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平成18年５月期 決算短信（連結） 平成18年7月12日

上場会社名 株式会社ニイタカ 上場取引所 東 

コード番号 4465 本社所在都道府県 大阪府 
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代  表  者  代表取締役社長 森田 千里雄 

問合せ先責任者 常務取締役経営企画部長 奥山 吉昭 ＴＥＬ（06）6391－3225 

決算取締役会開催日 平成18年７月12日 

米国会計基準採用の有無 無 

(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５月期 9,938 7.8 877 △4.8 879 0.9

17年５月期 9,217 4.7 921 9.2 872 14.9

  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 

自己資本 

当期純利益率

総資産 

経常利益率 

売上高 

経常利益率 

  百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年５月期 698 30.1 118 25 － － 14.2 9.0 8.9

17年５月期 536 22.2 90 39 － － 12.2 9.3 9.5

（注） ① 持分法投資損益 18年５月期  ─ 17年５月期  ― 

  ② 期中平均株式数（連結） 18年５月期 5,906,235株 17年５月期 5,939,135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 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

  百万円 百万円 ％ 円 銭

18年５月期 9,840 5,218 53.0 883 68

17年５月期 9,694 4,607 47.5 780 06

（注） 期末発行済株式数（連結） 18年５月期 5,905,777株 17年５月期 5,906,737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５月期 615 △182 △902 1,349

17年５月期 584 △116 △183 1,818

(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 1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） －社 （除外） －社 持分法（新規） －社 （除外） －社

２．平成19年５月期の連結業績予想（平成18年６月1日～平成19年５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 －   －   －   

通 期 －   －   －   

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期）  －円－銭   

 ※ 当社は平成18年６月１日にて連結子会社である株式会社日本自洗機メンテナンス協会を合併し、平成19年５月期は非連結会社となること

から、連結業績予想は記載しておりません。業績予想につきましては、個別財務諸表の概要２.平成19年５月期の業績予想を参照して下

さい。 



１．企業集団の状況 

 当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社及び連結子会社１社で構成され、フードサービス業界向け化成品

事業として、業務用洗剤・洗浄剤、固形燃料等の製造・仕入・販売を行っております。 

 また、当該事業に関連して、フードサービス業界向けに食器洗浄機のメンテナンス・サービス、厨房関連機器のレン

タル及び販売等の事業活動も行っております。 

 当社グループは、フードサービス業界向け化成品事業の単一セグメントのため、事業の種類別セグメント情報の記載

を省略しております。 

 事業の系統図は次のとおりであります。 

製品・サービスの流れ

業務用洗剤・洗浄剤の製造・販売
固形燃料の製造・販売

食器洗浄機メンテナンス
厨房機器のレンタル
厨房機器の販売

当　社

得　意　先

（連結子会社）
㈱日本自洗機メンテナンス協会
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２．経営方針 

１．経営の基本方針 

 当社グループは、高品質・高使用価値の製品・サービスをフードサービス業界へ提供することを通じ、「取引先

とユーザー」のお役に立ち、「株主と会社」に利益をもたらし、「社員とその家族」を幸せにすると同時に「地域

社会」に貢献し、社会に信頼され、発展する企業を目指しています。これを「四者共栄」と一言で表しています。

この「四者共栄」を実現するとともに企業の社会的責任を果すため、「品質第一主義」と「真の全員参加」の経営

を行い、常に四者の満足を追求し、行動します。 

① 品質第一主義の経営（製品品質・サービスの質・企業の質）…高品質・高使用価値の製品・サービスでお客さ

まにお応えすることは勿論のこと、地域環境・地球環境保全に努めるとともに、業務や企業のあり方において

も品質を第一とし、社会進歩に役立つ経営を行います。 

② 真の全員参加の経営…高品質・高使用価値の製品・サービスの提供や高い質の業務・経営を行い、社会的責任

を果すことを保証するためには、お客さまと社会のために何ができるか、何をしなければならないかを社員一

人ひとりが主体的に考え、それができる仕組みを作ってまいります。 

 お客様の満足と社会からの信頼は社員の働き甲斐でもあります。 

以上が当社グループの経営基本方針であります。 

  

２．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、将来の企業価値を高める事業戦略に必要な内部留保を確保しつつ、安定した配

当を継続していくことを基本方針としております。 

 内部留保金は、生産関連設備投資や業容拡大に向けた財務体質の強化などのために活用したいと考えておりま

す。 

 なお、前期の配当金は、１株当たり15円（うち中間配当金７円、期末配当金８円）といたしましたが、当期の配

当金は、中間・期末ともに１株当たり８円とし、通期で１株当たり16円を予定しております。 

３．目標とする経営指標 

 主な経営指標として、売上高、経常利益、ＲＯＥ（自己資本当期純利益率）を採用しております。当社は、過去

23年間売上高は前年比ベースで増加し続けておりますが、今後とも増収を継続したいと考えております。競争力の

強化と経営の効率化を図ることにより、経常利益の向上に繋げてまいります。 

 また、株主や投資家に満足いただけるよう、ＲＯＥの維持向上を経営指標の目標としております。 
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４．中長期的な経営戦略と対処すべき課題 

