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問合せ先責任者  役職名 取締役管理本部長 氏名 明石 直人    ＴＥＬ (03)3344－7511 
決算取締役会開催日 平成 18 年８月 10 日      配当支払開始予定日  平成 18 年９月 22 日  
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１． 18 年６月期の業績(平成 17 年７月１日～平成 18 年６月 30 日) 
(1)経営成績                                （百万円未満切捨て） 

 売 上 高     営業利益 経常利益 

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

18 年６月期 

17 年６月期 
 6,609   48.8 

4,441  △31.7 
 646   28.9 

501   16.6 
 650   39.6 

465    9.0 
 
 

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６月期 
17 年６月期 

364   39.3 
261  △13.9 

10,497 92 
14,937 07 

9,817 35 
14,144 44 

14.2 
12.8 

15.3 
 14.3 

9.8 
10.5 

(注) ①期中平均株式数 18 年６月期   34,723 株       17 年６月期   16,247 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 
 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６月期 
17 年６月期 

5,068 
3,441 

2,724 
2,418 

53.8 
70.3 

78,463  49 
138,182  00 

(注)  ①期末発行済株式数   18 年６月期    34,723 株 17 年６月期     17,361 株 
  ②期末自己株式数    18 年６月期      － 株 17 年６月期          － 株 

 
２．19 年６月期の業績予想(平成 18 年７月１日～平成 19 年６月 30 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 

3,478 
7,000 

305 
650 

180 
383 

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期) 11,044 円 30 銭 
  
３．配当状況 
・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(％) 

17 年６月期 0 2,250 2,250 39 15.1 1.6 

18 年６月期 0 2,250 2,250 78 21.4 3.0 

19 年６月期（予想） 0 2,250 2,250    
 
 
※上記の予想は本資料の発表日現在における将来の見通し、計画のもととなる前提、予想を含んで

掲載しております。実際の業績は、今後様々な要因によって上記予測とは大きく異なる結果とな

る可能性があります。 
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個別財務諸表等 

(1) 貸借対照表 

 

  
前事業年度 

(平成17年６月30日) 
当事業年度 

(平成18年６月30日) 
対前 
期比 

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  1,606,826 2,099,012  492,186

２ 受取手形  22,213 69,340  47,126

３ 売掛金  1,052,646 1,835,471  782,824

４ 商品  5,492 －  △5,492

５ 製品  34,457 38,936  4,478

６ 原材料  186,343 422,340  235,996

７ 仕掛品  71,405 44,043  △27,361

８ 貯蔵品  553 375  △178

９ 前払費用  20,190 44,465  24,275

10 繰延税金資産  12,605 59,179  46,574

11  未収入金 ※2 110,501 96,169  △14,332

12 その他  1,592 2,163  570

貸倒引当金  △1,378 －  1,378

流動資産合計  3,123,452 90.8 4,711,500 93.0 1,588,047

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

(1) 建物  48,387 37,154   

減価償却累計額  △11,410 36,976 △11,180 25,974  △11,002

(2) 工具器具及び備品  401,960 412,527   

減価償却累計額  △296,233 105,726 △331,116 81,410  △24,315

有形固定資産合計  142,702 4.1 107,385 2.1 △35,317

２ 無形固定資産    

(1) ソフトウェア  10,717 12,649  1,931

(2) その他  2,800 2,505  △294

無形固定資産合計  13,518 0.4 15,155 0.3 1,636
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前事業年度 

(平成17年６月30日) 
当事業年度 

(平成18年６月30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）

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  － 41,817  41,817

(2) 関係会社株式  － 37,375  37,375

(3) 繰延税金資産  38,158 36,055  △2,102

(4) 敷金保証金  124,013 118,977  △5,035

(5) その他  － 48  48

投資その他の資産合計  162,171 4.7 234,274 4.6 72,102

固定資産合計  318,393 9.2 356,815 7.0 38,421

資産合計  3,441,845 100.0 5,068,315 100.0 1,626,469
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前事業年度 

(平成17年６月30日) 
当事業年度 

(平成18年６月30日) 
対前 
期比 

増減 構成比
(％)

金額(千円) 
構成比 

区分 
注記 
番号 金額(千円) (％) （千円） 

(負債の部)       

