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１．18年６月期の連結業績（平成17年６月21日～平成18年６月20日） 

(1) 連結経営成績                                         （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 期 月 

百万円   ％

6,839 11.2 

6,150 24.2  

百万円   ％

1,166 24.5

936 45.5 

百万円   ％

1,159 32.0

878 44.6 
 

 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 期 月 

百万円   ％ 

811 38.9 

584 △3.1  

円  銭

115 46

86 69 

円  銭

―

― 

％

18.5

16.2 

％ 

14.3 

12.2  

％

17.0

14.3 

(注)①持分法投資損益  18年６月期   ― 百万円 17年６月期   ― 百万円 

②期中平均株式数（連結） 18年６月期  7,027,995株 17年６月期  6,545,808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) 連結財政状態                                         （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 期 月 

百万円 

8,563 

7,700  

百万円

4,676

4,076

％ 

54.6 

52.9 

円   銭

665 43

580 03 

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

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況                                 （百万円未満切捨） 

 
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６月期 

17年６ 期 月 

百万円 

547 

400 

百万円

△407

△103

百万円 

45

50

百万円

870

681

(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  ２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 

 

２．19年６月期の連結業績予想（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

3,696 

7,401  

百万円

712

1,399 

百万円

422

819 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 116円60銭 

 

 ※ 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。 
－ １ －－ １ －
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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(株式会社和井田製作所)及び連結子会社２社の計３社により

構成されており、主に金型関連及び切削工具関連の各業界向けを中心としたＣＮＣ研削盤の開発、製造及び販売

を行っております。 

当社及び連結子会社２社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。 

 

(1)事業系統図 
 

 

 

 

工作機械用制御装置 

海 外 得 意 先 

製品 
アフターサービス 

製品 
アフターサービス 

製品 

連結子会社 
ＷＡＩＤＡ  ＡＭＥＲＩＣＡ ＩＮＣ． 

連結子会社 
ジャパン・イー・エム株式会社 

株式会社和井田製作所 

国 内 得 意 先 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)関係会社の状況 
 

名称 住所 
資本金または 
出資金 
(千円) 

主要な事業 
の内容 

議決権の 
所有割合 
(％) 

関係内容 

(連結子会社) 

WAIDA AMERICA INC. 

米国ノースカロ
ライナ州 
シャーロット市 

62,255

米国における当
社製品の販売及
びアフターサー
ビス 

100.0 
役員の兼任 
１名 

(連結子会社) 

ジャパン・イー・エム
株式会社 
 

静岡県浜松市 80,000

精密電子機器シ
ステム、計測制御
機器及びシステ
ム等の開発、製造
並びに販売 

100.0 

役員の兼任 
３名 

金融機関からの
借入に対し債務
保証を行ってお
ります。 
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２ 経営方針 

 

(1) 会社の経営の基本方針 

当社グループは、コアの技術である精密工作機械技術、制御技術、研削加工技術を基盤とし、お客様との直

接対話によって開発した独創的な工作機械を、最良の品質と最善のコストでお客様に提供するとともに、製品

を継続的に進化させ、お客様の更なる満足に応えることを経営の基本方針に掲げ、特殊研削盤分野でのトップ

メーカーを目指してまいります。 

 

(2) 会社の利益配分に関する基本方針 

当社は、株主の皆様に対し安定的かつ継続的な配当を行うことを基本方針としております。利益配分につき

ましては、将来の事業展開や企業体質の強化等を総合的に勘案したうえで、株主の皆様への利益配分及び内部

留保額を決定しております。なお、内部留保金の使途につきましては、コア技術の研究開発、新製品開発、設

備投資、海外展開等の将来の成長につながる戦略投資や、財務体質の強化等に充当し、更なる競争力の強化を

図ってまいります。 

なお、平成19年６月期の配当につきましては１株当たり年30円配当を予定しております。 

 

(3) 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

投資単位の引下げは、個人投資家の株式市場への参加を促進し、株式市場活性化のため有用な施策であると

認識しております。これらの認識にたち、平成16年９月16日に売買単位を1,000株から100株に引き下げており、

投資単位の再引き下げにつきましては、市場の要請や当社株価の推移等を検討した上で、対処してまいりたい

と考えております。 

 

(4) 目標とする経営指標 

当社グループは、売上の伸長より利益の伸長を優先する経営を実行し、総資産の効率運用並びに売値の改善、

変動費の低減及び固定費の圧縮等により、売上高経常利益率の向上を目指します。 

 

(5) 中長期的な会社の経営戦略 

当社グループは、利益体質を更に強化しながら、中期的なトレンドとして成長の形を作っていきたいと考え

ており、次の取り組みを積極的に行ってまいります。 

① 再構築を含めた海外市場への積極的な展開 

② 既存分野である金型関連及び切削工具関連業界に対応する戦略的製品の開発と投入 

③ 半導体分野への製品展開 

以上の施策を推進することにより、工作機械の需要変動の波を緩和しつつ、社団法人日本工作機械工業会に

おける当社グループの受注シェアを向上させてまいります。 

 

(6) 会社の対処すべき課題 

当社グループは、コア技術の更なる深耕を図りながら、精度・機能・性能・品質・価格等の各領域におい

て、ユーザーのニーズを的確に把握した製品を市場に投入し事業展開を行っておりますが、中長期的な経営

戦略を実現するため、次の項目を最重要課題として取り組んでおります。 

① 営業力の強化 

・既存分野（金型関連及び切削工具関連） 

国内市場におきましては、当社グループのブランドは既に確立されていることから、顧客満足を第一に考

えユーザーとの対話を心掛けるとともに、戦略製品を積極的に市場に投入していくことによりシェアの拡大

を図ってまいります。 

海外市場におきましては、中国市場以外はまだしっかりとした展開が図られておらず、その整備が近々の
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課題であり、早期確立に全力を投入する所存であります。なお、平成19年６月期はヨーロッパ拠点を整備し

