
                                   

 35－ 33 －

平成 18 年６月期   個別財務諸表の概要                 平成18年８月４日 

会 社 名 株式会社 和井田製作所                         上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ 

コ ー ド 番 号 6158                                  本社所在都道府県 岐阜県 

（ＵＲＬ http://www.waida.co.jp ） 

代  表  者 役  職  名  代表取締役社長 
         氏    名  和井田 俶生 
問い合わせ先 責任者役職名  常 務 取 締 役  
         氏    名  橋 本  捨 男            ＴＥＬ（0577）32－0390 

決算取締役会開催日  平成18年８月４日    

配当支払開始予定日  平成18年９月15日   定時株主総会開催日  平成18年９月14日 

単元株制度採用の有無 有 （１単元100株） 

 

１．18年６月期の業績（平成17年６月21日～平成18年６月20日） 

(1) 経営成績                                           （百万円未満切捨） 

 売上高 営業利益 経常利益 

 

18年６月期 

17年６月期  

百万円   ％

6,827 12.8 

6,053    23.8  

百万円   ％

1,143 28.2

892    41.4 

百万円   ％

1,141 36.2

838 39.4 

 

 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

 

18年６月期 

17年６月期  

百万円   ％ 

794 46.6 

542 △13.3  

円  銭

113 08

80 26 

円  銭

― 

― 

％

18.2

15.0 

％ 

14.2 

11.8  

％

16.7

13.8 

 (注)①期中平均株式数  18年６月期  7,027,995株 17年６月期  6,545,808株 

②会計処理の方法の変更 無 

③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) 財政状態                                           （百万円未満切捨） 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 

18年６月期 

17年６月期  

百万円 

8,426 

7,629  

百万円

4,645

4,065

％ 

55.1 

53.3 

円   銭

660 98

578 40 

 (注)①期末発行済株式数 18年６月期  7,027,940株 17年６月期  7,028,000株 

②期末自己株式数  18年６月期      60株 17年６月期     ― 株 

 

２．19年６月期の業績予想（平成18年６月21日～平成19年６月20日）       （百万円未満切捨） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 

中間期 

通 期 

百万円 

3,686 

7,376  

百万円

690

1,379 

百万円 

400

800 

（参考）１株当たり予想当期純利益(通期) 113円84銭 

 

３．配当状況                                           （百万円未満切捨） 

・現金配当 １株当たり配当金（円） 

 中間期末 期 末 年 間 

配当金総額 

(百万円) 

配当性向 

（％） 
純資産配当率 
（％） 

18年６月期  12.00 13.00 25.00 175 22.1 4.0

17年６月期   ― 20.00 20.00 140 24.9 2.6

19年６月期（予想）  15.00 15.00 30.00  

 

※ 業績予測につきましては、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、予想につきましては、様々

な不確定要素が内在しておりますので、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関す

る事項は、添付資料７ページをご参照下さい。 
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６ 財務諸表等 

財務諸表 

① 貸借対照表 

 

  
前事業年度 

(平成17年６月20日) 
当事業年度 

(平成18年６月20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  1,031,528 1,200,441   

