利息  3,567   2,037   △  1,530  

３ 社債発行費  815   412   △    402  

４ 株式公開費用  －   4,462   4,462  

５ 金利スワップ解約費用  －   2,656   2,656  

６ その他  1,737 23,517 1.0 2,068 26,149 0.9 330 2,632 

経常利益   270,411 11.7  387,020 12.8  116,609 

Ⅵ 特別利益          

１ 貸倒引当金戻入益  －   1,359   1,359  

２ 固定資産売却益 ※２ － － － 1,162 2,521 0.1 1,162 2,521 

Ⅶ 特別損失          

１ 固定資産除却損 ※３ 72   220   148  

２ 減損損失 ※４ 12,539   －   △ 12,539  

３ 営業権償却  203,000 215,611 9.3 － 220 0.0 △203,000 △215,391 

税引前当期純利益   54,799 2.4  389,322 12.9  334,523 

法人税、住民税 
及び事業税 

 103,519   156,600   53,081  

法人税等調整額  △ 68,461 35,057 1.5 17,636 174,236 5.8 86,097 139,178 

当期純利益   19,741 0.9  215,086 7.1  195,344 

前期繰越利益   27,842   47,584   19,741 

当期未処分利益   47,584   262,670   215,086 
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③ 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 

区分 
注記 
番号 

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     

１ 税引前当期純利益  54,799   389,322   334,523   

２ 減価償却費  75,544   103,255   27,711   

３ 減損損失  12,539   －   △    12,539   

４ 営業権償却  203,000   －   △   203,000   

５ 新株発行費  815   412   △       402   

６ 貸倒引当金の増減額（減少額△）  337   △       254   △       591   

７ 賞与引当金の増減額（減少額△）  △        68    2,105   2,174   

８ 受取利息及び受取配当金  △       116   △       278   △       162   

９ 支払利息  20,964   16,550   △     4,413   

10 固定資産売却益  －   △     1,162   △     1,162   

11 固定資産除却損  72   220   148   

12 売上債権の増減額  （増加額△）  △   125,894   △   187,801   △    61,906   

13 たな卸資産の増減額（増加額△）  △    70,987   △    29,892   41,094   

14 仕入債務の増減額  （減少額△）  22,886   114,435   91,549   

15 その他  △     9,951   20,661   30,612   

小計  183,939   427,574   243,634   

16 利息及び配当金の受取額  116   278   162   

17 利息の支払額  △    21,229   △    17,294   3,934   

18 法人税等の支払額  △    43,749   △   144,084   △   100,335   

営業活動によるキャッシュ・フロー  119,077   266,473   147,396   

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

１ 定期預金の預入による支出  △    33,521   △     4,000   29,521   

２ 定期預金の払戻による収入  51,040   4,000   △    47,040   

３ 出資金の返還による収入  －   7,030   7,030   

４ 有形固定資産の取得による支出  △    82,347   △   191,311   △   108,964   

５ 有形固定資産の売却による収入  49,257   95,490   46,232   

６ 無形固定資産の取得による支出  △   127,473   △   136,454   △     8,980   

７ 差入保証金の支払による支出  －   △    44,498   △    44,498   

８ その他  19,000   －   △    19,000   

投資活動によるキャッシュ・フロー  △   124,043     △   269,743   △   145,699   

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

１ 短期借入れによる収入  50,000   500,000   450,000   

２ 短期借入金の返済による支出  △    20,000   △   100,000   △    80,000   

３ 長期借入れによる収入  200,000   －   △   200,000   

４ 長期借入金の返済による支出  △   509,512   △   249,588   259,924   

５ 社債の償還による支出  △    90,000   △    90,000   －   

６ 株式の発行による収入  99,184   37,500   △    61,684   

財務活動によるキャッシュ・フロー  △   270,327    97,912   368,239   

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  74   56   △        18   

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（減少額△）  △   275,219   94,697   369,917   

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  512,612   237,393   △   275,219   