 当社が依拠するフードサービス業界が成熟した中、当社にとりましてはこれまで以上に製品・サービスの質を向

上させ、競争に打ち勝てる企業体質にすることが経営課題となっております。また、利益率向上のためには、特に

自社製品の売上拡充に注力する必要があると考えております。 

 当社は平成20年4月に創立45周年を迎えます。経営目標を達成させ、継続的発展と企業価値向上に全社一丸となっ

て取り組んでまいります。 

Ⅰ 競争力の強化  次の各項目についての強化を図り、売上の飛躍的拡大と利益の確保を図ってまいります。 

 (1) コスト競争力 

① 高効率な生産体制の確立 

 生産効率の追求による製造コストの削減と増加する販売量に対応するため、つくば工場の製造設備の増

設をはじめとする生産体制の整備を行います。 

② 原材料費の抑制 

 原材料価格の上昇に対応するため、主要原材料の決定・調達にあたっては、コスト抑制に向け、技術・

購買・製造等の連携を密にしてあらゆる方策を立案・検討し、実行してまいります。また、副資材（主に

ポリ容器、フィルム等の包装資材）の軽量化・薄肉化、並びに構成の見直し等によりコスト抑制を図って

まいります。 

③ 物流コストの削減と質の向上 

 つくば工場の生産品目を増やし、物流効率の向上を図ります。また、配送等の苦情に対する改善活動に

取組み、物流の質向上を推進してまいります。  

 (2) 技術力 

 顧客ニーズをとらえると同時に、当社のオリジナリティのあるシーズを活かして付加価値の高い製品の企

画・開発を行います。 

 良い企画ができる体制の構築とともに、良い企画を速やかに製品に仕上げることができる力量をつけるよう

にしてまいります。 

 ISO22000（食品安全マネジメントシステム）を認証取得し、それを運用・維持し、確実に安全な製品を提供

するとともに、その過程で蓄積したノウハウをもとにお得意先における食品安全マネジメントシステムの構築

に寄与したいと考えております。 

 (3) 製品力 

 他社との競争に打ち勝ち、ユーザーの拡大を図るうえで、個々のユーザーに最適な製品の品揃え、高機能

化、安定供給、サービスの充実と質の向上が不可欠です。特に食品工場向け製品（「サニプラン」シリーズ）

の充実を図るとともに、製品分類毎に業界Ｎｏ．１の製品を開発することを目指してまいります。そのために

必要な人材配置と組織体制の強化を行っております。 

 (4) 営業力 

 他社との競争に打ち勝ち、ユーザーの拡大を図るうえで、個々のユーザーに最適な製品・サービス、情報を

提供することが不可欠であり、より質の高い提案・提供ができるよう体制を強化してまいります。また、昨年

新設した衛生管理サポート専門部署としての衛生管理推進室は、機能し始め売上拡大に寄与しております。 

Ⅱ 「自己変革ができ、勝ち進む組織」の構築 

 他社との競争に打ち勝てる組織を構築するためには、中長期的な展望を持った戦略に基づく、人材配置と業務

改革が要求されます。その実現に不可欠な自己変革ができる人材の育成、その能力を最大限に発揮できる風土の

醸成を要に、「自己変革ができ、勝ち進む組織」の構築に取り組んでまいります。 

  

５.親会社等に関する事項 

 該当事項はありません。 

６.その他 

 スポーツ・文化活動においては、平成17年６月より日本社会人アメリカンフットボール協会Ｘ２リーグ所属のク

ラブベアーズの活動を支援することとしました。今後も当社でできる範囲において支援を行ってまいります。 
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３．経営成績及び財政状態 

１．経営成績 

(1) 当社グループの営業の状況 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、好調な企業収益に後押しされ、設備投資の増加や雇用の改善が見られ、

底堅く推移しました。原油価格の高止まりの影響や米国経済の先行きなどが懸念されるものの、概ね景気は緩やか

に回復を続けています。 

 また、当社グループが依拠するフードサービス業界においても、外食店の既存店売上高が回復の兆しを見せてお

り、店舗数の増加と相俟って近年の凋落傾向から脱しつつあります。 

 このような状況下、当社グループの売上高は、新製品・改良製品の投入、新規ユーザーの獲得を積極的に推進し

た結果、9,938百万円（前年同期比7.8％増）となりました。経常利益は、原油価格の高止まりに起因する原材料費

の高騰が影響したことに加え、人材採用・広告宣伝等将来を見据えた投資を積極的に行った結果、879百万円（同

0.9％増）となりました。また、当期純利益は、保険金収入が加わり、698百万円（同30.1％増）となりました。 

 当社グループの品目別売上高は、次のとおりであります。当社グループは、フードサービス業界向け化成品事業

の単一セグメントのため、事業の種類別セグメントの情報は作成しておりませんので、品目別の金額を記載してお

ります。 

＜業務用洗剤・洗浄剤部門＞ 

 全体的に好調でしたが、食器洗浄機用洗浄剤、食品添加物（アルコール製剤、塩素系殺菌料）、洗浄剤（油汚れ落

とし等）の伸びが特に大きく、売上増に貢献いたしました。 

 この結果、当連結会計年度における売上高は、5,426百万円（同7.4％増）となりました。 

＜固形燃料部門＞ 

 出荷数量の減少が止まり、増加に転じました。単価はやや低下したものの、売上全体では前年同期を上回りまし

た。    

 この結果、当連結会計年度における売上高は、1,974百万円（同1.6％増）となりました。 

＜その他商品部門＞ 

  引き続き仕入商品である食品包装用ラップ、調理用紙製品の売上が増加いたしました。 

 この結果、当連結会計年度における売上高は、2,537百万円（同14.2％増）となりました。 

     区分 

第43期 
（平成17年５月期） 

第44期（当期） 
（平成18年５月期） 

前年同期比 

金額（百万円) 構成比（％) 金額（百万円) 構成比（％)
増減金額 
（百万円） 

増減率（％)

業務用洗剤・洗浄剤 5,051 54.8 5,426 54.6 375 7.4 

固形燃料 1,943 21.1 1,974 19.9 31 1.6 

その他商品等 2,222 24.1 2,537 25.5 314 14.2 

合計 9,217 100.0 9,938 100.0 721 7.8 
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(2) 生産、受注及び販売の状況 