営業活動をスタートさせる予定であります。 

・半導体分野 

当社グループのコア技術から生まれた新たな半導体関連装置は、業界において最後発からのスタートであ

りますが、製品の優位性と既存分野で培った顧客との直接的なネットワークを駆使し受注につなげてまいり

ます。 

平成18年６月期において、シリコンウェーハの上下面を高精度かつ低ダメージで加工する超精密平面研削

盤の営業活動を、本格的に開始いたしました。また、その他の半導体分野に寄与する新しい機械の開発も継

続して実施しており、当分野の製品を当社グループの成長を支える大きな柱として育んでまいります。 

② 製造力の強化 

現在、工作機械業界を取り巻く環境は、自動車製造業や一般機械器具製造業を中心とした旺盛な設備投資

に支えられ、高水準の受注高で推移しており、この状況は当分続くものと考えられます。 

当社グループにおきましても工作機械業界と同様に多くの注文を頂いており、継続的な生産性の向上に取

り組むとともに生産設備の増強や人員の増加等による生産体制の見直しを推進してまいりました。 

こうしたなか、中期的な成長の基盤を確保するため、平成18年４月から９月の工期で、総工費570百万円

を投じ本社工場の増設を行っており、更なる製造力の強化を図ってまいります。 

③ 開発力の強化 

現在、当社グループの製品は多くのユーザーにご使用いただき、高い占有率を維持しておりますが、そ

れに甘えることなく常に改善及び改良を図り高い製品競争力を保ち続け、当社グループのすべての製品で

グローバルワンを目指してまいります。 

そのためには開発人員の増強と能力の向上と合わせ、開発スピードを早め、短い時間で製品を市場に出

す体制を整えてまいります。 

④ 経営基盤の強化 

当社の所属する工作機械業界は売上の変動が極めて大きい業界の一つであり、当社グループの経営成績も、

製造業の設備投資動向に影響を受けてまいりました。当社グループは、この工作機械の需要変動の波を緩和

する策を講じつつ、更なる利益体質と財務体質の強化に向かって進んでまいります。 

特に外部環境と内部環境の各々の分析結果を数値からビジュアルに置き換え、現在のポジションと将来の

方向性を確認しながら経営を行い、企業価値及び株主価値の向上を目指し絶えまない努力を行ってまいりま

す。 

 

(7) 内部管理体制の管理体制の整備・運用状況 

当該事項につきましては、別途開示しております「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」をご参照く

ださい。 

 

(8) 親会社等に関する事項 

親会社をはじめとする資本上位会社がないため、該当事項はありません。 

 

(9) その他、会社の経営上の重要事項 

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) 経営成績 

第77期連結会計年度（自 平成17年６月21日 至 平成18年６月20日）における我が国経済は、原油高や

素材価格の高騰、電子部品業界の在庫調整、公共投資の大幅減少等の懸念材料がありましたが、雇用情勢の

改善に伴う個人消費の持ち直しや、国内製造業の旺盛な設備投資と輸出の増加を背景に企業収益の大幅な改

善が進み、堅調に推移いたしました。 

工作機械業界におきましては、素材価格の高騰や中国における金融引締政策の浸透による高経済成長の減

速懸念等、不透明な要因は内在しておりましたが、好調な設備投資意欲に支えられて受注環境は順調に推移

し、社団法人日本工作機械工業会の平成17年暦年の総受注額は1兆3,632億円となり，史上２番目となる高い

受注額を達成いたしました。また、平成18年上期暦年の総受注総額は、7,215億円となり、暦年半期ベースと

しては史上最高額を達成しており、45か月連続前年比プラスは、バブル期の連続38か月を越え、多少調整局

面はあると考えられますが、今後も受注の増加は続くものと思われます。 

国内市場では、主要な取引先である自動車製造業のみならず一般機械器具製造業の設備投資に支えられ、

大手製造業はもとより中小製造業からの更新需要も堅調に拡大してまいりました。また、海外市場では米国

の景気維持と中国を中心としたアジア地区の経済成長に支えられ、高い水準の受注を持続してまいりました。 

このような状況にありまして、当社グループにおきましては、顧客第一主義を基本理念として、主要な取

引先である金型関連及び切削工具関連の各業界に対し積極的な営業展開を図ってまいりました。また、業務

生産性の向上を図るとともに、高付加価値製品の開発、収益の向上を目的とした変動費の低減と固定費全般

の圧縮の徹底等、経営全般にわたる収益改善努力と効率化に努めてまいりました。 

この結果、第77期連結会計年度の売上高は6,839百万円と第76期連結会計年度に比べ688百万円（前年同期

比11.2％増）の増収となり、経常利益は1,159百万円と第76期連結会計年度に比べ281百万円（前年同期比

32.0％増）の増益、また、当期純利益は811百万円と第76期連結会計年度に比べ227百万円（前年同期比38.9％

増）の増益となりました。 

品目別の業績を示すと、次のとおりであります。 

① 金型関連研削盤 

国内の電子部品及び金型製造メーカーからの受注や、中国をはじめとするアジアからの受注は増加い

たしましたが、切削工具関連研削盤の出荷を大幅に増加させたことから、売上高は2,786百万円と第76

期連結会計年度に比べ28百万円（前年同期比1.0％減）の減収となりました。 

② 切削工具関連研削盤 

国内の自動車メーカーの増産に伴い超硬工具メーカーの売上が大幅に増加したことなどから、売上高

は2,959百万円と第76期連結会計年度に比べ672百万円（前年同期比29.4％増）の増収となりました。 

③ その他の機械 

半導体関連業界に対する超精密平面研削盤の販売台数は前連結会計年度と比べ同じでありましたが、

ＮＣプロッター（作図機）の売上高の微減から、売上高は194百万円と第76期連結会計年度に比べ10百万

円（前年同期比5.1％減）の減収となりました。 

④ アフターサービス 

既納製品のオーバーホール売上とアフターサービス（有償修理）の売上が増加し、売上高は898百万円

と第76期連結会計年度に比べ55百万円（前年同期比6.5％増）の増収となりました。 

 