 Ⅰ 流動負債    

１  支払手形  143,535 237,010  93,474

２ 買掛金 ※2 585,920 1,494,286  908,365

３ 未払金  91,054 133,144  42,090

４ 未払費用  17,500 15,924  △1,575

５ 未払法人税等  52,816 264,195  211,379

６ 未払消費税等  13,492 19,164  5,672

７ 前受金  9,237 45,786  36,549

８ 預り金  15,216 8,129  △7,086

 ９ 役員賞与引当金  － 38,000  38,000

流動負債合計  928,774 27.0 2,255,643 44.5 1,326,868

Ⅱ 固定負債    

１ 退職給付引当金  94,969 88,121  △6,847

固定負債合計  94,969 2.7 88,121 1.7 △6,847

負債合計  1,023,743 29.7 2,343,764 46.2 1,320,021

    

(資本の部)    

Ⅰ 資本金 ※1 832,742 24.2 － － △832,742

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金  546,644 －   

資本剰余金合計  546,644 15.9 － － △546,644

Ⅲ 利益剰余金    

１ 当期未処分利益  1,038,715 －   

利益剰余金合計  1,038,715 30.2 － － △1,038,715

資本合計  2,418,102 70.3 － － △2,418,102

負債資本合計  3,441,845 100.0 － － △3,441,845

    

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

 １ 資本金  － － 832,742 16.4 832,742

 ２ 資本剰余金    

  (1) 資本準備金  － 546,644   

資本剰余金合計  － － 546,644 10.8 546,644

 ３ 利益剰余金    

(1) その他利益剰余金    

繰越利益剰余金  － 1,345,178   

利益剰余金合計  － － 1,345,178 26.6 1,345,178

   株主資本合計  － － 2,724,565 53.8 2,724,565

Ⅱ 評価・換算差額等    

 １ その他有価証券評価差額金  － － △15 0.0 △15

   評価・換算差額等合計  － － △15 0.0 △15

  純資産合計  － － 2,724,550 53.8 2,724,550

  負債純資産合計  － － 5,068,315 100.0 5,068,315
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(2) 損益計算書 

 

  
前事業年度 

(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30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     

 １ 商品売上高  218,151 132,565   

 ２ 製品売上高  4,222,948 4,441,100 100.0 6,477,390 6,609,955 100.0 2,168,855

Ⅱ 売上原価     

 １ 商品売上原価     

  (1) 期首商品たな卸高  3,846 5,492   

  (2) 当期商品仕入高  175,214 102,489   

  合計  179,061 107,982   

  (3) 他勘定振替高 ※1 － 3,653   

  (4) 期末商品たな卸高  5,492 －   

  商品売上原価  173,568 104,328   

 ２ 製品売上原価     

  (1) 期首製品たな卸高  90,804 34,457   

  (2) 当期製品製造原価  3,222,336 5,259,595   

  合計  3,313,140 5,294,053   

  (3) 期末製品たな卸高  34,457 38,936   

 製品売上原価  3,278,682 3,452,251 77.7 5,255,117 5,359,445 81.1 1,907,194

売上総利益  988,848 22.3  1,250,509 18.9 261,661

Ⅲ 販売費及び一般管理費     

１ 貸倒引当金繰入額  1,378 －   

２ 役員報酬  96,581 99,181   

３ 給与手当  124,331 163,779   

４ 退職給付費用  6,690 185   

５ 福利厚生費  22,487 31,034   

６ 旅費交通費  11,040 16,873   

７ 減価償却費  18,524 20,037   

８ 研究開発費 ※2 13,905 19,544   

９ 地代家賃  47,089 40,936   

10 消耗品費  30,839 19,891   

11 支払手数料  44,664 64,373   

12 役員賞与引当金繰入額  － 38,000   

13 その他  69,422 486,955 11.0 89,683 603,521 9.1 116,565

営業利益  501,893 11.3  646,988 9.8 145,095
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前事業年度 当事業年度 

(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30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) 

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  5 100   

２ 為替差益  － 2,273   

３ 受取手数料  272 213   

４ 保険解約返戻金  11,575 －   

５ 保険配当金  － 426  

６ 協賛金収入  － 461  

７ その他  1,058 12,910 0.3 374 3,849 0.0 △9,060

Ⅴ 営業外費用    

１ 新株発行費  21,089 －   

２ 株式公開費用  26,493 －   

３ 投資事業組合損失  － 634  

４ その他  1,361 48,943 1.1 1 636 0.0 △48,307

経常利益  465,860 10.5 650,201 9.8 184,341

Ⅵ 特別利益    

 １ 関係会社株式売却益  1,275 －   

 ２ 営業譲渡益  － 1,275 0.0 13,425 13,425 0.2 12,149

Ⅶ 特別損失    

１ 固定資産除却損 ※3 24,318 24,318 0.5 10,692 10,692 0.1 △13,626

税引前当期純利益  442,816 10.0 652,934 9.9 210,117

法人税、住民税 
及び事業税 

 146,469 332,868   

法人税等調整額  34,653 181,123 4.1 △44,461 288,406 4.4 107,283

当期純利益  261,693 5.9 364,527 5.5 102,834

前期繰越利益  777,021 － △777,021

当期未処分利益  1,038,715 － △1,038,715
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(3) 製造原価明細書 