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  237,393   332,091   94,697   
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④ 利益処分案 

 

  
前事業年度 

(平成17年６月24日) 
当事業年度 

(平成18年６月27日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 当期未処分利益  47,584 262,670 

Ⅳ 次期繰越利益  

 

47,584 

 

262,670 

      

(注)   日付は株主総会承認日であります。 
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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、

売却価格は移動平均法により算定) 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同     左 

２ デリバティブ等の評価基準

及び評価方法 

デリバティブ 

時価法 

デリバティブ 

同     左 

３ たな卸資産の評価基準及び

評価方法 

(1) 商品・製品・原材料・仕掛品 

移動平均法による原価法 

(2) 貯蔵品 

最終仕入原価法 

(1) 商品・製品・原材料・仕掛品 

同     左 

(2) 貯蔵品 

同     左 

４ 固定資産の減価償却の方法 (1) 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(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     10年～39年 

 

(1) 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(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     10年～39年 

 機械及び装置 ２年～８年 

 (2) 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可能期間(５

年)に基づく定額法を採用しておりま

す。 

また、営業権については、その効果の

発現する期間を合理的に見積もるこ

とが困難であるため、発生時に一括償

却しております。 

(2) 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可能期間(５

年)に基づく定額法を採用しておりま

す。 

 (3) 長期前払費用 

均等償却 

(3) 長期前払費用 

同     左 

５ 繰延資産の処理方法 新株発行費 

支払時全額費用処理 

新株発行費 

同     左 

６ 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 

従業員賞与の支給に充てるため、支給

見込額に基づき計上しております。 

(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) 

７ 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 

 

８ ヘッジ会計の方法 

 

(1) ヘッジ会計の方法 

金利スワップについては、特例処理の

要件を満たしておりますので、特例処

理を採用しております。 

(1) ヘッジ会計の方法 

同      左 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象  

ヘッジ手段：金利スワップ 

ヘッジ対象：借入金 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

同      左 

 (3) ヘッジ方針 

ヘッジ取引は、資金調達における金利

の急激な変動が損益に与える影響を

軽減化することを目的に行うことを

基本方針としております。 

(3) ヘッジ方針 

同      左 

 

 (4) ヘッジ有効性評価の方法 

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。 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

同     左 

９ 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、価格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ヵ月以内に償

還期限の到来する短期投資からなっており

ます。 

同     左 

10 その他財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

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。 

消費税等の会計処理 

同     左 
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会計処理方法の変更 

 

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 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」(企業会計基準適用指針

第６号 平成15年10月31日)が平成16年

３月31日に終了する事業年度に係る財務

諸表から適用できることになったことに

伴い、当事業年度から同会計基準及び同

適用指針を適用しております。これによ

り税引前当期純利益は12,539千円減少し

ております。 

なお、減損損失累計額については、改正

後の財務諸表等規則に基づき各資産の金

額から直接控除しております。 

――― 

 

(表示方法の変更) 
 

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) 

――― 営業外収益の「受取手数料」は、前事業年度まで営業外収益の

「その他」に含めて表示しておりましたが、営業外収益の10分

の１を超えたため、当事業年度より区分掲記いたしました。な

お、前事業年度の「受取手数料」の金額は、184千円であります。 

  

 営業外収益の「破損損害金」は、前事業年度まで営業外収益の

「その他」に含めて表示しておりましたが、営業外収益の10分

の１を超えたため、当事業年度より区分掲記いたしました。な

お、前事業年度の「破損損害金」の金額は、625千円であります。 

  

 営業外費用の「金利スワップ解約費用」は、前事業年度まで営

業外費用の「その他」に含めて表示しておりましたが、営業外

費用の10分の１を超えたため、当事業年度より区分掲記いたし

ました。なお、前事業年度の「金利スワップ解約費用」の金額

は、1,137千円であります。 

 



 

― 17 ― 

  

(追加情報) 
 

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) 

(法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上

の表示方法) 
「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

事業年度から「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4,199千円

増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が、4,199

千円減少しております。 

――― 

  