当社グループは、工作機械の製造・販売業の単一セグメントであり、また、全セグメントの売上高の合計

及び全セグメントの資産の金額の合計に占める「日本」の割合がいずれも90％を超えているため、事業の種

類別または所在地別セグメント情報は記載しておりません。 
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 (2) 財政状態 

当連結会計年度（自 平成17年６月21日 至 平成18年６月20日） 

第77期連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ188

百万円増加し、当連結会計年度末には870百万円となりました。 

第77期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547百万円（前連結会計年度比36.7％増）となりました。 

収入の主な内訳は、第77期連結会計年度の税金等調整前当期純利益1,152百万円、減価償却費134百万円及び売

上債権の減少198百万円等であり、支出の主な内訳は、たな卸資産の増加383百万円、仕入債務の減少86百万円及

び法人税等の支払額554百万円等であります。 

 

（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407百万円（前連結会計年度比294.8％増）となりました。 

これは主として、投資有価証券の取得による支出226百万円及び有形固定資産の取得による支出174百万円等で

あります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果得られた資金は、45百万円（前連結会計年度比10.6％減）となりました。 

収入の主な内訳は、短期借入れによる収入200百万円及び長期借入れによる収入360百万円であり、支出の主な

内訳は、長期借入金の返済による支出289百万円及び配当金の支払額224百万円であります。 

 

なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標は以下のとおりであります。 

 平成16年６月期 平成17年６月期 平成18年６月期 

自己資本比率         （％） 46.8 52.9 54.6

時価ベースの自己資本比率   （％） ― 167.6 242.1

債務償還年数         （年） 4.4 5.3 4.4

インタレスト・カバレッジ・レシオ 12.4 11.3 17.5

（注）１ 指標の算出方法 

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 

２ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

３ 株式時価総額は、「期末株価終値×期末発行済株式総数」により算出しております。 

４ 営業キャシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されているキャッシュ・フローを

利用しております。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

すべ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

息の支払額を利用しております。 

５ 平成16年６月期において当社株式は非上場であるため、時価ベースの自己資本比率は算出しており

ません。 
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(3) 次期の見通し 

今後の経済状況につきましては、世界的には米国経済の減速傾向、原油価格の高騰等による原材料の価格上昇

等、懸念材料も多く、先行き不透明な状況が続くものと思われますが、我が国経済は企業の設備投資や個人消費

の増加に支えられ緩やかな拡大を続けるものと予想されます。 

このような状況の中、当社の所属する工作機械業界は内外需とも引き続き旺盛な設備投資意欲を背景に、引き

続き好調を維持していくものと考えております。当社グループも引き続き多くの受注が見込まれるため、これに

対応する形を採ってまいります。 

平成19年６月期の業績見通しは、次のとおりであります。 

 

 中間期（連結） 中間期（単独） 通期（連結） 通期（単独） 

売上高       （千円） 3,696,581 3,686,581 7,401,498 7,376,498

営業利益      （千円） 715,772 692,488 1,405,291 1,384,336

経常利益      （千円） 712,712 690,088 1,399,171 1,379,536

当期純利益     （千円） 422,739 400,251 819,494 800,130

なお、この見通し作成にあたって対米ドル平均市場レートは110円と想定しております。 

上記業績見通しは、当社グループが現在入手している情報を基礎としたものであり、様々な要因により実際

の業績は見通しと大きく異なる可能性があります。 

 

(4) 事業等のリスク 

当社グループの事業展開上、リスク要因となる可能性がある事項について以下に記載しております。また、

必ずしも事業上のリスクに該当しない事項につきましても、投資者の判断上重要と考えられる事項につきまし

ては、投資者に対する積極的な情報開示の観点から記載いたしております。なお、本項においては将来に関す

る事項が含まれておりますが、当該事項は本決算短信発表日現在において判断したものであります。 

当社グループは、これらリスク発生の可能性を認識したうえで、その発生の回避及び発生した場合の対応に

努める所存であります。 

① 景気循環サイクル（製造業における設備投資動向の変動） 

当社の所属する工作機械業界は売上の変動が極めて大きい業界の一つであり、日銀短観調査ＤＩ及び経

済産業省が発表する鉱工業生産指数の推移とほぼ同じ動きをしております。 

社団法人日本工作機械工業会の受注総額は、平成12年度(暦年)は9,750億円でありましたが、２年後の平

成14年度(暦年)には6,758億円（平成12年度を100.0％とした場合69.3％）まで落ち込み、平成17年度(暦年)

は1兆3,632億円（平成12年度を100.0％とした場合139.8％）まで上昇するなど、市場の景気変動に伴い工

作機械業界に所属する各社は大幅な収益変動を繰り返し、当社グループも市場の循環的な変動の波に翻弄

される形で、今までにも幾度か好調期と低迷期を繰り返してまいりました。 

このような景気循環サイクルの中で、当社グループは景気の低迷期においても利益の確保ができる体質

にすべく、利益管理体制の強化を図っておりますが、一方、利益における売上高寄与率が非常に高い為、

景気循環サイクルによる売上高の増減により利益が大きく変動するという側面も併せ持っており、今後は

更に利益体質と財務体質の強化に向け全社を挙げて努力する所存であります。 

しかしながら過去の当社グループの業績変動が示すとおり、景気循環サイクルが低迷期を迎えた場合、

当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

② 金型関連業界及び切削工具関連業界の設備投資動向 

当社グループでは、主力製品である金型関連研削盤と切削工具関連研削盤の売上高に占める割合は高く、

第77期連結会計年度（自平成17年６月21日 至平成18年６月20日）においては、84.1％（金型関連研削盤

40.8％、切削工具関連研削盤43.3％）となっております。 
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また、当社グループ製品は、金型関連及び切削工具関連業界において高いブランド力を持っていること