２ 受取手形  817,252 682,601   

３ 売掛金 ※６ 1,901,572 1,866,528   

４ 製品  66,439 122,854   

５ 原材料  564,010 569,765   

６ 仕掛品  959,707 1,258,469   

７ 貯蔵品  4,535 4,486   

８ 前渡金  43,990 73,400   

９ 前払費用  30,726 29,155   

10 繰延税金資産  39,984 71,353   

11 その他 ※６ 24,609 3,290   

貸倒引当金  △1,772 △1,730   

流動資産合計  5,482,584 71.9 5,880,617 69.8 398,032

Ⅱ 固定資産     

１ 有形固定資産     

(1) 建物 ※１ 2,566,677 2,564,588    

減価償却累計額  △1,734,043 832,634 △1,786,661 777,926   

(2) 構築物  119,274 119,274    

減価償却累計額  △108,734 10,539 △109,819 9,454   

(3) 機械装置  1,419,680 1,409,419    

減価償却累計額  △1,277,226 142,454 △1,280,270 129,148   

(4) 車両運搬具  24,978 28,135    

減価償却累計額  △15,107 9,871 △17,245 10,889   

(5) 工具器具備品  687,101 691,344    

減価償却累計額  △581,724 105,377 △595,307 96,037   

(6) 土地 ※１ 565,085 565,085   

(7) 建設仮勘定  ― 115,000   

有形固定資産合計  1,665,962 21.8 1,703,541 20.2 37,579

２ 無形固定資産     

(1) ソフトウェア  14,024 18,256   

(2) その他  2,554 2,543   

無形固定資産合計  16,578 0.2 20,800 0.2 4,222
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前事業年度 

(平成17年６月20日) 
当事業年度 

(平成18年６月20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  262,943 534,810  

(2) 関係会社株式  138,702 138,702  

(3) 出資金  7,299 7,299  

(4) 関係会社長期貸付金  40,000 ―  

(5) 破産更生債権等  2,583 2,656  

(6) 繰延税金資産  ― 125,451  

(7) その他  26,301 24,301  

貸倒引当金  △13,283 △11,617  

投資その他の資産合計  464,547 6.1 821,603 9.8 357,056

固定資産合計  2,147,088 28.1 2,545,946 30.2 398,857

資産合計  7,629,673 100.0 8,426,563 100.0 796,890
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前事業年度 

(平成17年６月20日) 
当事業年度 

(平成18年６月20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  376,441 279,234  

２ 買掛金 ※６ 275,500 285,116  

３ 短期借入金 ※１ 750,000 950,000  

４ １年以内返済予定  
長期借入金 

※１ 224,920 349,920  

５ 未払金  132,562 146,538  

６ 未払法人税等  301,753 292,882  

７ 未払費用  31,671 57,467  

８ 役員賞与引当金  ― 30,000  

９ その他  26,583 56,127  

  流動負債合計  2,119,432 27.8 2,447,287 29.1 327,854

Ⅱ 固定負債    

１ 社債 ※１ 600,000 600,000  

２ 長期借入金 ※１ 528,440 441,020  

３ 繰延税金負債  18,189 ―  

４ 退職給付引当金  161,393 137,260  

５ 役員退職慰労引当金  137,189 155,605  

  固定負債合計  1,445,213 18.9 1,333,885 15.8 △111,327

  負債合計  3,564,645 46.7 3,781,172 44.9 216,527

(資本の部)    

Ⅰ 資本金 ※３ 843,300 11.1 ― ― △843,300

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金  881,244 ―  △881,244

  資本剰余金合計  881,244 11.5 ― ― △881,244

Ⅲ 利益剰余金    

１ 利益準備金  100,000 ―  △100,000

２ 任意積立金    

(1) 別途積立金  1,400,000 1,400,000 ― ―  △1,400,000

３ 当期未処分利益  794,063 ―  △794,063

利益剰余金合計  2,294,063 30.1 ― ― △2,294,063

Ⅳ その他有価証券 
評価差額金 

 46,420 0.6 ― ― △46,420

  資本合計  4,065,027 53.3 ― ― △4,065,027

  負債資本合計  7,629,673 100.0 ― ― △7,629,673
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前事業年度 

(平成17年６月20日) 
当事業年度 

(平成18年６月20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）

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金  843,300 10.0 843,300

２ 資本剰余金    

（1）資本準備金  881,244   

資本剰余金合計  881,244 10.4 881,244

３ 利益剰余金    

（1）利益準備金  100,000   

（2）その他利益剰余金    

別途積立金  1,700,000   

繰越利益剰余金  1,047,300   

利益剰余金合計  2,847,300 33.8 2,847,300

４ 自己株式  △204 △0.0 △204

    株主資本合計  4,571,640 54.2 4,571,640

Ⅱ 評価・換算差額等    

その他有価証券 
評価差額金 

 73,750 0.9 73,750

評価・換算 
差額金等合計 

 73,750 0.9 73,750

純資産合計  4,645,390 55.1 4,645,390

負債純資産合計  8,426,563 100.0 8,426,563
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② 損益計算書 