(ａ)生産実績 

 当連結会計年度における生産実績を品目別に示すと、次のとおりであります。なお、当社グループは、フー

ドサービス業界向け化成品事業の単一セグメントのため、事業の種類別セグメントの情報は、作成しておりま

せんので、品目別の金額を記載しております。（以下、「販売実績」まで同じ） 

（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。 

 (ｂ)受注状況 

   該当事項はありません。 

 (ｃ)商品仕入実績 

   当連結会計年度における商品仕入実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

（注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

 (ｄ)販売実績 

   当連結会計年度における販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

（注）１．前連結会計年度及び当連結会計年度における主な相手先別の販売実績については、総販売実績に

対する割合が100分の10未満のため、記載を省略しております。 

２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

(3) 来期の見通し 

  来期のわが国経済は、好調な企業業績を背景に、旺盛な設備投資と個人消費の増加が見込まれております。しか

し、原油価格の高止まり、米国経済の先行きなどの不安要素もあり、必ずしも楽観視できる状態ではありません。

また、当社が依拠するフードサービス業界は、回復の兆しを見せているものの、マーケットの成熟化と低価格競争

により、事業環境は厳しい状況が続くと予想されます。 

  このような状況下、当社は、引き続き大手・中堅外食チェーン店、大手ホテル・旅館、食品工場・食品スーパー

の開拓等に力を注ぎたいと考えております。 

 また、売上増に対応した生産能力の強化を図るため、積極的な製造設備、物流設備の増設・更新を図りたいと考

えており、これに伴う除却損を100百万円程度見込んでおります。 

  以上により、来期の業績の見通しといたしましては、売上高11,000百万円（前年同期比10.7％増）経常利益850百

万円（同3.4％減）当期純利益400百万円（同42.7％減）を予定しております。 

        品目 金額 前年同期比 

業務用洗剤・洗浄剤（千円） 5,416,432 111.6％ 

固形燃料（千円） 1,850,799 95.4％ 

その他商品等（千円） 25,313 93.1％ 

    合計（千円） 7,292,544 106.9％ 

        品目 金額 前年同期比 

業務用洗剤・洗浄剤（千円） 137,715 115.3％ 

固形燃料（千円） 97,577 361.7％ 

その他商品等（千円） 2,346,104 117.2％ 

    合計（千円） 2,581,397 120.1％ 

       品目 金額 前年同期比 

業務用洗剤・洗浄剤（千円） 5,426,574 107.4％ 

固形燃料（千円） 1,974,831 101.6％ 

その他商品等（千円） 2,537,216 114.2％ 

    合計（千円） 9,938,623 107.8％ 
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２．財政状態 

(1) 資産、負債及び純資産の状況 

 総資産は、前連結会計年度末に対し145百万円増加して、9,840百万円となりました。現金及び現金同等物は、下

記「（2）キャッシュ・フローの状況」に記載のとおり、469百万円減少いたしました。一方、有形固定資産及び無

形固定資産の合計は244百万円増加いたしました。これは製造設備等の減価償却が進む一方で、本社敷地の隣地購

入、並びに基幹業務システム、医薬部外品製造設備等の投資を行ったこと等によるものであります。また、投資そ

の他の資産は161百万円増加いたしました。これは、ユーロ円債等の購入による投資有価証券の増加によるもの等で

あります。  

 負債合計は、前連結会計年度末に対し465百万円減少し、4,621百万円となりました。これは支払手形及び買掛金

とファクタリング債務が合計で167百万円増加いたしましたが、社債並びに長期・短期借入金等の負債が807百万円

減少したこと等によるものであります。 

 純資産合計は、前連結会計年度末の資本合計に対し611百万円増加し、5,218百万円となりました。主な増加要因

は、当期純利益698百万円により、利益剰余金が増加したことによるものであります。 

 この結果、１株当たり純資産額は、前連結会計年度末に対し、13.3％増加の883円68銭となり、自己資本比率は前

連結会計年度末の47.5％から53.0％に上昇いたしました。 

(2) キャッシュ・フローの状況 

 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、前連結会計年度に比べ469

百万円減少(前年同期比25.8％減)し、1,349百万円となりました。 

 当連結会計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） 

 営業活動の結果得られた資金は615百万円(同5.3％増)となりました。これは、税金等調整前当期純利益が順調に増

加して1,126百万円となったこと、及び減価償却費328百万円、仕入債務の増加167百万円等による増加と、売上債権

の増加183百万円、法人税等の支払額431百万円等による減少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） 

 投資活動の結果使用した資金は182百万円(同56.1％増)となりました。これは、投資有価証券の取得による支出482

百万円、医薬部外品製造設備等の設備投資並びに当社敷地隣地の購入等の有形固定資産の取得による支出389百万

円、基幹業務システム開発の無形固定資産の取得による支出122百万円等による減少と、保険金の受取による収入408

百万円、レンタル資産の売却による収入249百万円等による増加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） 

 財務活動の結果使用した資金は902百万円(同391.9％増）となりました。これは、短期借入金の返済による支出200

百万円、長期借入金の返済による支出262百万円、社債の償還による支出344百万円、配当金の支払いによる支出94百

万円等によるものであります。 

 なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは次のとおりであります。 

 平成14年５月期平成15年５月期平成16年５月期平成17年５月期 平成18年５月期

自己資本比率（％） 34.3 42.5 46.5 47.5 53.0 

時価ベースの自己資本比率（％） － 29.1 64.5 72.2 75.1 

債務償還年数（年） 3.5 3.5 2.1 3.1 1.7 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 11.6 11.7 27.4 24.2 34.5 

 (注) 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  

  １．いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。  

  ２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行株式数（自己株式控除後）により計算しております。  

  
３．営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・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、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。また、利払いについて

は連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。  
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(3) 事業等のリスク 

 以下において、記載した事業の状況及び経理の状況等に関する事項のうち、リスク要因となる可能性があると考

えられる主な事項及びその他投資者の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる事項を記載しております。当社はこ

れらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針であります。 

 なお、以下の記載のうち将来に関する事項は、決算短信（連結）提出日現在において当社が判断したものであ

り、不確実性を内在しているため、実際の結果と異なる可能性があります。 

①特定の市場への依存について 

 当社は、業務用洗剤・洗浄剤、固形燃料の製造、食品包装用ラップ、ボディーソープ等の仕入を行っており、

これら製商品を食品卸会社、食品包装資材卸会社等を通じて飲食店、旅館、食品工場、食品スーパー等のフード

サービス業界に販売しております。 

 また、当社は、各地の提携会社を通じて飲食店等のフードサービス業界向けに食器洗浄機のメンテナンス・サ

ービスを提供している他、厨房関連機器のレンタル・販売を行っております。 

 当社が取扱っている製商品・サービスは、大部分がフードサービス業界を対象としたものであり、フードサー

ビス業界における業務用洗剤・洗浄剤、固形燃料等に対する需要動向、価格動向、既存業者との競合の状況、新

規業者の参入状況、並びにメタノール等の原材料の価格動向等により、当社の業績が影響を受ける可能性があり

ます。 

②法的規制について 

 当社の取扱製商品においては、業務用洗剤・洗浄剤の一部が食品添加物もしくは医薬部外品に該当する他、毒

物劇物取締法上の劇物に該当する製品も一部製造しております。固形燃料は消防法上の危険物に該当しておりま

す。このため当社は食品衛生法、薬事法、毒物劇物取締法、消防法による規制を受けております。また当社は、

環境保護に関連して大気汚染防止法、騒音防止法、振動規制法、化学物質排出把握管理促進法等の各種法令、当

社の工場が所在する地域の各地方自治体と締結した公害防止協定による規制を受けております。従って、これら

法的規制の改正、又は新たな法的規制の制定等により、当社の業績又は今後の事業展開が影響を受ける可能性が

あります。 

③品質管理について 

 当社では、経営方針である「品質第一主義」のもと、品質管理を徹底しております。しかしながら、当社の取

扱製商品において、重大な品質トラブルが発生した場合には、当該トラブルに対応するための費用負担や当社に

対する評価の低下から、当社の業績及び財政状態が影響を受ける可能性があります。 

④自然災害について 

 当社にとって、最大のリスクのひとつに地震リスクがあります。生産拠点は東西の２拠点制をとり、地震への

対応もとるようにしております。しかし、大規模な地震により、操業が中断するような場合は、当社の業績及び

財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

⑤取引先の信用リスクについて 

 当社は数多くの取引先と取引を行っており、リスク分散を図っております。また、取引先の信用情報等をと

り、取引先のリスクに備えております。しかし、倒産のような予期せぬ事態により債権回収に支障が発生した場

合、当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 
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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５月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年５月31日） 
対前年比 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