から、製品の市場占有率も高く、市場展開先である精密金型使用メーカー（電子部品、家電、半導体、Ｉ

Ｔ関連機器、精密機械、自動車製造、金型製造等）、及び切削工具の製造・使用メーカー（切削工具製造、

自動車製造、自動車部品製造等）の設備投資動向が、当社グループの業績に連動するという側面を持って

おります。 

工作機械自体は生産財であることから、市場が終息することは考えられないものの、当社グループの経

営成績は、製造業の設備投資動向に大きな影響を受ける可能性があります。 

③ 売上の中間期末及び期末の偏重 

当社グループの主要納入先である大手ユーザーやその協力会社等は、決算期がほとんど３月(中間決算

期は９月)であり、設備投資の新年度予算の実行は４月～６月(当社グループの第Ⅳ四半期)及び10月～12

月(当社グループの第Ⅱ四半期)となっております。したがいまして過去５年間の当社グループの受注高を

見た場合、他の四半期と比べ第Ⅱ四半期(10月～12月)及び第Ⅳ四半期(４月～６月)に受注が増加する傾向

にあり、その受注増加に連動する形で当社グループの売上高は中間期末及び期末に集中しております。 

当社グループは期中における生産効率を向上させる目的から、売上の中間期末及び期末の偏重を解消し

出荷を平準化する対策を講じており徐々にではあるものの平準化の方向には向かっておりますが、景気循

環サイクルが下降しだした場合、この傾向を完全に解消することは難しく、第Ⅰ四半期(７月～９月)及び

第Ⅲ四半期(１月～３月)の業績から、今後の経営成績を予想するには注意を要します。 

当社グループの四半期毎の売上高は、次のとおりであります。 
 

第76期連結会計年度 
(自平成16年６月21日 
至平成17年６月20日) 

第77期連結会計年度 
(自平成17年６月21日 
至平成18年６月20日)  

売上高 
(千円) 

売上高 
(千円) 

第Ⅰ四半期(６月21日～９月20日) 886,577 1,480,597

第Ⅱ四半期(９月21日～12月20日) 2,118,378 1,886,808

第Ⅲ四半期(12月21日～３月20日) 1,205,384 1,464,712

第Ⅳ四半期(３月21日～６月20日) 1,940,277 2,007,016

合計 6,150,617 6,839,135

 
④ 海外需要及び為替レートの変動 

当社グループは、日本国内のほか中国をはじめとする海外においても販売活動を行っており、連結会計

年度に占める海外売上高の割合は、第76期連結会計年度（自平成16年６月21日 至平成17年６月20日）は

27.3％、第77期連結会計年度（自平成17年６月21日 至平成18年６月20日）は22.9％となっていることか

ら、各地域における景気変動が当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

また、各地域における売上、費用、資産を含む現地通貨建ての各項目は、連結財務諸表及び財務諸表の

作成のため円換算されており、換算時の為替レートによりこれらの項目は各地域における景気変動がなか

ったとしても、円換算後の価値が影響を受ける可能性があります。このため当社グループはこれらのリス

クを回避する観点から円建決済を取引の主流としております。 

しかしながら円建決済を取引の主流とした場合であっても、為替レートの変動は現地通貨での価格競争

に影響を及ぼすことは否めなく、また、今後、ヨーロッパ市場及び米国市場への展開を積極的に図る予定

であり、今のところは為替レート変動による影響は軽微でありますが、今後、海外市場等への更なる営業

展開による輸出の拡大に伴い、為替レートの変動が当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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⑤ 工作機械の輸出管理（外為法等規則） 

我が国では、武器を輸出しないこと、大量破壊兵器等関連汎用品が大量破壊兵器等の開発、製造、使用、

貯蔵に使用されないこと、通常兵器関連汎用品が通常兵器の過剰な蓄積に寄与しないことを目的に、法律と

政省令等の仕組みの中で安全保障貿易を管理しております。当社グループが生産し販売する工作機械は、大

量破壊兵器の開発等に用いられる恐れがある貨物として、貨物及び技術の提供等につき外為法に基づく輸出

管理の対象となる場合があります。当社では法令遵守を目的とした法務室を社内に組織し厳格な輸出管理を

行っておりますが、当社グループが工作機械を輸出する場合、または技術を提供する場合において、外為法

等に基づく規則を遵守できなかった場合には法的な処分を受け、また、社会的な信用力の低下を招き、当社

グループの業績に悪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 

連結財務諸表 

① 連結貸借対照表 

 

  
前連結会計年度 
(平成17年６月20日) 

当連結会計年度 
(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  1,121,570 1,310,313  

２ 受取手形及び売掛金  2,755,447 2,563,367  

３ たな卸資産  1,680,291 2,063,679  

４ 繰延税金資産  43,349 73,146  

５ その他  81,527 108,099  

貸倒引当金  △1,954 △1,787  

流動資産合計  5,680,232 73.8 6,116,819 71.4 436,586

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

(1) 建物及び構築物 ※１ 2,697,242 2,695,153   

減価償却累計額  △1,844,774 852,467 △1,899,270 795,882  

(2) 機械装置及び運搬具  1,445,022 1,437,917   

減価償却累計額  △1,292,678 152,343 △1,297,861 140,056  

(3) 土地 ※１ 565,085 565,085  

(4) 建設仮勘定  ― 115,000  

(5) その他  787,196 791,813   

減価償却累計額  △676,440 110,756 △690,485 101,327  

有形固定資産合計  1,680,653 21.8 1,717,351 20.1 36,698

２ 無形固定資産    

(1) 連結調整勘定  33,686 22,457  

(2) その他  17,016 21,239  

無形固定資産合計  50,703 0.7 43,696 0.5 △7,006

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  262,943 534,810  

(2) 繰延税金資産  ― 125,451  

(3) その他  39,042 37,084  

貸倒引当金  △13,283 △11,617  

投資その他の資産合計  288,702 3.7 685,728 8.0 397,026

固定資産合計  2,020,059 26.2 2,446,776 28.6 426,717

資産合計  7,700,291 100.0 8,563,596 100.0 863,304
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前連結会計年度 
(平成17年６月20日) 

当連結会計年度 
(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 支払手形及び買掛金  643,948 569,140  