 

  
前事業年度 

(自 平成16年６月21日 
至 平成17年６月20日) 

当事業年度 
(自 平成17年６月21日 
至 平成18年６月20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 6,053,632 100.0 6,827,002 100.0 773,370

Ⅱ 売上原価    

 １ 期首製品たな卸高  73,879 66,439   

 ２ 当期製品製造原価 ※１ 3,707,630 4,126,277   

   合計  3,781,510 4,192,717   

 ３ 期末製品たな卸高  66,439 3,715,070 61.4 122,854 4,069,862 59.6 354,791

   売上総利益  2,338,561 38.6 2,757,139 40.4 418,578

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

１ 販売諸掛  383,560 409,643   

２ 荷造運送費  92,481 83,489   

３ 貸倒引当金繰入額  2,632 ―   

４ 役員報酬  82,950 88,620   

５ 給与及び賞与  263,664 302,628   

６ 役員賞与引当金 
繰入額 

 ― 30,000   

７ 役員退職慰労引当金 
  繰入額 

 22,920 18,415   

８ 福利厚生費  39,313 45,446   

９ 退職給付費用  11,490 3,561   

10 減価償却費  46,293 38,075   

11 賃借料  30,645 30,782   

12 旅費交通費  110,691 106,351   

13 試験研究費 ※1.2 149,702 233,753   

14 その他  210,149 1,446,496 23.9 222,847 1,613,616 23.6 167,119

営業利益  892,064 14.7 1,143,523 16.8 251,459

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息 ※１ 1,526 2,790   

２ 受取配当金  2,456 3,230   

３ 受取賃貸料  5,198 6,080   

４ 保険収入  6,492 ―   

５ 為替差益  ― 9,450   

６ その他 ※１ 6,857 22,530 0.4 7,237 28,790 0.4 6,259

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  29,945 23,052   

２ 社債利息  5,068 4,875   

３ 社債発行費  9,250 ―   

４ 上場関連費用  29,174 ―   

５ その他  2,850 76,289 1.3 2,977 30,905 0.5 △45,384

経常利益  838,305 13.8 1,141,409 16.7 303,103
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前事業年度 

(自 平成16年６月21日 
至 平成17年６月20日) 

当事業年度 
(自 平成17年６月21日 
至 平成18年６月20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 
(％) 

増減 

（千円） 

Ⅵ 特別利益    

１ 固定資産売却益 ※３ ― 5   

２ 貸倒引当金戻入額  ― ― ― 1,708 1,714 0.0 1,714

Ⅶ 特別損失    

１ 固定資産売却損 ※４ 475 ―   

２ 固定資産除却損 ※５ 4,605 9,388   

３ 退職給付会計基準 
変更時差異償却 

 24,251 ―   

４ その他  900 30,232 0.5 ― 9,388 0.1 △20,844

税引前当期純利益  808,073 13.3 1,133,734 16.6 325,661

法人税、住民税 
及び事業税 

 291,000 532,000   

法人税等調整額  △24,958 266,041 4.4 △193,048 338,951 5.0 72,910

当期純利益  542,031 8.9 794,783 11.6 252,751

前期繰越利益  252,031   △252,031

当期未処分利益  794,063   △794,063
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製造原価明細書 
 

  
前事業年度 

(自 平成16年６月21日 
至 平成17年６月20日) 

当事業年度 
(自 平成17年６月21日 
至 平成18年６月20日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％) 