増減 
（千円） 

（資産の部）          

Ⅰ 流動資産          

１．現金及び預金   1,918,877   1,449,312  △469,565 

２．受取手形及び売掛金   2,031,349   2,214,499  183,150 

３．有価証券   99,950   99,950  － 

４．たな卸資産   429,460   508,756  79,295 

５．繰延税金資産   78,600   82,128  3,528 

６．その他   134,685   76,498  △58,186 

貸倒引当金   △8,803   △7,491  1,312 

流動資産合計   4,684,120 48.3  4,423,654 45.0 △260,465 

Ⅱ 固定資産          

１．有形固定資産          

（1）建物及び構築物 ※１ 3,660,850   3,687,435     

減価償却累計額  2,066,859 1,593,990  2,194,530 1,492,905  △101,085 

（2）機械装置及び運搬具 ※１ 4,543,370   4,574,335     

減価償却累計額  4,040,426 502,944  4,149,735 424,599  △78,344 

（3）土地 ※１  1,675,763   1,919,807  244,043 

（4）建設仮勘定   26,082   135,602  109,520 

（5）その他 ※１ 433,040   450,365     

減価償却累計額  348,472 84,568  364,560 85,805  1,236 

有形固定資産合計   3,883,349 40.1  4,058,720 41.2 175,370 

２．無形固定資産          

（1）ソフトウェア   91,627   173,134  81,507 

（2）ソフトウェア仮勘定   12,000   －  △12,000 

（3）その他   7,204   7,204  － 

無形固定資産合計   110,831 1.1  180,339 1.8 69,507 

３．投資その他の資産          

（1）投資有価証券   272,653   606,563  333,909 

（2）長期貸付金   13,581   12,658  △922 

（3）繰延税金資産   283,218   303,928  20,709 

（4）その他   546,847   343,852  △202,994 

  貸倒引当金   △99,708   △89,264  10,444 

投資その他の資産合計   1,016,592 10.5  1,177,737 12.0 161,145 

固定資産合計   5,010,774 51.7  5,416,796 55.0 406,022 

資産合計   9,694,894 100.0  9,840,451 100.0 145,556 
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前連結会計年度 

（平成17年５月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年５月31日） 
対前年比 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

増減 
（千円） 

（負債の部）          

Ⅰ 流動負債          

１．支払手形及び買掛金   673,261   751,337  78,076 

２．ファクタリング債務 ※３  1,152,190   1,241,137  88,947 

３．短期借入金    200,000   －  △200,000 

４．１年以内償還予定社債   344,400   194,400  △150,000 

５．１年以内返済予定長
期借入金 

※１  252,660   242,660  △10,000 

６．未払法人税等   237,140   258,468  21,328 

７．未払消費税等   22,468   12,026  △10,441 

８．その他   454,769   548,985  94,216 

流動負債合計   3,336,888 34.4  3,249,015 33.0 △87,873 

Ⅱ 固定負債          

１．社債    501,200   306,800  △194,400 

２．長期借入金 ※１  541,760   289,100  △252,660 

３．退職給付引当金   480,657   638,612  157,955 

４．役員退職慰労引当金   206,020   114,700  △91,320 

５．その他   20,750   23,414  2,663 

固定負債合計   1,750,388 18.1  1,372,626 14.0 △377,761 

負債合計   5,087,277 52.5  4,621,642 47.0 △465,634 

          

（資本の部）          

Ⅰ 資本金 ※４  585,199 6.0  － － △585,199

Ⅱ 資本剰余金   595,337 6.1  － － △595,337 

Ⅲ 利益剰余金   3,458,944 35.7  － － △3,458,944 

Ⅳ その他有価証券評価差
額金 

  15,556 0.2  － － △15,556 

Ⅴ 自己株式 ※５  △47,420 △0.5  － － 47,420 

資本合計   4,607,617 47.5  － － △4,607,617 

負債及び資本合計   9,694,894 100.0  － － △9,694,894 

（純資産の部）          

Ⅰ 株主資本          

１．資本金    － －  585,199 5.9 585,199 

２．資本剰余金   － －  595,337 6.1 595,337 

３．利益剰余金   － －  4,062,865 41.3 4,062,865 

４．自己株式    － －  △48,646 △0.5 △48,646 

株主資本合計   － －  5,194,756 52.8 5,194,756 

Ⅱ 評価・換算差額等          

その他有価証券評価差額金   － －  24,052 0.2 24,052 

評価・換算差額等合計   － －  24,052 0.2 24,052 

純資産合計   － －  5,218,808 53.0 5,218,808 

負債純資産合計   － －  9,840,451 100.0 9,840,451 
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(2) 連結損益計算書 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