２ 短期借入金 ※１ 750,000 950,000  

３ １年以内返済予定 
長期借入金 

※１ 229,920 361,920  

４ 未払法人税等  302,043 293,178  

５ 役員賞与引当金  ― 30,000  

６ その他  212,140 280,534  

流動負債合計  2,138,052 27.8 2,484,773 29.0 346,720

Ⅱ 固定負債    

１ 社債 ※１ 600,000 600,000  

２ 長期借入金 ※１ 538,440 477,020  

３ 繰延税金負債  18,189 ―  

４ 退職給付引当金  191,912 169,588  

５ 役員退職慰労引当金  137,189 155,605  

固定負債合計  1,485,732 19.3 1,402,213 16.4 △83,518

負債合計  3,623,784 47.1 3,886,986 45.4 263,201

(少数株主持分)    

少数株主持分  ― ― ― ― ―

(資本の部)    

Ⅰ 資本金  843,300 10.9 ― ― △843,300

Ⅱ 資本剰余金  881,244 11.4 ― ― △881,244

Ⅲ 利益剰余金  2,323,735 30.2 ― ― △2,323,735

Ⅳ その他有価証券評価差額金  46,420 0.6 ― ― △46,420

Ⅴ 為替換算調整勘定  △18,193 △0.2 ― ― 18,193

資本合計  4,076,506 52.9 ― ― △4,076,506

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

 7,700,291 100.0 ― ― △7,700,291
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前連結会計年度 
(平成17年６月20日) 

当連結会計年度 
(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  843,300

２ 資本剰余金  881,244  881,244

３ 利益剰余金  2,893,691  2,893,691

４ 自己株式  △204  △204

    株主資本合計  4,618,031 53.9 4,618,031

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券 
評価差額金 

 73,750  73,750

２ 為替換算調整勘定  △15,172  △15,172

評価・換算 
差額金等合計 

 58,577 0.7 58,577

Ⅲ 少数株主持分  ― ― ―

純資産合計  4,676,609 54.6 4,676,609

負債純資産合計  8,563,596 100.0 8,563,596
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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21日 
至 平成17年６月20日) 

当連結会計年度 
(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  6,150,617 100.0 6,839,135 100.0 688,517

Ⅱ 売上原価  3,712,297 60.4 4,020,207 58.8 307,910

売上総利益  2,438,320 39.6 2,818,927 41.2 380,607

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

１ 販売諸掛  383,560 409,643   

２ 貸倒引当金繰入額  2,873 ―   

３ 役員報酬  85,675 89,580   

４ 給与及び賞与  283,116 322,707   

５ 役員賞与引当金繰入額  ― 30,000   

６ 役員退職慰労引当金 
  繰入額 

 22,920 18,415   

７ 退職給付費用  11,950 3,966   

８ 減価償却費  46,777 38,434   

９ 旅費交通費  112,013 108,826   

10 試験研究費 ※１ 153,656 220,639   

11 連結調整勘定償却額  11,228 11,228   

12 その他  387,774 1,501,547 24.4 399,144 1,652,586 24.1 151,038

営業利益  936,772 15.2 1,166,341 17.1 229,568

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  733 2,780   

２ 受取配当金  2,457 3,232   

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  3,873 18,755 0.3 4,257 25,801 0.4 7,046

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  35,392 29,295   

２ 社債発行費  9,250 ―   

３ 上場関連費用  29,174 ―   

４ その他  2,850 76,667 1.2 2,977 32,272 0.5 △44,394

経常利益  878,861 14.3 1,159,870 17.0 281,009
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前連結会計年度 

(自 平成16年６月21日 
至 平成17年６月20日) 

当連結会計年度 
(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）

Ⅵ 特別利益    

１ 固定資産売却益 ※２ ― 5   

２ 貸倒引当金戻入額  ― ― ― 1,833 1,839 0.0 1,839

Ⅶ 特別損失    

１ 固定資産売却損 ※３ 475 ―   

２ 固定資産除却損 ※４ 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 0.2 △20,844

税金等調整前当期純利益  848,628 13.8 1,152,321 16.8 303,692

法人税、住民税 
及び事業税 

 291,274 532,295   

法人税等調整額  △26,810 264,463 4.3 △191,476 340,819 4.9 76,355

当期純利益  584,164 9.5 811,501 11.9 227,337

    

 

 ― 14 ―



  

 
③ 連結剰余金計算書 

 

  
前連結会計年度 

(自 平成16年６月21日 
至 平成17年６月20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  636,744

Ⅱ 資本剰余金増加高  

増資による新株発行  244,500 244,500

Ⅲ 資本剰余金期末残高  881,244

  

(利益剰余金の部)  

Ⅰ 利益剰余金期首残高  1,811,708

Ⅱ 利益剰余金増加高  

  当期純利益  584,164 584,164

Ⅲ 利益剰余金減少高  

  配当金  55,488

  役員賞与  16,650 72,138

Ⅳ 利益剰余金期末残高  2,323,735
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④ 連結株主資本等変動計算書 

 

当連結会計年度（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 

為替換算 

調整勘定 

平成17年６月20日 

残高（千円） 
843,300 881,244 2,323,735 ― 4,048,280 46,420 △18,193

連結会計年度中の 

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  811,501 811,501  

自己株式の取得  △204 △204  

株主資本以外の項

目の連結会計年度

中の変動額（純額） 

 27,330 3,020

連結会計年度中の変

動額合計（千円） 
 569,955 △204 569,751 27,330 3,020

平成18年６月20日 

残高（千円） 
843,300 881,244 2,893,691 △204 4,618,031 73,750 △15,172
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⑤ 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21日 
至 平成17年６月20日) 

当連結会計年度 
(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) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