(荷造運賃発送費の表示方法) 
前事業年度まで売上原価に含まれていました荷造運賃発送費の

うち販売に関わるものは、会計システムを整備したことにより、

入荷に係るものと出荷に係るものとが区分できるようになった

ため、当事業年度から販売費及び一般管理費に計上しておりま

す。この結果、売上原価が35,380千円減少し、売上総利益、販

売費及び一般管理費が35,380千円増加しております。 
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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 有形固定資産の減価償却累計額 

273,966千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

365,568千円 

※２ 担保資産 

 (1) 担保提供資産 

建物 396,754千円

土地 910,853千円

計 1,307,608千円
 

※２ 担保資産 

 (1) 担保提供資産 

建物 384,016千円

土地 910,853千円

計 1,294,869千円
 

 (2) 担保提供資産に対応する債務 

短期借入金 100,000千円

一年以内返済予定長期借入金 129,588千円

長期借入金 523,524千円

計 753,112千円
 

 (2) 担保提供資産に対応する債務 

短期借入金 300,000千円

一年以内返済予定長期借入金 85,588千円

長期借入金 317,936千円

計 703,524千円
 

※３ 会社が発行する株式及び発行済株式の総数 

会社が発行する株式 普通株式 288,000株

発行済株式総数   普通株式 135,000株
 

※３ 会社が発行する株式及び発行済株式の総数 

会社が発行する株式 普通株式 5,400,000株

発行済株式総数   普通株式 1,400,000株
 

 ４ 配当制限 

旧商法施行規則第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699千円でありま

す。 

 ４ 配当制限 

旧商法施行規則第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892千円でありま

す。 

 ５ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２

行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結

しております。これらの契約に基づく当事業年度末の借

入未実行残高は次のとおりであります。 

当座貸越極度額及び貸出 
コミットメントの総額 

600,000千円

借入実行残高 100,000千円

差引額 500,000千円
 

 ５ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行５

行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結

しております。これらの契約に基づく当事業年度末の借

入未実行残高は次のとおりであります。 

当座貸越極度額及び貸出 
コミットメントの総額 

1,000,000千円

借入実行残高 500,000千円

差引額 500,000千円
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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 他勘定振替高の内容は、以下のとおりであります。 

販売費及び一般管理費 2,956千円

営業外費用 1,022千円
 

――― ※２ 固定資産売却益の内訳は、以下のとおりであります。 

機械及び装置 945千円

車両運搬具 216千円

計 1,162千円
 

※３ 固定資産除却損の内訳は、以下のとおりであります。 

車両運搬具 72千円
 

※３ 固定資産除却損の内訳は、以下のとおりであります。 

機械及び装置 220千円
 

※４ 減損損失 

当事業年度において、当社は以下の資産グループについ

て減損損失を計上しております。 

用途 種類 場所 減損損失 

遊休資産 土地 三重県亀山市関町 9,463千円 

遊休資産 土地 和歌山県西牟婁郡白浜町 3,075千円 

当社は、継続的に損益の把握を行っている管理会計上の

区分の資産及び重要な遊休資産にグループ化して減損

の検討を行っております。その結果、遊休資産について

は、近年の地価が下落しているため、当該資産の帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失

12,539千円として特別損失に計上しております。その内

訳は、土地12,539千円であります。 

なお、上記資産の回収可能価額は、正味売却価額を使用

しており、資産の重要性を勘案し固定資産税評価額を合

理的に調整した価格により評価しております。 

――― 

※５ 研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる研究開発費 20,528千円
 

※５ 研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる研究開発費 33,195千円
 

 

(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日現在) 

現金及び預金 241,393千円

預入期間３か月超の定期預金 △4,000千円

現金及び現金同等物 237,393千円
   

 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日現在) 

現金及び預金 336,091千円

預入期間３か月超の定期預金 △4,000千円

現金及び現金同等物 332,091千円
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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) 