Ⅰ 材料費  2,677,339 64.3 3,245,385 66.2

Ⅱ 労務費 ※１ 685,530 16.5 752,358 15.3

Ⅲ 経費 ※２ 800,037 19.2 905,697 18.5

当期総製造費用  4,162,906 100.0 4,903,441 100.0

期首仕掛品たな卸高  882,982 959,707

合計  5,045,889 5,863,148

他勘定へ振替高 ※３ 378,550 478,401

期末仕掛品たな卸高  959,707 1,258,469

当期製品製造原価  3,707,630 4,126,277

  
(注) 原価計算の方法は、実際原価による個別原価計算を採用しております。 

 

※１ 労務費の主な内訳は、次のとおりであります。 
 

項目 
前事業年度 
(千円) 

当事業年度 
(千円) 

賃金手当 418,370 440,807

賞与 146,974 199,261

法定福利費 71,842 83,429

退職給付費用 28,200 7,994
 
 

※２ 経費の主な内訳は、次のとおりであります。 
 

項目 
前事業年度 
(千円) 

当事業年度 
(千円) 

外注費 467,078 549,149

減価償却費 95,551 95,707

動力光熱費 42,168 46,411

旅費交通費 75,777 81,072
 
 

※３ 他勘定へ振替高の内容は、次のとおりであります。 
 

項目 
前事業年度 
(千円) 

当事業年度 
(千円) 

試験研究費 113,536 169,995

販売諸掛 306,400 307,829

機械装置 △42,352 ―

その他 966 576

計 378,550 478,401
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③ 利益処分計算書 

 

 
前事業年度 

(平成17年９月15日) 

区分 金額(千円) 

Ⅰ 当期未処分利益  794,063

Ⅱ 利益処分額  

  配当金  140,560

  役員賞与金  16,650

(うち監査役賞与金)  (2,150)

  任意積立金  

別途積立金 300,000 300,000

Ⅲ 次期繰越利益  336,853

  
(注) 日付は株主総会承認日であります。 

 
 

④ 株主資本等変動計算書 

 

当事業年度（自 平成17年６月21日 至 平成18年６月20日） 

 

株主資本 
評価・換算

差額等 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

資本金 

資本準備金 利益準備金

別途積立金
繰越利益

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６月20日残高

（千円） 
843,300 881,244 100,000 1,400,000 794,063 ― 4,018,607 46,420

事業年度中の変動額     

剰余金の配当   △224,896  △224,896 

役員賞与の支給   △16,650  △16,650 

当期純利益   794,783  794,783 

自己株式の取得   △204 △204 

別途積立金の積立   300,000 △300,000   

株主資本以外の項目

の事業年度中の 

変動額（純額） 

    27,330

事業年度中の 

変動額合計（千円） 
  300,000 253,237 △204 553,032 27,330

平成18年６月20日残高

（千円） 
843,300 881,244 100,000 1,700,000 1,047,300 △204 4,571,640 73,750
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重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

(自 平成16年６月21日 
至 平成17年６月20日) 

当事業年度 
(自 平成17年６月21日 
至 平成18年６月20日) 

１ 有価証券の評価基準及び評

価方法 

(1) 子会社株式 

  移動平均法による原価法 

(1) 子会社株式 

同左 

 (2) その他有価証券 

 ① 時価のあるもの 

 決算末日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は、全部資本直入法によ

り処理し、売却原価は、移動平均法に

より算定） 

 ② 時価のないもの 

   移動平均法による原価法 

(2) その他有価証券 

 ① 時価のあるもの 

決算末日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は、全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は、移動平均法

により算定） 

 ② 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 

(1) 製品 

  個別法による原価法 

(1) 製品 

同左 

 (2) 原材料 

  移動平均法による原価法 

(2) 原材料 

同左 

 (3) 仕掛品 

 機械は個別法による原価法 

 部品は移動平均法による原価法 

(3) 仕掛品 

同左 

 (4) 貯蔵品 

  最終仕入原価法による原価法 

(4) 貯蔵品 

同左 

３ 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産 

建物（建物附属設備を除く）は、定額

法を採用しております。また、その他の

有形固定資産は、定率法を採用しており

ます。 

なお、主な耐用年数は、以下のとおり

であります。 

建物   31年～38年 

機械装置 10年 

(1) 有形固定資産 

同左 

 