１ 税金等調整前当期純利益  848,628 1,152,321 

２ 減価償却費  143,285 134,879 

３ 連結調整勘定償却額  11,228 11,228 

４ 退職給付引当金の増減額  29,704 △22,324 

５ 役員退職慰労引当金の増減額  △7,599 18,415 

６ 役員賞与引当金の増減額  ― 30,000 

７ 貸倒引当金の増減額  △5,786 △1,833 

８ 受取利息及び受取配当金  △3,191 △6,013 

９ 支払利息  35,392 29,295 

10 固定資産売却益  ― △5 

11 固定資産売却損  475 ― 

12 固定資産除却損  4,605 9,388 

13 売上債権の増減額  △556,212 198,988 

14 たな卸資産の増減額  △124,989 △383,964 

15 仕入債務の増減額  33,735 △86,849 

16 役員賞与の支払額  △16,650 △16,650 

17 その他資産の増減額  5,776 △594 

18 その他負債の増減額  40,422 60,495 

小計  438,825 1,126,778 

19 利息及び配当金の受取額  2,572 6,198 

20 利息の支払額  △35,566 △31,344 

21 法人税等の支払額  △5,391 △554,356 

営業活動によるキャッシュ・フロー  400,439 547,276 

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  ― △100,000 

２ 定期預金の払戻による収入  ― 100,000 

３ 有形固定資産の取得による支出  △83,644 △174,136 

４ 有形固定資産の売却による収入  3,675 4,250 

５ 無形固定資産の取得による支出  △13,552 △10,647 

６ 投資有価証券の取得による支出  △9,566 △226,497 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △103,088 △407,032 

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  1,500,000 200,000 

２ 短期借入金の返済による支出  △1,850,000 ― 

３ 長期借入れによる収入  400,000 360,000 

４ 長期借入金の返済による支出  △566,640 △289,420 

５ 社債の発行による収入  600,000 ― 

６ 社債の償還による支出  △400,000 ― 

７ 株式の発行による収入  423,000 ― 

８ 自己株式の取得による支出  ― △204 

９ 配当金の支払額  △55,488 △224,896 

財務活動によるキャッシュ・フロー  50,872 45,479 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △1,148 3,018 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  347,074 188,742 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  334,496 681,570 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 681,570 870,313 
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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21日 
至 平成17年６月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年６月21日 
至 平成18年６月20日) 

１ 連結の範囲に関する事項 すべての子会社を連結しております。 

連結子会社の数 ２社 

連結子会社の名称 

WAIDA AMERICA INC. 

ジャパン・イー・エム株式会社 

 

同左 

２ 持分法の適用に関する事項 持分法適用会社はありません。 持分法適用関連会社はありません。 

３ 連結子会社の事業年度等に

関する事項 

連結子会社の決算日は、ジャパン・イ

ー・エム株式会社は連結決算日（６月20日）

と同一であります。 

WAIDA AMERICA INC.の決算日は５月31日

であり、連結財務諸表作成に際しましては、

連結決算日との間に生じた重要な取引につ

いては連結上必要な調整を行っております。

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 

① 有価証券 

その他有価証券 

(イ)時価のあるもの 

 連結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） 

(ロ)時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

(イ)時価のあるもの 

連結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） 

(ロ)時価のないもの 

同左 

 ② たな卸資産 

(イ)製品 

 個別法による原価法 

(ロ)原材料 

 移動平均法による原価法 

(ハ)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 

(ニ)貯蔵品 

 最終仕入原価法による原価法 

② たな卸資産 

(イ)製品 

同左 

(ロ)原材料 

同左 

(ハ)仕掛品 

同左 

 

(ニ)貯蔵品 

同左 

 (2) 重要な減価償却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 

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) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

② 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21日 
至 平成17年６月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年６月21日 
至 平成18年６月20日) 

 (3) 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。 

 

(3) 繰延資産の処理方法 

① 

――――― 

 

② 

――――― 

 

 (4) 重要な引当金の計上基準 

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。

(4) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

 

 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

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計上し

ております。 

なお、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、当連結会計年度において

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

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 

 

 (5) 重要な外貨建の資産または負債の本邦

通貨への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の

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。 

(5) 

――――― 

 

 (6) 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。 

(6) 重要なリース取引の処理方法 

同左 

 

 (7) その他連結財務諸表作成のための重要

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。 

(7) その他連結財務諸表作成のための重要

な事項 

消費税及び地方消費税の会計処理 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成16年６月21日 
至 平成17年６月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年６月21日 
至 平成18年６月20日) 

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、全面時価評価法によっております。

同左 

６ 連結調整勘定の償却に関す

る事項 

連結調整勘定は５年間で均等償却してお

ります。 

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、連結会計年度中に

確定した利益処分または損失処理に基づい

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 

 

連結キャッシュ・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か月以

内に償還期限の到来する短期投資でありま

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 

前連結会計年度 
(自 平成16年６月21日 
至 平成17年６月20日) 

当連結会計年度 
(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） 

当連結会計年度から「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

税金等調整前当期純利益が、30,000千円減少しております。

 

――――― 

（連結貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等）

当連結会計年度から「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4,676,609

千円であります。 

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

連結財務諸表は、改正後の連結財務諸表規則により作成して

おります。 

 

 

追加情報 

前連結会計年度 
(自 平成16年６月21日 
至 平成17年６月20日) 

当連結会計年度 
(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、当連結会計年度から「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 

(連結貸借対照表関係) 
 

前連結会計年度 
(平成17年６月20日) 

当連結会計年度 
(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)
 

 

 

(連結損益計算書関係) 
 

前連結会計年度 
(自 平成16年６月21日 
至 平成17年６月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年６月21日 
至 平成18年６月20日) 

※１ 研究開発費の総額 

   一般管理費に含まれる研究開発費は153,656千円であり

ます。 

※１ 研究開発費の総額 

   一般管理費に含まれる研究開発費は220,639千円であり

ます。 

※２ 

――――― 

※２ 固定資産売却益の内訳 

車両運搬具 5千円 
※３ 固定資産売却損の内訳 

機械装置 475千円 

※３  

――――― 

※４ 固定資産除却損の内訳 

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
 

※４ 固定資産除却損の内訳 

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
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(連結株主資本等変動計算書関係) 

 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式 

（株） 
7,028,000 ― ― 7,028,000

 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

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

 

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

 

４ 配当に関する事項 

（1） 配当金支払額 

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９月15日 

定時株主総会 
普通株式 140,560 20.00 平成17年６月20日 平成17年９月16日

平成18年２月３日 

取締役会 
普通株式 84,336 12.00 平成17年12月20日 平成18年３月１日

 