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、減

損損失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 

 

取得価額 
相当額 

 
（千円） 

減価償却累
計額 
相当額 
（千円） 

減損損失累
計額 
相当額 
（千円） 

期末残高 
相当額 

 
（千円） 

建物 15,000 3,055 － 11,944 

機械及び
装置 

296,152 63,391 － 232,760 

工具器具
及び備品 

4,400 1,026 － 3,373 

ソフトウ
ェア 

4,000 640 － 3,360 

合計 319,552 68,114 － 251,438 

 

 

取得価額 
相当額 

 
（千円） 

減価償却累
計額 
相当額 
（千円） 

減損損失累
計額 
相当額 
（千円） 

期末残高 
相当額 

 
（千円） 

建物 36,724 5,929 － 30,795 

機械及び
装置 

374,148 117,514 － 256,633 

工具器具
及び備品 

4,400 1,906 － 2,493 

ソフトウ
ェア 

4,000 1,600 － 2,400 

合計 419,273 126,950 － 292,322 

 
  

(2) 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損勘定期

末残高 

１年以内 50,677千円

１年超 204,037千円

 合計 254,715千円
 

(2) 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損勘定期

末残高 

１年以内 114,077千円

１年超 182,666千円

 合計 296,743千円
 

  

リース資産減損勘定の残高 －
 

リース資産減損勘定の残高 －
 

  

(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、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 47,877千円

リース資産減損 
勘定の取崩額 

－

減価償却費相当額 44,222千円

支払利息相当額 5,767千円

減損損失 －
 

(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、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 66,550千円

リース資産減損 
勘定の取崩額 

－

減価償却費相当額 60,594千円

支払利息相当額 7,055千円

減損損失 －
 

  

(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、各事業年度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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(有価証券関係) 

 

前事業年度(平成17年３月31日) 

１ 売買目的有価証券 

該当事項はありません。 

２ 満期保有目的の債権で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

３ 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 

株式 1,424 2,604 1,179 

貸借対照表計上額が取得原価を超
えないもの 

株式 － － － 

合計 1,424 2,604 1,179 

 

当事業年度(平成18年３月31日) 

１ 売買目的有価証券 

該当事項はありません。 

２ 満期保有目的の債権で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

３ 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 

株式 1,424 2,930 1,505 

貸借対照表計上額が取得原価を超
えないもの 

株式 － － － 

合計 1,424 2,930 1,505 
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(デリバティブ取引関係) 

１． 取引の状況に関する事項 

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) 取引の内容 

当社の利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ取

引であります。 

 

(1) 取引の内容 

同         左 

 

(2) 取引に対する取組方針 

当社のデリバティブ取引は、将来の金利の変動によるリス

ク回避を目的にしており、投機的な取引は行わない方針であ

ります。 

 

(2) 取引に対する取組方針 

同         左 

 

 

 

(3) 取引の利用目的 

当社のデリバティブ取引は、借入金利等の将来の金利市場

における利率上昇による変動リスクを回避する目的で利用し

ています。なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を

行っております。 

① ヘッジ会計の方法 

金利スワップについて特例処理の要件を満たしておりま

す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：金利スワップ 

ヘッジ対象：借入金 

③ ヘッジ方針 

ヘッジ取引は、資金調達における金利の急激な変動が損益

に与える影響を軽減化することを目的に行なうことを基

本方針としております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

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。 

 

(3) 取引の利用目的 

同         左 

 

 

 

① ヘッジ会計の方法 

同         左 

 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同         左 

 

③ ヘッジ方針 

同         左 

 

 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同         左 

 

(4) 取引に係るリスクの内容 

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、取引相手先はいずれも信用度の高い国内

の銀行であるため、相手先の契約不履行によるいわゆる信用

リスクはほとんどないと認識しております。 

 

(4) 取引に係るリスクの内容 

同         左 

 

 

 

 

 