  
前事業年度 

(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30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) 

Ⅰ 材料費 
 
 1,420,970 44.4     3,119,382 59.6 1,698,411

Ⅱ 労務費  855,763 26.7     1,047,016 20.0 191,252

Ⅲ 外注加工費 
 

689,667 21.6      780,835 14.9 91,167

Ⅳ 経費 ※1 233,867 7.3      285,241 5.5 51,373

 当期総製造費用  3,200,269 100.0     5,232,475 100.0 2,032,205

   期首仕掛品たな卸高 100,543        71,405 △29,138

     合計 3,300,813      5,303,880 2,003,067

  期末仕掛品たな卸高 71,405        44,043 △27,361

  他勘定振替高 7,071         241 △6,830

  当期製品製造原価 

 
 
 
 
※2 

 

3,222,336      5,259,595 2,037,259

 

 

原価計算の方法 

   原価計算の方法は、量産品については実際総合原価計算、個別受注品については実際個別原

価計算を採用しております。 

 

（脚注） 

前事業年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

※1. 主な内訳は次のとおりであります。 

地代家賃 92,466千円 

減価償却費          37,704千円

 

※2. 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。 

工具器具及び備品 1,060千円 

研究開発費 6.010千円 

合計           7,071千円
 

※1. 主な内訳は次のとおりであります。 

地代家賃 113,779千円 

減価償却費          31,269千円

 

※2. 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。 

未収入金 241千円 
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(4) 利益処分計算書及び株主資本等変動計算書 

    利益処分計算書 

 

  
前事業年度 

株主総会承認日 
 (平成17年９月16日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 

Ⅰ 当期未処分利益  1,038,715

Ⅱ 利益処分額  

１ 配当金  39,064

２ 取締役賞与金  19,000 58,064

Ⅲ 次期繰越利益  980,650
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株主資本等変動計算書 
 当事業年度(自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日) 

株主資本 

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

資本 
剰余金

合計 繰越利益剰余金 

利益 
剰余金 
合計 

株主資本 

合計 

平成17年６月30日残高(千円) 832,742 546,644 546,644 1,038,715 1,038,715 2,418,102

事業年度中の変動額   

 剰余金の配当  △39,064 △39,064 △39,064

 役員賞与の支給  △19,000 △19,000 △19,000

 当期純利益  364,527 364,527 364,527

 株主資本以外の項目の 

事業年度中の変動額(純額) 

  

事業年度中の変動額合計 

(千円) 
－ － － 306,463 306,463 306,463

平成18年６月30日残高(千円) 832,742 546,644 546,644 1,345,178 1,345,178 2,724,565

 

 

 

評価・換算差額等 

 その他有価証券

評価差額金 

評価・換算差額等

合計 

 

純資産合計 

平成17年６月30日残高(千円) － － 2,418,102 

事業年度中の変動額  

 剰余金の配当 △39,064 

 役員賞与の支給 △19,000 

 当期純利益 364,527 

 株主資本以外の項目の 

事業年度中の変動額(純額) 
△15 △15 △15 

事業年度中の変動額合計 

(千円) 
△15 △15 306,448 

平成18年６月30日残高(千円) △15 △15 2,724,550 
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(5) キャッシュ・フロー計算書 
 

  
前事業年度 

(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益  442,816 

減価償却費  56,228 

新株発行費  21,089 

株式公開費用  26,493 

関係会社株式売却益  △1,275 

貸倒引当金の増減額(△減少額)  1,378 

賞与引当金の増減額(△減少額)  △21,846 

退職給付引当金の増減額(△減少額)  △8,296 

受取利息  △5 

為替差益  △925 

固定資産除却損  9,718 

売上債権の増減額(△増加額)  540,169 

たな卸資産の増減額(△増加額)  115,802 

仕入債務の増減額(△減少額)  △307,384 

役員賞与の支払額  △13,000 

その他  △119,221 

小計  741,741 

利息の受取額  5 

法人税等の支払額  △234,415 

営業活動によるキャッシュ・フロー  507,331 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出  △99,910 