対前年比

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

増減 
（千円） 

Ⅰ 売上高   9,217,352 100.0  9,938,623 100.0 721,270

Ⅱ 売上原価 ※６  5,410,578 58.7  5,972,556 60.1 561,977

売上総利益   3,806,773 41.3  3,966,066 39.9 159,293

Ⅲ 販売費及び一般管理費 
※1、 
6  
 2,885,623 31.3  3,089,040 31.1 203,417 

営業利益   921,150 10.0  877,026 8.8 △44,123

Ⅳ 営業外収益        

１．受取利息  477   3,020   

２．受取配当金  5,017   14,963   

３. 業務代行手数料  3,073   3,804   

４．その他  10,399 18,967 0.2 9,371 31,159 0.3 12,191 

Ⅴ 営業外費用          

１．支払利息  24,386   18,254   

２．創立40周年関連費用  29,278   －     

３．社債発行費償却  6,650   －   

４．投資事業組合投資損失 －   2,330   

５．その他  7,790 68,105 0.7 7,624 28,208 0.2 △39,896 

経常利益   872,012 9.5  879,976 8.9 7,964

Ⅵ 特別利益        

１．積立保険解約益  －    1,595    

２．受取保険金  ※２ －    346,360    

３．固定資産売却益  ※３ 183    69    

４．レンタル資産売却益  －    14,962    

５．投資有価証券売却益  23,245    0    

６．貸倒引当金戻入益  4,625 28,053 0.3 4,292 367,280 3.7 339,227

Ⅶ 特別損失        

１．固定資産除売却損 ※４ 1,021   2,397   

２．投資有価証券売却損  －     200     

３．退職給付債務割引率 
  変更数理差異償却 

 ※５ －     49,678     

４．社葬費用  －     40,890     

５．役員特別功労金  － 1,021 0.0 27,531 120,697 1.3 119,675

税金等調整前当期純
利益 

  899,044 9.8  1,126,560 11.3 227,515

法人税、住民税及び
事業税 

 424,598   458,277   

法人税等調整額  △62,396 362,201 4.0 △30,141 428,136 4.3 65,934

当期純利益   536,843 5.8  698,424 7.0 161,581
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(3) 連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書 

連結剰余金計算書  

連結株主資本等変動計算書 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 

（資本剰余金の部）    

Ⅰ 資本剰余金期首残高   595,337 

Ⅱ 資本剰余金期末残高   595,337 

    

（利益剰余金の部）    

Ⅰ 利益剰余金期首残高   2,997,740 

Ⅱ 利益剰余金増加高    

１．当期純利益  536,843 536,843 

Ⅲ 利益剰余金減少高    

１．配当金  75,639 75,639

Ⅳ 利益剰余金期末残高   3,458,944 

    

 当連結会計年度（自平成17年６月１日 至平成18年５月31日） (単位：千円) 

 

株主資本 
評価・換算 
差額等 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 
その他有価証券
評価差額金 

平成17年５月31日 残高 585,199 595,337 3,458,944 △47,420 4,592,060 15,556 

連結会計年度中の変動額       

剰余金の配当     △94,504   △94,504   

当期純利益     698,424   698,424   

自己株式の取得       △1,225 △1,225   

株主資本以外の項目の 

連結会計年度中の変動額(純額) 
          8,495 

連結会計年度中の変動額合計 － － 603,920 △1,225 602,695 8,495 

平成18年５月31日 残高 585,199 595,337 4,062,865 △48,646 5,194,756 24,052 
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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６月１日 
至 平成17年５月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５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  899,044 1,126,560 

減価償却費  363,453 328,701 

退職給付引当金の増減額(減少:△)  52,010 157,955 

役員退職慰労引当金の増減額(減少:△)  18,390 △91,320 

前払年金費用の増減額(増加:△)  － △57,699 

貸倒引当金の増減額(減少:△)  △21,056 △11,756 

長期前払費用の増減額(増加:△)  △165,328 17,147 

受取利息及び受取配当金  △5,494 △17,984 

支払利息  24,386 18,254 

有形固定資産売却益  △183 △69 

有形固定資産除売却損  999 2,397 

無形固定資産除却損  22 － 

投資有価証券売却益  △23,245 △0 

投資有価証券売却損  － 200 

投資事業組合投資損失  － 2,330 

レンタル資産売却益  － △14,962 

受取保険金  － △346,360 

積立保険解約益  － △1,595 

売上債権の増減額(増加:△)  △169,059 △183,150 

たな卸資産の増減額(増加:△)  △13,005 △79,295 

その他の流動資産の増減額(増加:△)  △50,319 9,159 

破産更生債権等の増減額(増加:△)  22,129 10,390 

仕入債務の増減額(減少:△)  140,548 167,023 

未払金及び未払費用等の増減額(減少:△)  5,844 23,508 

未払消費税等の増減額(減少:△)  △14,149 △10,441 

その他の固定資産の増減額(増加:△)  △32,900 △1,834 

その他の固定負債の増減額(減少:△)  3,713 2,663 

小計  1,035,800 1,049,822 

利息及び配当金の受取額  5,494 15,415 

利息の支払額  △24,190 △17,852 

法人税等の支払額  △432,355 △431,711 

営業活動によるキャッシュ・フロー  584,749 615,674 
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前連結会計年度 

（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５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    

投資有価証券の取得による支出  △202,862 △482,011 

投資有価証券の償還による収入  99,950 99,950 

投資有価証券の売却による収入  82,465 60,022 

有形固定資産の取得による支出  △73,343 △389,911 

有形固定資産の売却による収入  5,542 2,219 

無形固定資産の取得による支出  △13,766 △122,571 

レンタル資産の売却による収入  － 249,968 

保険積立金の積立による支出  △14,866 △14,379 

保険積立金の解約による収入  － 4,190 

保険金の受取による収入  － 408,551 

貸付による支出  △1,400 － 

貸付金の回収による収入  1,407 1,522 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △116,871 △182,449 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入れによる純増減額(減少:△)  200,000 △200,000 

長期借入れによる収入  100,000 － 

長期借入金の返済による支出  △246,060 △262,660 

社債の発行による収入  350,000 － 

社債の償還による支出  △464,400 △344,400 

配当金の支払額  △75,639 △94,504 

自己株式の取得による支出  △47,420 △1,225 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △183,519 △902,789 

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:△)  284,357 △469,565 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,534,520 1,818,877 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  1,818,877 1,349,312 
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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６月１日 
至 平成17年５月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数 １社 

子会社は全て連結されております。 

連結子会社は次のとおりであります。 

㈱日本自洗機メンテナンス協会 

同左 

    
２．持分法の適用に関する事項  持分法適用の非連結子会社及び関連会

社はありません。 

同左 

    
３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

連結子会社の事業年度の末日は、連結決

算日と一致しております。 

同左 

    
４．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） 

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 

 なお、投資事業組合等への出資持分

（証券取引法第２条第２項により有価

証券とみなされるもの）については、

組合契約に規定される決算報告日に応

じて入手可能な最近の決算書を基礎と

し、持分相当額を純額で取り込む方法

によっております。 

時価のないもの 

同左 

    
 ロ たな卸資産 

製品・商品・原材料・仕掛品・貯蔵品 

総平均法による原価法 

ロ たな卸資産 

製品・商品・原材料・仕掛品・貯蔵品 

同左 

    