(5) 取引に係るリスク管理体制 

デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限及び

取引限度額等を定めた社内ルールに従い、財務担当部門が決

裁担当者の承認を得て行っております。 

(5) 取引に係るリスク管理体制 

同         左 

 

 

 

(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。 

 

(6) 取引の時価等に関する事項についての補足説明 

同         左 
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２． 取引の時価等に関する事項 

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。 

なお、当社は金利スワップを利用しておりますが、特例処理を適用しているため開示の対象から除いております。 

 

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。 

なお、当社は金利スワップを利用しておりますが、特例処理を適用しているため開示の対象から除いております。 

 

 

(退職給付関係) 

前事業年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

当社は確定拠出型の企業年金制度を採用しており、将来の退職給付について拠出以後の追加的な給付は生じないため、退

職給付に係る注記はしておりません。 

 

当事業年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

当社は確定拠出型の企業年金制度を採用しており、将来の退職給付について拠出以後の追加的な給付は生じないため、退

職給付に係る注記はしておりません。 
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(税効果会計関係) 

 

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 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）  

流動資産  

賞与引当金 7,001千円 

未払事業税 8,314千円 

未払事業所税 2,157千円 

貸倒引当金損金算入限度超過額 34千円 

その他 817千円 

計 18,324千円 

固定資産  

営業権償却超過額 66,096千円  

減価償却費償却超過額 18,974千円 

未払退職金 12,156千円 

減損損失累計額 5,103千円 

その他 199千円 

繰延税金負債（固定）との相殺 △480千円 

小計 102,050千円 

評価性引当額 △5,103千円 

計 96,946千円 

繰延税金資産合計 115,271千円 

（繰延税金負債）  

固定負債  

その他有価証券評価差額金 △480千円 

繰延税金資産（固定）との相殺 480千円 

繰延税金負債合計 － 

差引：繰延税金資産の純額 115,271千円 
   

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 

（繰延税金資産）  

流動資産  

賞与引当金 7,858千円 

未払事業税 9,044千円 

未払事業所税 2,401千円 

貸倒引当金損金算入限度超過額 84千円 

その他 1,249千円 

計 20,637千円 

固定資産  

営業権償却超過額 49,572千円  

減価償却費償却超過額 15,381千円 

未払退職金 11,946千円 

減損損失累計額 5,103千円 

その他 577千円 

繰延税金負債（固定）との相殺 △612千円 

小計 81,968千円 

評価性引当額 △5,103千円 

計 76,864千円 

繰延税金資産合計 97,502千円 

（繰延税金負債）  

固定負債  

その他有価証券評価差額金 △612千円 

繰延税金資産（固定）との相殺 612千円 

繰延税金負債合計 － 

差引：繰延税金資産の純額 97,502千円 
   

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との

差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.7％ 

（調整）  

留保金課税 14.9％ 

減損損失 9.3％ 

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.7％ 

住民税均等割 1.2％ 

ＩＴ投資減税 △ 4.1％ 

その他 1.2％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 63.9％ 
   

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との

差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.7％ 

（調整）  

留保金課税 3.2％ 

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.1％ 

住民税均等割 0.2％ 

その他 0.5％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 44.7％ 
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（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)及び当事業年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日)

において、関連会社がないため、該当事項はありません。 

 

（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) 

役員及び個人主要株主等 

 

関係内容 

属性 
会社等の 
名称 

住所 
資本金又 
は出資金 
(千円) 

事業の 
内容又は 
職業 

議決権等 
の所有 
(被所有) 
割合(％) 

役員の 
兼任等 

事業上 
の関係 

取引の内容(注
１) 

取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高 
(千円) 

債務被保証 
（注２） 

1,064,096 － － 

役員 小髙 得央 － － 
当社代表
取締役社
長 

(被所有) 

直接 
60.0％ 

－ － 

担保提供 
（注３） 

89,669 － － 

債務被保証 
（注２） 

679,268 － － 

担保提供 
（注４） 

121,002 － － 
個人主要 
株主 

小髙  勇 － － 
当社 
相談役 

(被所有) 