 (2) 無形固定資産 

 定額法 

 なお、ソフトウェア（自社利用分）に

ついては、社内における見込利用可能期

間(５年)に基づく定額法 

(2) 無形固定資産 

同左 

４ 繰延資産の処理方法 (1) 新株発行費 

支払時に全額費用処理しております。 

 

(2) 社債発行費 

支払時に全額費用処理しております。 

(1)  

――――― 

 

(2)  

――――― 

５ 外貨建の資産及び負債の本

邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為

替相場により円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。 

――――― 

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検討して回収不能

見込額を計上しております。 

(1) 貸倒引当金 

同左 
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項目 
前事業年度 

(自 平成16年６月21日 
至 平成17年６月20日) 

当事業年度 
(自 平成17年６月21日 
至 平成18年６月20日) 

 (2) 

――――― 

(2) 役員賞与引当金 

役員賞与の支給に備えるため支給見込

額を計上しております。 

 (3) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当期

末における退職給付債務及び年金資産の

見込額に基づき計上しております。 

会計基準変更時差異については、５年

による按分額を費用処理しております

が、当事業年度において全額計上済とな

っております。 

(3) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当期

末における退職給付債務及び年金資産の

見込額に基づき計上しております。 

 (4) 役員退職慰労引当金 

 役員の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 

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 その他財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

消費税及び地方消費税の会計処理 

 税抜方式によっております。 

消費税及び地方消費税の会計処理 

同左 
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財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前事業年度 
(自 平成16年６月21日 
至 平成17年６月20日) 

当事業年度 
(自 平成17年６月21日 
至 平成18年６月20日) 

 

――――― 

(固定資産の減損に係る会計基準) 

当事業年度より、「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」(企業会計基準委員会 平成15年10月31

日 企業会計基準適用指針第６号)を適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

 

――――― 

（役員賞与に関する会計基準） 

当事業年度から「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基

準委員会 平成17年11月29日 企業会計基準第４号）を適用

しております。 

この結果、従来の方法に比べて、営業利益、経常利益及び

税引前当期純利益が、30,000千円減少しております。 

 

――――― 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等） 

当事業年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月９日 企業会

計基準第５号）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」（企業会計基準委員会 平成17年

12月９日 企業会計基準適用指針第８号）を適用しておりま

す。 

これによる損益に与える影響はありません。 

なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は4,645,390

千円であります。 

財務諸表等規則の改正により、当事業年度における財務諸

表は、改正後の財務諸表等規則により作成しております。 

 
 

追加情報 

前事業年度 
(自 平成16年６月21日 
至 平成17年６月20日) 

当事業年度 
(自 平成17年６月21日 
至 平成18年６月20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日以降に

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10,949千円について

は、販売費及び一般管理費に計上しております。 

 

――――― 
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注記事項 

(貸借対照表関係) 

前事業年度 
(平成17年６月20日) 

当事業年度 
(平成18年６月20日) 

※１ 担保資産 

 (1) 担保に供している資産 

建物 166,848千円

土地 14,519千円

計 181,368千円
 

※１ 担保資産 

 (1) 担保に供している資産 

建物 151,585千円

土地 14,519千円

計 166,104千円
 

 (2) 上記に対応する債務 

短期借入金 215,000千円

１年以内返済予定長期借入金 199,920千円

長期借入金 528,440千円

社債に係る銀行保証 400,000千円

計 1,343,360千円
 

 (2) 上記に対応する債務 

短期借入金 200,000千円

１年以内返済予定長期借入金 282,420千円

長期借入金 441,020千円

社債に係る銀行保証 400,000千円

計 1,323,440千円
 

２ 受取手形割引高 95,508千円

(うち輸出手形割引高 95,508千円)
 