（2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

イ 有形固定資産 

 当社及び連結子会社は定率法を採用し

ております。 

 ただし、当社及び連結子会社は平成

10年４月１日以降に取得した建物（附

属設備を除く）は定額法によっており

ます。 

 なお、主な耐用年数は、以下のとお

りであります。 

建物及び構築物   ７年～50年 

機械装置及び運搬具 ２年～７年 

イ 有形固定資産 

同左 

    
 ロ 無形固定資産 

 定額法を採用しております。 

 なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における見込利用可能期

間（５年）に基づいております。 

ロ 無形固定資産 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

（3）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。 

イ 貸倒引当金 

同左 

   
 ロ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき、当連

結会計年度末において発生していると

認められる額を、簡便法により計上し

ております。 

ロ 退職給付引当金 

同左 

   
 ハ 役員退職慰労引当金 

 当社役員の退職慰労金の支給に備え

るため、内規に基づく当連結会計年度

末における要支給額を計上しておりま

す。 

ハ 役員退職慰労引当金 

同左 

   

（4）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。 

同左 

   

（5）その他連結財務諸表作成

のための基本となる重要

な事項 

 消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

 消費税等の会計処理 

同左 

   

５．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 

   

６．連結調整勘定の償却に関す

る事項 

  該当事項はありません。 同左 

   

７．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。 

──────  

   

８．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、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。 

同左 
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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の変更 

表示方法の変更 

前連結会計年度 
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年12月

９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号 平成

17年12月９日）を適用しております。 

従来の資本の部の合計に相当する金額は5,218,808千円で

あります。 

なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度

における連結貸借対照表の純資産の部については、改正後

の連結財務諸表規則により作成しております。 

 ────── （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。これによる損益に与える影響はありません。 

前連結会計年度 
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

（連結貸借対照表） 

 「設備関係支払手形」は、前連結会計年度まで、流動負

債の「支払手形及び買掛金」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、負債及び資本の合計額の

100分の１を超えたため、流動負債の「その他」に含めて

表示することにしました。 

 なお、前連結会計年度の「設備関係支払手形」は5,963

千円であります。 

 ────── 
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追加情報 

前連結会計年度 
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

（法人事業税における外形標準課税部分の連結損益計算書

上の表示方式） 

 実務対応報告第12号「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」

（企業会計基準委員会（平成16年２月13日））が公表され

たことに伴い、当連結会計年度から同実務対応報告に基づ

き、法人事業税の付加価値割及び資本割12,906千円を販売

費及び一般管理費として処理しております。 

──────  

 ──────  退職給付債務の見込額算定にあたり、原則法に基く退職

給付債務の額と自己都合要支給額との比較指数の見直しを

実施し、比較指数算定の基礎となる原則法による退職給付

債務の割引率を3.5％から2.5％に変更しました。この変更

は、比較指数の見直しによってより合理的な算定を行うた

めであります。 

 この変更により、従来の方法によった場合と比べ、退職

給付費用（特別損失）が49,678千円増加し、税金等調整前

当期純利益が同額減少しております。 

なお、退職給付引当金は、原則法に基く退職給付債務の

額と自己都合要支給額との比較指数を求め、当連結会計年

度末時点の退職給付債務（自己都合要支給額に比較指数を

乗じた金額）及び年金資産に基き計算する簡便法を適用

し、適格退職年金の財政再計算の都度比較指数の見直しを

行っております。 
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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５月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年５月31日） 

※１．担保に供している資産及びこれに対応する債務は

次のとおりであります。 

※１．担保に供している資産及びこれに対応する債務は

次のとおりであります。 

（1）工場財団担保資産 （1）工場財団担保資産 

建物及び構築物 1,159,625千円 

機械装置及び運搬具 289,843千円 

その他 14,749千円 

土地 800,381千円 

 合計 2,264,599千円 

建物及び構築物 1,086,147千円 

機械装置及び運搬具 227,732千円 

その他 25,075千円 

土地 800,381千円 

 合計 2,139,336千円 

上記に対する債務 上記に対する債務 

長期借入金 378,020千円 

(１年以内返済予定長期借入金を含む) 

長期借入金 276,360千円 

(１年以内返済予定長期借入金を含む) 

（2）担保提供資産 （2）担保提供資産 

建物及び構築物 253,229千円 

機械装置及び運搬具 204,436千円 

土地 473,499千円 

合計 931,164千円 

建物及び構築物 236,717千円 

機械装置及び運搬具 185,836千円 

土地 473,499千円 

合計 896,054千円 

上記に対する債務 上記に対する債務 

長期借入金 239,600千円 

(１年以内返済予定長期借入金を含む) 

長期借入金 148,400千円 

(１年以内返済予定長期借入金を含む) 

 ２．当座貸越契約 

 当社及び連結子会社（㈱日本自洗機メンテナンス

協会）は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行４行と当座貸越契約を締結しております。これ

ら契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高

は次のとおりであります。 

 ２．当座貸越契約 

 当社及び連結子会社（㈱日本自洗機メンテナンス

協会）は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行４行と当座貸越契約を締結しております。これ

ら契約に基づく当連結会計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 1,400百万円 

借入実行残高 200百万円 

差引額 1,200百万円 

当座貸越極度額 1,400百万円 

借入実行残高 －百万円 

差引額 1,400百万円 

  

※３．ファクタリング債務 

平成16年８月支払分より、一部仕入先等への支払方

法を手形から一括ファクタリングシステムによる支

払いに移行しました。これにより「ファクタリング

債務」として区分掲記した債務は1,152,190千円であ

ります。 

 ────── 

※４．当社の発行済株式総数は5,943,052株で、総て普通

株式であります。 

────── 

※５．当社が保有する自己株式は36,315株で、総て普通

株式であります。 

────── 
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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６月１日 
至 平成17年５月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