（2） 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資 
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18年９月14日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金 91,363 13.00 平成18年６月20日 平成18年９月15日

 

 

(ストック・オプション関係) 

該当事項はありません。 
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 
 

前連結会計年度 
(自 平成16年６月21日 
至 平成17年６月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年６月21日 
至 平成18年６月20日) 

※１ 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 

現金及び預金勘定 1,121,570千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △440,000千円

現金及び現金同等物 681,570千円
 

※１ 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 

現金及び預金勘定 1,310,313千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △440,000千円

現金及び現金同等物 870,313千円
 

 

(リース取引関係) 
 

前連結会計年度 
(自 平成16年６月21日 
至 平成17年６月20日) 

当連結会計年度 
(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

  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。 

 
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

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) 

 

前連結会計年度(自 平成16年６月21日 至 平成17年６月20日) 
 

１ その他有価証券で時価のあるもの(平成17年６月20日) 
 

区分 種類 
取得原価 

(千円) 

連結貸借対照表計上額 

(千円) 

差額 

(千円) 

株式 175,306 252,977 77,671
連結貸借対照表計上額が 

取得原価を超えるもの 
小計 175,306 252,977 77,671

株式 9,923 9,310 △613
連結貸借対照表計上額が 

取得原価を超えないもの 
小計 9,923 9,310 △613

合計 185,230 262,288 77,058

(注)  表中の「取得原価」は、減損処理後の帳簿価額であります。 

 

 

２ 時価評価されていない有価証券(平成17年６月20日) 
 

区分 
連結貸借対照表計上額 

(千円) 

その他有価証券 

 非上場株式(店頭売買株式を除く) 655

 

 
 
当連結会計年度(自 平成17年６月21日 至 平成18年６月20日) 
 
 
１ その他有価証券で時価のあるもの(平成18年６月20日) 
 

区分 種類 
取得原価 

(千円) 

連結貸借対照表計上額 

(千円) 

差額 

(千円) 

株式 309,233 437,730 128,497
連結貸借対照表計上額が 

取得原価を超えるもの 
小計 309,233 437,730 128,497

株式 102,494 96,425 △6,069
連結貸借対照表計上額が 

取得原価を超えないもの 
小計 102,494 96,425 △6,069

合計 411,727 534,155 122,427

(注) 表中の「取得原価」は、減損処理後の帳簿価額であります。 
 
 
２ 時価評価されていない有価証券(平成18年６月20日) 
 

区分 
連結貸借対照表計上額 

(千円) 

その他有価証券 

 非上場株式 655
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(デリバティブ取引関係) 
 

前連結会計年度 
(自 平成16年６月21日 
至 平成17年６月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年６月21日 
至 平成18年６月20日) 

デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項

はありません。 

同左 

 

 

(退職給付関係) 
 

前連結会計年度 
(自 平成16年６月21日 
至 平成17年６月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年６月21日 
至 平成18年６月20日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

  確定給付型の制度として適格退職年金制度を設けておりま

す。 

１ 採用している退職給付制度の概要 

同左 

２ 退職給付債務に関する事項 

①退職給付債務 △625,292千円

 (内訳) 

②会計基準変更時差異の未処理額 ― 千円

③年金資産 433,379千円

④退職給付引当金(①＋②＋③) △191,912千円
 

２ 退職給付債務に関する事項 

①退職給付債務 △605,870千円

 (内訳) 

②年金資産 436,281千円

③退職給付引当金(①＋②) △169,588千円
 

３ 退職給付費用に関する事項 

①勤務費用 41,890千円

②会計基準変更時差異の費用処理額 24,251千円

③退職給付費用(①＋②) 66,142千円
 

３ 退職給付費用に関する事項 

①勤務費用 13,932千円

②退職給付費用 13,932千円
 

４ 退職給付債務の計算基礎 

  簡便法を採用しているため、該当事項はありません。 

４ 退職給付債務の計算基礎 

同左 

５ 会計基準変更時差異の処理年数      ５年 ５ 

――――― 
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(税効果会計関係) 
 

前連結会計年度 
(平成17年６月20日) 

当連結会計年度 
(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 15,299千円

評価性引当額 △4,109千円

繰延税金負債(流動)との相殺 △2千円

計 43,349千円

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 66,219千円

投資有価証券評価損 31,197千円

繰越欠損金 177,731千円

その他 62,340千円

評価性引当額 △391,395千円

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 43,349千円

 

(繰延税金負債) 

①流動負債 

その他 △2千円

繰延税金負債(流動)との相殺 2千円

計 0千円

②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 25,160千円

 
 

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 21,417千円

試験研究費 17,484千円

その他 16,578千円

評価性引当額 △4,297千円

繰延税金負債(流動)との相殺 △87千円

計 73,146千円

②固定資産 

役員退職慰労引当金 61,868千円

退職給付引当金 67,428千円

試験研究費 16,000千円

たな卸資産評価損 40,786千円

投資有価証券評価損 61,835千円

繰越欠損金 148,987千円

その他 15,434千円

評価性引当額 △238,214千円

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 198,597千円

 

(繰延税金負債) 

①流動負債 

その他 87千円

繰延税金負債(流動)との相殺 △87千円

計 0千円

②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 198,597千円

 
 

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 
1.63％

受取配当金等永久に益金に 

算入されない項目 
△0.02％

住民税均等割等 0.62％

評価性引当額 △11.34％

その他 0.51％

税効果会計適用後の法人税等 

の負担率 
31.16％

 

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 
1.20％

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 0.46％

評価性引当額 △13.28％

その他 1.48％

税効果会計適用後の法人税等 

の負担率 
29.58％
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(セグメント情報) 

１ 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21日 至 平成17年６月20日) 

当社及び連結子会社の事業は、工作機械の製造・販売業の単一セグメントでありますので、事業の種類別セ

グメント情報は記載しておりません。 

 

当連結会計年度(自 平成17年６月21日 至 平成18年６月20日) 