２ 受取手形割引高  41,220千円

(うち輸出手形割引高 41,220千円)
 

※３ 会社が発行する株式の総数(普通株式) 

 24,000千株

発行済株式総数(普通株式) 7,028千株
 

※３  

――――― 

 ４ 配当制限 

 商法施行規則第124条第３号に規定する金額は、46,420

千円であります。 

 ４  

――――― 

５ 

――――― 

 

５ 保証債務 

下記の連結子会社の金融機関からの借入に対し、債務保

証を行っております。 

ジャパン・イー・エム株式会社 48,000千円
 

※６ 関係会社に対する資産及び負債 

 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているもの

は、次のとおりであります。 

売掛金 15,056千円

未収入金 18,810千円

買掛金 21,779千円
 

※６ 関係会社に対する資産及び負債 

 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているもの

は、次のとおりであります。 

売掛金 1,810千円

買掛金 27,371千円
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(損益計算書関係) 
 

前事業年度 
(自 平成16年６月21日 
至 平成17年６月20日) 

当事業年度 
(自 平成17年６月21日 
至 平成18年６月20日) 

※１ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のと

おりであります。 

売上高 130,241千円

仕入高 305,894千円

販売費及び一般管理費 

① 試験研究費 13,565千円

営業外収益 

① 受取利息 799千円

② その他 3,000千円
 

※１ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のと

おりであります。 

売上高 66,501千円

仕入高 338,187千円

販売費及び一般管理費 

① 試験研究費 43,063千円

営業外収益 

① 受取利息 17千円

② その他 3,000千円
 

※２ 研究開発費の総額 

 一般管理費に含まれる研究開発費は149,702千円であり

ます。 

※２ 研究開発費の総額 

 一般管理費に含まれる研究開発費は233,753千円であり

ます。 

※３  

――――― 

※３ 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。 

車両運搬具 5千円
 

※４ 固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。 

機械装置 475千円
 

※４  

――――― 

※５ 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。 

工具器具備品 4,013千円

機械装置 277千円

建物 314千円

 計 4,605千円
 

※５ 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。 

工具器具備品 1,766千円

機械装置 24千円

建物 7,598千円

 計 9,388千円
 

 

 

（株主資本等変動計算書関係） 

 

自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式 

（株） 
― 60 ― 60

（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

単元未満株式の買取による増加 60株
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(リース取引関係) 
 

前事業年度 
(自 平成16年６月21日 
至 平成17年６月20日) 

当事業年度 
(自 平成17年６月21日 
至 平成18年６月20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 

(借主側) 

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び

期末残高相当額 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引 

(借主側) 

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) 

機械装置 96,000 10,400 85,600

工具器具備品 5,781 321 5,460

合計 101,781 10,721 91,060

 

 
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) 

機械装置 96,000 20,000 76,000

工具器具備品 5,781 1,284 4,496

合計 101,781 21,284 80,496

 
  なお、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。 

同左 

２ 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 10,563千円

１年超 80,496千円

 合計 91,060千円

  なお、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年以内 10,563千円

１年超 69,933千円

 合計 80,496千円

同左 

３ 支払リース料、減価償却費相当額 

支払リース料 11,370千円

減価償却費相当額 11,370千円
 

３ 支払リース料、減価償却費相当額 

支払リース料 10,563千円

減価償却費相当額 10,563千円
 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法に

よっております。 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 
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(有価証券関係) 

 
前事業年度(平成17年６月20日) 

子会社株式で時価のあるものはありません。 

 
当事業年度(平成18年６月20日) 

子会社株式で時価のあるものはありません。 

 

 

(税効果会計関係) 

 

前事業年度 
(平成17年６月20日) 

当事業年度 
(平成18年６月20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) 

①流動資産 

未払事業税 22,789千円

試験研究費 9,372千円

その他 7,933千円

評価性引当額 △111千円

計 39,984千円

②固定資産 

役員退職慰労引当金 54,546千円

試験研究費 11,808千円

退職給付引当金 64,170千円

投資有価証券評価損 31,197千円

その他 41,097千円

評価性引当額 △190,371千円

繰延税金負債(固定)との相殺 △12,449千円

計 0千円

繰延税金資産合計 39,984千円

 