無形固定資産の取得による支出  △1,602 

敷金保証金の回収による収入  85,057 

関係会社株式の売却による収入  11,275 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △5,179 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

株式発行による収入  504,201 

株式公開費用の支出  △21,505 

配当金の支払額  △27,739 

財務活動によるキャッシュ・フロー  454,956 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  925 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  958,034 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  648,791 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※1 1,606,826 
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重要な会計方針 

 

項目 
前事業年度 

(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

１ 有価証券の評価基準及び評

価方法 

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 

  時価のないもの 

  移動平均法による原価法 

 なお、投資事業有限責任組合

及びそれに類する組合への出

資については、組合契約に規定

される決算報告日において入

手可能な 近の決算書を基礎

とし、持分相当額を純額で取り

組む方法によっております。 

２ たな卸資産の評価基準及び

評価方法 

(1)商品・製品・原材料 

  総平均法による原価法 

(2)仕掛品 

  個別法による原価法 

(3)貯蔵品 

  終仕入原価法 

(1)商品・製品・原材料 

  同 左 

(2)仕掛品 

  同 左 

(3)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 

定率法 

なお耐用年数及び残存価額につ

いては、法人税法に規定する方法と

同一の基準によっております。 

(1) 有形固定資産 

同 左 

 

 (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。 

(2) 無形固定資産 

同 左 

４ 繰延資産の処理方法 新株発行費 

支出時に全額費用として処理して

おります。 

－ 

５ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

債権の貸倒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、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 

当期より給与及び賞与を年俸制

に移行したことに伴い、賞与引当金

の設定を廃止しております。 

－ 
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項目 
前事業年度 

(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

 (3) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、従

業員との同意に基づき算定した当期

末における退職給付債務に基づき計

上しております。 

   当社は従来採用していた退職一時

金制度及び適格退職年金制度を平成

17年3月31日に廃止し、その時点にお

ける要支給額を将来の退職事由に応

じて支払うことを従業員と同意しま

した。 

このため廃止日時点の要支給額を

基に退職給付債務を算定しておりま

す。 

(3) 退職給付引当金 

同 左 

  

－ 

 

(4) 役員賞与引当金 

役員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、支給見込額を

計上しております。 

６ 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 

７ 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。 

 

－ 

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処理方法 

  税抜方式によっております。 

 

消費税及び地方消費税の処理方法 

同 左 
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会計処理の変更 

 

前事業年度 当事業年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30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） 

  当事業年度より「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。営業利益、経常利益及び

税引前当期純利益はそれぞれ38,000千円減少しており

ます。 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

  当事業年度より「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。従来の資本の部の合計に

相当する金額は2,724,550千円であります。なお、財務

諸表等規則の改正により、当事業年度における貸借対照

表の純資産の部については、改正後の財務諸表等規則に

より作成しております。 

 

表示方法の変更 

 
 

前事業年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

（貸借対照表） 

前事業年度まで流動資産の「その他」に含めて表示

しておりました「未収入金」は総資産の合計額の100分

の1を超えることとなったため、区分掲記することとい

たしました。 

－ 

 

 

なお、前事業年度における「未収入金」の金額は7,739

千円であります。 
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追加情報 

前事業年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

（外形標準課税） 

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」（企業会計基準委員会 実務対応報告第12号 平成

16年2月13日）の公表に伴い、法人事業税の付加価値割

及び資本割9,278千円を「販売費及び一般管理費」に計

上しております。 

 

－ 

 

 

 

注記事項 

(貸借対照表関係) 

 

前事業年度 
(平成17年６月30日) 

当事業年度 
(平成18年６月30日) 

 

※1 会社が発行する株式 普通株式 65,000株 

発行済株式総数 普通株式 17,361.9株 
 

※1           － 

 

※2           － 

 

※2 関係会社に対する主な資産、負債は次のとおりで 

あります。 

  買掛金            92,647千円 

未収入金           57,118千円 

 
(損益計算書関係) 

 

前事業年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

※1           － 

 