直接 
10.8％ 

－ － 

担保被提供 
（注５） 

233,078 － － 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注１) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

(注２) 当社の金融機関からの借入等に対して債務保証を受けております。なお、保証料の支払は行っておりま

せん。なお、当該債務保証は平成16年９月29日解消し、関連当事者取引の残高はなくなっております。 

(注３) 役員の金融機関からの借入89,669千円に対して土地436,500千円、建物74,613千円を担保提供しておりま

す。なお、担保提供に伴う金銭の授受はありません。また、当該担保提供は平成16年９月21日解消し、

関連当事者取引の残高はなくなっております。 

(注４) 個人主要株主の金融機関からの借入121,002千円に対して、土地436,500千円、建物74,613千円を担保提

供しております。なお、担保提供に伴う金銭の授受はありません。また、当該担保提供は平成16年９月

21日解消し、関連当事者取引の残高はなくなっております。 

(注５) 当社の金融機関からの借入233,078千円に対して土地、建物の担保提供を受けております。なお、担保提

供に伴う金銭の授受はありません。なお、当該担保被提供は平成16年９月29日解消し、関連当事者取引

の残高はなくなっております。 

 

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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(１株当たり情報) 

 

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 6,965円02銭 852円18銭 

１株当たり当期純利益 154円56銭 159円31銭 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益については、新株予約権の残高が

ありますが、当社株式は非上場でありま

すので、期中平均株価が把握出来ません

ので記載しておりません。 

同     左 

 

  当社は、平成17年10月１日付で株式１

株につき10株の分割を行っております。 

前期首に当該株式分割が行われたと仮

定した場合における前事業年度の（１株

当たり情報）の各数値は以下のとおりで

あります。 

  １株当たり純資産額 696円50銭  

  １株当たり当期純利益 15円46銭  

  なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益については、新株予約権の残高が

ありますが、当社株式は非上場でありま

すので、期中平均株価が把握出来ません

ので記載しておりません。 

(注) １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 
 

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) 19,741 215,086 

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) 19,741 215,086 

普通株式の期中平均株式数(株) 127,731 1,350,137 
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(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） 

１． 新株予約権の発行 

当社は、平成17年６月24日開催の定時株主総会及び平成17年６月24日開催の取締役会において、株主以外の者に対し特に

有利な条件をもって新株予約権を発行する旨の決議をしました。 

当該その内容は、下記のとおりであります。 

(1) 新株予約権の数 485個 

(2) 新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

(3) 新株予約権の目的となる株式の数 4,850株 

(4) 新株予約権の発行価額 無償 

(5) 新株予約権の行使時の払込金額 10,000円  

(6) 新株予約権の行使期間 平成19年６月25日 から 

 平成27年６月24日 まで 

(7) 新株予約権の行使により株式を発行する 発行価格 10,000円 

場合の株式の発行価格及び資本組入額 資本組入額 5,000円 

(8) 新株予約権の行使の条件  

新株予約権者は、権利行使時において、会社又は関係会社の取締役、監査役、顧問もしくは従業員の地位にあるこ

とを要す。その他の条件については、定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受け

たものとの間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるものとする。新株予約権の相続はこれを認めない。各新

株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。 

(9) 新株予約権の譲渡制限 

新株予約権の譲渡は、取締役会の承認を要するものとする。 

 

２． 株式分割 

当社は、平成17年９月14日開催の取締役会において株式分割による新株式の発行を行う旨の決議をし、平成17年10月１日

に実施しております。 

当該株式分割の内容は、下記のとおりであります。 

(1)  平成17年10月１日付をもって平成17年９月30日最終の株主名簿に記載された株主の所有株式数を１株に付き10株の割合

をもって分割する。 

(2)  分割により増加する株式数      普通株式 1,215,000株 

(3)  配当起算日                  平成17年４月１日 

前期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合における（１株当たり情報）の各数

値はそれぞれ以下のとおりであります。 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１株当たり純資産額 696円50銭 
 