(繰延税金負債) 

固定負債 

その他有価証券評価差額金 △30,638千円

繰延税金資産(固定)との相殺 12,449千円

計 △18,189千円

繰延税金負債合計 △18,189千円

差引：繰延税金資産の純額 21,794千円
 

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) 

①流動資産 

未払事業税 22,051千円

賞与引当金繰入額 20,857千円

試験研究費 17,484千円

その他 14,418千円

評価性引当額 △3,459千円

計 71,353千円

②固定資産 

役員退職慰労引当金 61,868千円

試験研究費 16,000千円

退職給付引当金 54,574千円

投資有価証券評価損 61,835千円

たな卸資産評価損 40,786千円

その他 1,891千円

評価性引当額 △62,829千円

繰延税金負債(固定)との相殺 △48,677千円

計 125,451千円

繰延税金資産合計 196,804千円

 

(繰延税金負債) 

固定負債 

その他有価証券評価差額金 48,677千円

繰延税金資産(固定)との相殺 △48,677千円

計 0千円

繰延税金負債合計 0千円

差引：繰延税金資産の純額 196,804千円
 

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 39.76％

(調整) 

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.71％

受取配当金等永久に益金に算入されない 

項目 
△0.03％

住民税均等割等 0.63％

評価性引当額 △10.50％

その他 1.35％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 32.92％
 

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 39.76％

(調整) 

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.22％

受取配当金等永久に益金に算入されない 

項目 
△0.04％

住民税均等割等 0.45％

評価性引当額 △10.95％

その他 △0.54％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 29.90％
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(１株当たり情報) 
 

前事業年度 
(自 平成16年６月21日 
至 平成17年６月20日) 

当事業年度 
(自 平成17年６月21日 
至 平成18年６月20日) 

１株当たり純資産額 578円40銭 １株当たり純資産額 660円98銭

１株当たり当期純利益 80円26銭 １株当たり当期純利益 113円08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、潜

在株式が存在していないため記載しておりません。 

同左 

 

(注)１ １株当たり当期純利益の算定上の基礎 

項目 
前事業年度 

(自 平成16年６月21日 
至 平成17年６月20日) 

当事業年度 
(自 平成17年６月21日 
至 平成18年６月20日) 

損益計算書上の当期純利益(千円) 542,031 794,783

普通株式に係る当期純利益(千円) 525,381 794,783

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳(千円) 

利益処分による役員賞与金 16,650
―

普通株主に帰属しない金額(千円) 16,650 ―

普通株式の期中平均株式数(株) 6,545,808 7,027,995

 

 

(重要な後発事象) 
 

前事業年度 
(自 平成16年６月21日 
至 平成17年６月20日) 

当事業年度 
(自 平成17年６月21日 
至 平成18年６月20日) 

 

――――― 

 

――――― 
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７ 役員の異動（平成18年９月14日付） 

１ 代表者の異動 

代表取締役会長 和井田 俶生 現 代表取締役社長 

代表取締役社長 和井田 光生 現 取締役国際部長 

 

２ 新任取締役候補 

社外取締役（非常勤） 岩崎 年男 
現 シチズン時計株式会社 

執行役員 精機事業部長 

  
現 シチズンマシナリー株式会社 

代表取締役社長 

 

３ 退任予定取締役 

前田 幸男 取締役技術部長  

 

４ 昇格予定取締役 

専務取締役 橋本 捨男 現 常務取締役 

常務取締役営業本部長兼営業部長   久保 朝義     現 取締役営業部長 

 

５ 役職の異動 

取締役技術部長 宮ノ腰 敏明 現 取締役営業技術部長 

 

（注） 代表者の異動につきましては、平成18年７月14日に開示済みであります。 

 