当社及び連結子会社の事業は、工作機械の製造・販売業の単一セグメントでありますので、事業の種類別セ

グメント情報は記載しておりません。 

 

２ 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21日 至 平成17年６月20日) 

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計に占める「日本」の割合がいずれも90％

を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

当連結会計年度(自 平成17年６月21日 至 平成18年６月20日) 

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計に占める「日本」の割合がいずれも90％

を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 
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３ 海外売上高 

最近２連結会計年度の海外売上高は、次のとおりであります。 

前連結会計年度(自 平成16年６月21日 至 平成17年６月20日) 

 

 中国 
アジア地域 

(中国を除く) 
その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(千円) 1,002,993 450,181 227,581 1,680,756

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― 6,150,617

Ⅲ 連結売上高に占める 

  海外売上高の割合(％) 
16.3 7.3 3.7 27.3

(注) １ 海外売上高は、提出会社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

 ２ 国または地域の区分方法及び各区分に属する主な国または地域 

(1) 国または地域の区分は、地理的接近度によっております。 

(2) 各区分に属する主な国または地域 

    中国………………………………中国 

    アジア地域(中国を除く)………台湾、韓国、東南アジア地域、南アジア地域等 

    その他の地域……………………米国、ヨーロッパ地域、アフリカ地域等 

 

当連結会計年度(自 平成17年６月21日 至 平成18年６月20日) 

 

 中国 
アジア地域 

(中国を除く) 
その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(千円) 853,425 619,068 94,459 1,566,953

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― 6,839,135

Ⅲ 連結売上高に占める 

  海外売上高の割合(％) 
12.5 9.0 1.4 22.9

(注) １ 海外売上高は、提出会社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

 ２ 国または地域の区分方法及び各区分に属する主な国または地域 

(1) 国または地域の区分は、地理的接近度によっております。 

(2) 各区分に属する主な国または地域 

    中国………………………………中国 

    アジア地域(中国を除く)………台湾、韓国、東南アジア地域、南アジア地域等 

    その他の地域……………………米国、ヨーロッパ地域、アフリカ地域等 
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(関連当事者との取引) 

 

前連結会計年度(自 平成16年６月21日 至 平成17年６月20日) 
 

役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 氏名 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
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円)

 
役員の 
近親者 
及び 
個人主 
要株主 
 

和井田二郎 ― ― 
当社 
特別相談役 

(被所有)
直接 ― 

― ― 
相談役報酬 
の支払 

2,850 ― ― 

 
役員の 
近親者 
 

和井田洋次 ― ― 
当社 
内部監査室顧
問 

(被所有)
直接 6.42

― ― 
顧問報酬の 
支払 

2,200 ― ― 

（注） １ 取引金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

(1)  和井田二郎  経営全般の助言及び技術開発指導での当社への関与度合いに基づいて相談役報酬を決め、月額

950千円を支払っております。なお、取引金額は、相談役に就任した平成16年６月21日から平成

16年９月20日までの期間のものであります。 

(2)  和井田洋次  内部監査業務支援面での当社への関与度合いに基づいて顧問報酬を決め、月額550千円を支払っ

ております。なお、取引金額は、顧問に就任した平成16年６月21日から平成16年10月20日まで

の期間のものであります。 

３ 和井田二郎と締結した相談役委嘱契約は、平成16年９月20日付で解約しております。 

４ 和井田洋次と締結した顧問委嘱契約は、平成16年10月20日付で解約しております。 

５ 和井田二郎は、平成16年11月６日に死去いたしましたので、個人主要株主ではなくなりました。 

 

 

当連結会計年度(自 平成17年６月21日 至 平成18年６月20日) 

 

該当事項はありません。 
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(１株当たり情報) 
 

前連結会計年度 
(自 平成16年６月21日 
至 平成17年６月20日) 

当連結会計年度 
(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 580円03銭
 

１株当たり純資産額 665円43銭
 

１株当たり当期純利益 86円69銭
 

１株当たり当期純利益 115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、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株当たり当期純利益の算定上の基礎 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成16年６月21日 
至 平成17年６月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年６月21日 
至 平成18年６月20日) 

連結損益計算書上の当期純利益(千円) 584,164 811,501

普通株式に係る当期純利益(千円) 567,514 811,501

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) 
 

前連結会計年度 
(自 平成16年６月21日 
至 平成17年６月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年６月21日 
至 平成18年６月20日) 

 

――――― 

 

 

――――― 
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５ 生産、受注及び販売の状況 

 
当社グループは工作機械の製造・販売業の単一セグメントでありますので、事業の種類別セグメント情報は記

載しておりません。以下は当連結会計年度における品目別の状況を記載しております。 

 
１ 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。 

品目 

当連結会計年度 

(自平成17年６月21日 

至平成18年６月20日) 

前年同期比(％) 

金型関連研削盤 (千円) 2,864,749 101.9

切削工具関連研削盤 (千円) 2,938,637 128.5

その他の機械 (千円) 205,164 101.6

アフターサービス (千円) 898,637 106.5

合計 6,907,188 112.4

(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 受注実績 

当連結会計年度における受注実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

当連結会計年度 
(自平成17年６月21日 
至平成18年６月20日) 品目 

受注高 
(千円) 

前年同期比 
(％) 

受注残高 
(千円) 

前年同期比 
(％) 

金型関連研削盤 3,020,277 95.8 2,061,527 112.8

切削工具関連研削盤 2,969,371 79.3 2,744,527 100.4

その他の機械 281,257 122.9 110,488 464.6

アフターサービス 898,637 106.5 ― ―

合計 7,169,543 90.0 4,916,542 107.2

(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 

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。 

品目 
当連結会計年度 

(自平成17年６月21日 
至平成18年６月20日) 

前年同期比(％) 

金型関連研削盤 (千円) 2,786,734 99.0

切削工具関連研削盤 (千円) 2,959,210 129.4

その他の機械 (千円) 194,551 94.9

アフターサービス (千円) 898,637 106.5

合計 6,839,135 111.2

(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 主要な販売先については、総販売実績の100分の10以上を占める販売先がありませんので、記載を省略しております。 
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