※2 一般管理費に含まれる研究開発費は13,905千円 

であります。 

※1 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 

    商品営業譲渡高         3,653千円 

※2 一般管理費に含まれる研究開発費は19,544千円 

であります。 

※3 固定資産除却損の内訳 

    建物              9,718千円 

原状回復費 14,600千円 

    合計              24,318千円 

※3 固定資産除却損の内訳 

    建物               6,467千円 

    原状回復費            2,440千円 

       ソフトウエア           1,061千円 

工具器具及び備品          723千円 

    合計   10,692千円 
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(キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

前事業年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

※１ 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６月30日現在)

現金及び預金勘定 1,606,826千円 

現金及び現金同等物     1,606,826千円  
 
２ 会社分割により承継した主な資産及び負債の内訳

は次のとおりであります。また会社分割により増
加した資本準備金は9,848千円であります。 

 
   資産 売掛金          48,397千円 
      前払費用           554千円 
      工具器具及び備品      2,744千円 
   負債 未払金          41,848千円 
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(リース取引関係) 

前事業年度(自 平成16年７月１日 至 平成17年６月30日) 

 当社の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、内容の重要性が乏しく、リース契約１件当たりの金額が少額であるため、記載を

省略しております。 

 

当事業年度(自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日) 

 当社の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、内容の重要性が乏しく、リース契約１件当たりの金額が少額であるため、記載を

省略しております。 

 

(有価証券関係) 

前事業年度(平成17年６月30日) 

  該当事項はありません。 

 

当事業年度(平成18年６月30日) 

子会社株式で時価のあるものはありません。 
 

 

(デリバティブ取引関係) 

前事業年度(自 平成16年７月１日 至 平成17年６月30日) 

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

前事業年度 
(自 平成16年７月１日 
  至 平成17年６月30日) 

1.採用している退職給付制度の概要 

当社は従来採用していた退職一時金及び適格退職 

年金制度を平成17年3月31日に廃止し、その時点にお

ける要支給額を将来の退職時に退職事由に応じて支

払うことを従業員と同意いたしました。 

 

2.退職給付債務に関する事項 

 

退職給付債務  94,969千円

退職給付引当金 94,969千円

（注）当社は退職給付債務の算定にあたり、簡便

法を採用しております。 

 

3.退職給付費用に関する事項 

勤務費用 15,529千円

退職給付費用 15,529千円
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(税効果会計関係) 

 

前事業年度 
(平成17年６月30日) 

当事業年度 
(平成18年６月30日) 

1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳  

  繰延税金資産 

退職給付引当金 37,212千円

未払賞与 5,041千円

未払事業税 5,027千円

未払事業所税 1,368千円

その他 2,113千円

繰延税金資産合計 50,763千円
 

1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳  

  繰延税金資産 

退職給付引当金 35,856千円

未払賞与 22,022千円

未払事業税 20,770千円

棚卸評価損 12,358千円

未払事業所税 1,391千円

その他 2,835千円

繰延税金資産合計 95,235千円
 

 

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 

 

  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間の差異が法定実効税率の百分の五以下で

あるため注記を省略しております。 

 

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 

                  （単位％） 

  法定実効税率 40.7

（調 整） 

交際費 0.5

役員賞与 2.4

その他 0.6
 44.2税効果会計適用後の法人税等

の負担率 
 

  
(持分法損益等) 

前事業年度(自 平成16年７月１日 至 平成17年６月30日) 

関連会社が存在しないため、記載事項はありません。 

 

（関連当事者との取引） 

前事業年度(自 平成16年７月１日 至 平成17年６月30日) 

親会社及び法人主要株主等 

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 

議決権の

所有(被所

有)割合 役 員 の

兼任等 

事 実 上

の関係 

取引の 

内容 

取引金

額 

(千円) 

科

目

期末残

高 

(千円)

親会社 

㈱ｲﾝﾀｰﾈ

ｯﾄ総合

研究所 

東京都

新宿区 
3,920,000 

IPﾈｯﾄﾜｰ

ｸ事業 

(被所有)

直接 

82.03％ 

役員の

兼任2名

当社 

製品の

販売 

ﾕﾋﾞｷﾀｽ研

究 所 に 関

す る 事 業

の 分 割 承

継 

資産合計 

負債合計 

 

 

 

 

 

51,696 

41,848 

 

 

 

 

 

 

－ 

 

 

－ 

 

(注) １ 取引金額には消費税等が含まれておりません。 

 ２ 取引条件等は、当社の算定した金額に基づき交渉の上、決定しております。 
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(１株当たり情報) 

 