１株当たり当期純利益 15円46銭 
 

 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、新株予約権の残高がありますが、

当社株式は非上場でありますので、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。 
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３．新株予約権の行使による増資 

当社は、平成18年３月31日に新株予約権（平成16年２月25日開催の定時株主総会及び同日開催の取締役会決議分）に係る、

新株予約権の全額について行使を受けました。 

当該新株予約権の権利行使の概要は、下記のとおりであります。 

(1) 増加した株式の種類及び数 普通株式 50,000株 

(2) 増加した資本金 18,750千円 

(3) 増加した資本準備金 18,750千円 

これにより、平成18年３月31日現在の発行済株式総数は1,400,000株、資本金は352,350千円、資本準備金は272,350千円と

なりました。 

  

当事業年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

 重要な新株の発行 

当社は、平成18年５月18日及び平成18年５月31日開催の取締役会において、下記のとおり新株式の発行及び株式売出しの

決議を行いました。 

当該新株発行の内容は、下記のとおりであります。 

(1) 公募による新株式発行の払い込みを平成18年６月19日に完了いたしました。 

 発行新株式数 普通株式 252,000株 

 発行価格 １株につき 2,500円 

 引受価額 １株につき 2,320円 

 発行価額 １株につき 1,870円 

 発行価額の総額  471,240,000円 

 資本組入額 １株につき 1,160円 

 資本組入額の総額  292,320,000円 

(2) 引受人の買取引受による売出し 

売出数 普通株式 148,000株 

 売出価格 １株につき 2,500円 

 売出価額の総額  370,000,000円 

(3) オーバーアロットメントによる売出し 

売出数 普通株式 60,000株 

 売出価格 １株につき 2,500円 

 売出価額の総額  150,000,000円 
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５. 生産、受注及び販売の状況 

 (1) 生産実績 
 

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 

事業部門別の名称 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 
前年同期比 

(％) 

半導体保護資材事業 887,683 1,228,533 340,849 38.4 

衛生検査器材事業 433,211 525,374 92,163 21.3 

合計 1,320,895 1,753,907 433,012 32.8 

 （注）１. 金額は、製造原価によっております。 

    ２. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

      

(2) 仕入実績 
 

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 

事業部門別の名称 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 
前年同期比 

(％) 

半導体保護資材事業 － 3,721 3,721 － 

衛生検査器材事業 217,132 214,194 △ 2,937 △ 1.4 

合計 217,132 217,916 784 0.4 

 （注）１. 金額は、仕入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. 前事業年度における半導体保護資材事業は商品仕入を行っておりませんので、該当事項はありません。 

 

(2) 受注実績 
 

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 

事業部門別の名称 

受注高 
(千円) 

受注残高 
(千円) 

受注高 
(千円) 

受注残高 
(千円) 

受注高 
(千円) 

受注残高 
(千円) 

半導体保護資材事業 1,226,391 79,045 1,944,837 145,033 718,446 65,988 

衛生検査器材事業 － － － － － － 

合計 1,226,391 79,045 1,944,837 145,033 718,446 65,988 

 （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. 衛生検査器材事業は受注生産を行っておりませんので、該当事項はございません。 
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(3) 販売実績 

 

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 

事業部門別の名称 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 
前年同期比 

(％) 

半導体保護資材事業 1,268,006 1,878,849 610,842 48.2 

衛生検査器材事業 1,048,874 1,135,519 86,644 8.3 

合計 2,316,881 3,014,368 697,487 30.1 

 （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及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 
 

前事業年度 当事業年度 
相手先 

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％) 

長瀬産業㈱ 341,858 14.8 430,519 14.3 

㈱エム・シー・エス － － 403,717 13.4 
 

３. 前事業年度における㈱エム・シー・エスに対する販売実績はありますが、総販売実績に対する割合が

10％ 

未満であるため、記載を省略しております。 

 

 

６. 役員の異動 

 

該当事項はありません。 

 

 