役員報酬及び従業員給与手当 794,367千円 

退職給付費用 38,772千円 

法定福利費 102,665千円 

福利厚生費 18,197千円 

販売促進費 68,110千円 

見本費 57,788千円 

運賃 584,950千円 

旅費交通費 63,847千円 

通信費 53,833千円 

業務委託手数料 121,936千円 

研究開発費 194,913千円 

メンテナンス外注費 285,800千円 

減価償却費 88,461千円 

役員報酬及び従業員給与手当 801,046千円 

退職給付費用 45,262千円 

法定福利費 107,343千円 

福利厚生費 24,303千円 

販売促進費 61,395千円 

見本費 79,622千円 

運賃 625,569千円 

旅費交通費 73,289千円 

通信費 52,182千円 

業務委託手数料 134,036千円 

研究開発費 226,332千円 

メンテナンス外注費 311,747千円 

減価償却費 95,353千円 

 ────── ※２．平成17年８月に逝去いたしました、代表取締役会

長中西五男に関する死亡保険金の受取によるもの

であります。 

※３．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 ※３．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 

機械装置及び運搬具 183千円 機械装置及び運搬具 69千円 

 ※４．固定資産除売却損の内訳は次のとおりであります。  ※４．固定資産除売却損の内訳は次のとおりであります。

 固定資産除却損 

機械装置及び運搬具 999千円 

ソフトウェア 22千円 

 合計 1,021千円 

 固定資産除却損 

機械装置及び運搬具 375千円 

その他 1,052千円 

 合計 1,427千円 

固定資産売却損 

 ────── 

固定資産売却損 

機械装置及び運搬具 969千円 

 合計  969千円 

 ────── ※５．退職給付債務の見込額算定にあたり、原則法に基

く退職給付債務の額と自己都合要支給額との比較

指数の見直しを実施し、比較指数算定の基礎とな

る原則法の割引率を3.5％から2.5％へ変更したこ

とによる損失であります。 

 なお、適格退職年金の財政再計算の都度比較指

数の見直しを行っております。 

※６．研究開発費の総額 ※６．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 
194,913千円 

一般管理費及び当期製造費用

に含まれる研究開発費 
226,332千円 
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(連結株主資本等変動計算書関係) 

当連結会計年度（自平成17年６月１日 至平成18年５月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

(注)普通株式の自己株式の増加960株は、単元未満株式の買取による増加であります。 

２．配当に関する事項 

(1)配当金の支払 

(2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

次のとおり、決議を予定しております。 

(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

(リース取引関係) 

ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。 

  

前連結会計 

年度末株式数 

(株) 

当期増加株式数 

(株) 

当期減少株式数 

(株) 

当連結会計 

年度末株式数 

(株) 

発行済株式     

普通株式 5,943,052 － － 5,943,052 

合計 5,943,052 － － 5,943,052 

自己株式     

普通株式  (注) 36,315 960 － 37,275 

合計 36,315 960 － 37,275 

決議 株式の種類 

配当金の 

総額 

(千円) 

１株当たり

配当額 

(円) 

基準日 効力発生日 

平成17年８月25日 

定時株主総会 
普通株式  47,253 8.00 平成17年５月31日 平成17年８月26日  

平成18年１月16日 

取締役会 
普通株式  47,250 8.00 平成17年11月30日 平成18年２月16日  

決議 株式の種類 

配当金の 

総額 

(千円) 

配当の原資

１株当たり

配当額 

(円) 

基準日 効力発生日 

平成18年８月25日 

定時株主総会 
普通株式  47,246 利益剰余金 8.00 平成18年５月31日  平成18年８月28日 

前連結会計年度 
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５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 

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５月31日現在） （平成18年５月31日現在） 

現金及び預金勘定 1,918,877千円 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △100,000千円 

現金及び現金同等物  1,818,877千円 

現金及び預金勘定 1,449,312千円 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △100,000千円 

現金及び現金同等物  1,349,312千円 

- 20 -



(有価証券関係) 

前連結会計年度 

１．その他有価証券で時価のあるもの（平成17年５月31日現在） 

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6月1日 至平成17年5月31日） 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容（平成17年５月31日現在） 

（注）割引債券（商工中金）99,950千円，投資事業組合出資金25,000千円 

 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 61,963 94,195 32,231 

（2）債券    

① 国債・地方債等 － － － 

② 社債 － － － 

③ その他 － － － 

（3）その他 － － － 

小計 61,963 94,195 32,231 

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 66,842 61,028 △5,814 

（2）債券    

① 国債・地方債等 － － － 

② 社債 － － － 

③ その他 － － － 

（3）その他 10,200 10,150 △49 

小計 77,042 71,178 △5,864 

合計 139,006 165,373 26,367 

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

82,465 23,245 － 

 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式（優先株を含む） 82,280 

その他（注） 124,950 
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４．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額（平成17年５月31日現在） 

当連結会計年度 

１．その他有価証券で時価のあるもの（平成18年５月31日現在） 

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6月1日 至平成18年5月31日） 

種類 
１年以内 
（千円） 

１年超５年以内 
（千円） 

５年超10年以内 
（千円） 

10年超 
（千円） 

（1）債券     

① 国債・地方債等 － － － － 

② 社債 － － － － 

③ その他 99,950 － － － 

（2）その他 － － 10,150 － 

合計 99,950 － 10,150 － 

 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 88,555 157,235 68,679 

（2）債券    

① 国債・地方債等 － － － 

② 社債 － － － 

③ その他 － － － 

（3）その他 － － － 

小計 88,555 157,235 68,679 

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 86,590 67,060 △19,530 

（2）債券    

① 国債・地方債等 － － － 

② 社債 － － － 

③ その他 200,000 195,190 △4,810 

（3）その他 60,700 57,127 △3,572 

小計 347,290 319,378 △27,912 

合計 435,846 476,613 40,767 

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

60,022 0 200 
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３．時価評価されていない主な有価証券の内容（平成18年５月31日現在） 

（注）割引債券（商工中金）99,950千円，投資事業組合出資金47,669千円 

４．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額（平成18年５月31日現在） 

(デリバティブ取引関係) 

ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。 

 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式（優先株を含む） 82,280 

その他（注） 147,619 

種類 
１年以内 
（千円） 

１年超５年以内 
（千円） 

５年超10年以内 
（千円） 

10年超 
（千円） 

（1）債券     

① 国債・地方債等 － － － － 

② 社債 － － － － 

③ その他 99,950 － － 195,190 

（2）その他 － 18,062 39,065 － 

合計 99,950 18,062 39,065 195,190 
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(退職給付関係) 

前連結会計年度 

１．採用している退職給付制度の概要 

（1）当社グループ(当社及び当社の連結子会社)の退職給付制度 

 当社グループは、確定給付型の制度として、退職一時金制度、適格退職年金制度を設定しております。また、

従業員の退職等に際して、退職給付会計に準拠した数理計算による退職給付債務の対象とされない割増退職金を

支払う場合があります。 

（2）制度別の補足説明 

① 一時金制度 

 当社グループにおいて、会社設立時等より 退職一時金制度を設定しております。 

② 適格退職年金制度 

 当社グループは、昭和56年８月１日より、従業員定年退職者について、適格退職年金制度を採用しており

ます。 

２．退職給付債務に関する事項（平成17年５月31日現在） 

３．退職給付費用に関する事項（自 平成16年６月１日 至 平成17年５月31日） 

 （注） 簡便法を採用している当社グループの退職給付費用は①勤務費用に計上しております。 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

当社グループは、簡便法により退職給付債務を計算しております。 

 （単位：千円）

①退職給付債務(注) △633,822

②年金資産 153,164

③未積立退職給付債務(①＋②) △480,657

④会計基準変更時差異の未処理額 －

⑤未認識数理計算上の差異 －

⑥差引(③＋④＋⑤) △480,657

⑦前払年金費用 －

⑧退職給付引当金(⑥＋⑦) △480,657

 （単位：千円）

①勤務費用 67,387

②会計基準変更時差異の処理額 －

③数理計算上の差異の費用処理額 －
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当連結会計年度 

１．採用している退職給付制度の概要 

（1）当社グループ(当社及び当社の連結子会社)の退職給付制度 

 当社グループは、確定給付型の制度として、退職一時金制度、適格退職年金制度を設定しております。また、

従業員の退職等に際して、退職給付会計に準拠した数理計算による退職給付債務の対象とされない割増退職金を

支払う場合があります。 

（2）制度別の補足説明 

① 一時金制度 

 当社グループにおいて、会社設立時等より 退職一時金制度を設定しております。 

② 適格退職年金制度 

 当社グループは、昭和56年８月１日より、従業員定年退職者について、適格退職年金制度を採用しており

ます。 

２．退職給付債務に関する事項（平成18年５月31日現在） 

３．退職給付費用に関する事項（自 平成17年６月１日 至 平成18年５月31日） 

 （注）  簡便法を採用している当社グループの退職給付費用は①勤務費用に計上しております。 

  

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  当社グループは、簡便法により退職給付債務を計算しております。 

 （単位：千円）

①退職給付債務(注) △754,001

②年金資産 173,087

③未積立退職給付債務(①＋②) △580,913

④会計基準変更時差異の未処理額 －

⑤未認識数理計算上の差異 －

⑥差引(③＋④＋⑤) △580,913

⑦前払年金費用 △57,699

⑧退職給付引当金(⑥＋⑦) △638,612

 （単位：千円）

①勤務費用 71,135

②会計基準変更時差異の処理額 －

③数理計算上の差異の費用処理額 49,678
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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の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別内訳 

前連結会計年度（平成17年５月31日現在） 

 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が法定実効税率の100分の５以下であるため、記

載を省略しております。 

当連結会計年度（平成18年５月31日現在） 

 
前連結会計年度 

（平成17年５月31日現在） 
 

当連結会計年度 
（平成18年５月31日現在） 

・流動資産 （千円）  （千円） 

繰延税金資産        

未払賞与  47,609   48,183 

一括償却資産  2,471   2,177 

未払事業税  17,656   22,078 

未払リベート  2,943   1,273 

その他  7,920   8,414 

合計  78,600   82,128 

・固定資産        

繰延税金資産        

役員退職慰労引当金  84,468   47,027 

退職給付引当金  184,503   261,831 

貸倒引当金  38,598   35,503 

その他  1,832   △22,191 

合計  309,403   322,170 

繰延税金資産の合計  388,003   404,299 

・固定負債        

繰延税金負債        

特別償却準備金  15,373   1,527 

その他有価証券評価差額金  10,810   16,714 

繰延税金負債合計  26,184   18,242 

繰延税金資産の純額  361,819   386,056 

 
当連結会計年度 

（平成18年５月31日） 

           (％)  

法定実効税率  41.0 

（調整）    

住民税均等割等  1.0 

交際費等永久に損金に算入されない項目  0.4 

ＩＴ及び試験研究特別控除額  △3.4 

過年度法人税等  0.2 

その他  △1.2 

税効果会計適用後の法人税等の負担率  38.0 
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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度（自平成16年６月１日 至平成17年５月31日）及び当連結会計年度（自平成17年６月１日 至

平成18年５月31日）において、当社グループは、フードサービス業界向け化成品事業の単一セグメントのた

め、該当事項はありません。 

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度（自平成16年６月１日 至平成17年５月31日）及び当連結会計年度（自平成17年６月１日 至

平成18年５月31日）において、本邦以外の国、または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該

当事項はありません。 

【海外売上高】 

前連結会計年度（自平成16年６月１日 至平成17年５月31日）及び当連結会計年度（自平成17年６月１日 至

平成18年５月31日）において、海外売上高がないため、該当事項はありません。 

(関連当事者との取引) 

前連結会計年度（自平成16年６月１日 至平成17年５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６月１日 至平成18年５月31日） 

 該当事項はありません。 

(ストック・オプション等) 

ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。 
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(１株当たり情報) 

（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。 

(重要な後発事象) 

前連結会計年度 
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

１株当たり純資産額 780.06円 

１株当たり当期純利益金額 90.39円 

１株当たり純資産額 883.68円 

１株当たり当期純利益金額 118.25円 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

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について

は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

記載しておりません。 

 当社は、平成17年１月20日をもって普通株式１株につ

き1.1株に分割しております。 

 当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前

連結会計年度における１株当たり情報は以下のとおりと

なります。 

 

１株当たり純資産額 707.74円 

１株当たり当期純利益金額 74.47円 

 

  

 
前連結会計年度 

（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 536,843 698,424 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) 

普通株式に係る当期純利益（千円） 536,843 698,424 

期中平均株式数（株） 5,939,135 5,906,235 

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 

 旧商法第280条ノ20及び第280条

ノ21の規定に基づく新株予約権 

 平成16年11月12日臨時取締役会

決議（新株予約権の数2,891個、

普通株式が318,010株） 

 旧商法第280条ノ20及び第280条

ノ21の規定に基づく新株予約権   

 平成16年11月12日臨時取締役会

決議（新株予約権の数2,701個、普

通株式が297,110株） 

 平成17年８月19日臨時取締役会

決議（新株予約権の数55個、普通

株式が5,500株） 

前連結会計年度 
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

該当事項はありません。 該当事項はありません。 
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