項目 
前事業年度 

(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

１株当たり純資産額 138,182円00銭 78,463円49銭

１株当たり当期純利益 14,937円07銭 10,497円92銭

潜在株式調整後 
1 株当たり当期純利益 

14,144円44銭 9,817円35銭

 
当社は平成 17 年１月 17 日開催の臨時

株主総会において、平成 17 年２月 19 日

付をもって普通株式 50 株を１株に併合

することを決議いたしました。 

 前期首に当該株式併合が行われたと

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15年７月１日 

  至 平成16年６月30日） 

１株当たり純資産額  104,336 円 68 銭 

１株当たり当期純利益 24,631 円 48 銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益に

ついては、潜在株式が存在しないため、記

載しておりません。 

 

当社は平成 17 年１0 月 12 日開催の取

締役会において、平成 17 年 12 月 20 日付

をもって普通株式 1 株を２株に分割するこ

とを決議いたしました。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）の各数値は以下のとおり

であります。 

 

前事業年度 
（自 平成16年７月１日 

  至 平成17年６月30日） 

１株当たり純資産額   69,091 円 00 銭 

１株当たり当期純利益  7,468 円 54 銭 

潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益 

                7,072 円 22 銭 

 

 

(注) １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎 

項目 前事業年度 当事業年度 

１株当たり当期純利益 

損益計算書上の当期純利益(千円) 261,693 364,527

普通株主に帰属しない金額(千円) 19,000 －

(うち利益処分による取締役賞与金) (19,000) －

普通株式に係る当期純利益(千円) 242,693 364,527

普通株式の期中平均株式数(株) 16,247 34,723

潜在株式調整後1株当たり当期純利益 

 当期純利益調整額（千円） － －

 普通株式の増加数（株） 910 2,407

(うち新株予約権) (910) (2,407)
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(重要な後発事象) 

 

前事業年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

(新株予約権発行) 

 当社は平成17年９月16日開催の定時株主総会において、商

法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき当社並びに当

社子会社の取締役、監査役及び従業員に対し特に有利な条件

で新株予約権を発行することについて決議いたしました。 

１ 特に有利な条件をもって新株予約権を発行する理由 

  当社では、当社の取締役、監査役および従業員の一部に対

し、当社への経営参加意識を高め、業績がより反映された報酬

体系とするため、ストックオプションとして新株予約権を発行いた

します。 

２ 新株予約権の発行日 

           平成17年11月30日

３ 新株予約権の発行数                   449個 

４ 新株予約権の発行価格                  無償 

５ 新株予約権の目的となる株式の種類および数 

                         普通株式   449株 

６ 各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額

１株につき          1,412,000円 

７ 各新株予約権の行使期間 

    平成19年10月１日～平成27年９月15日まで 

８ 付与対象者 

    当社取締役、監査役及び従業員     計24名 

 
 

 

株式会社日本エンジニアリングシステムの株式取得による子会社化

 １．株式の取得の理由 

 株式会社日本エンジニアリングシステムは創業以来25年間組み

込み型ソフトウェアの受託開発およびシステム開発等の人材派遣を

行っており、多くの優秀な技術者を有しております。また、幅広い分

野における開発ノウハウと経験を保有しており、その中でも特に、医

療機器分野と通信用機器分野に強みを持っております。 

 当社が目指すユビキタス社会の実現に向け、同社の株式を取得

しグループ化することは今後の事業展開におきまして多方面のシナ

ジー効果が期待でき、かつ競争力を高めることになると考えておりま

す。当社グループは今後もユビキタス社会の実現に向けた営業体

制および技術体制の強化を図ってまいります。 

 

 ２．子会社となる会社の概要 

  (１)商号          株式会社日本エンジニアリングシステム

  (２)代表者         代表取締役社長 豊嶋 登和子 

  (３)所在地         東京都新宿区西新宿一丁目25番１号 

  (４)設立年月日      1981年８月13日 

  (５)主な事業の内容   組み込み型ソフトウェアの受託開発およ

びシステム開発等の人材派遣 

  (６)決算期         ６月30日 

  (７)従業員数         94人（平成18年６月30日現在） 

  (８)資本金           50百万円 

  (９)発行済株式総数   100,000株 

 

 ３．株式取得の概要 

  (１)株式取得の時期   平成18年８月１日 

  (２)取得する株式の数  95,000株 

  (３)取得価額        313百万円 

  (４)取得後の持分比率  95.0％ 
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６．役員の異動 

(1)代表者の異動 

  該当事項はありません。 

 

(2)その他の役員の異動 

①新任監査役候補 

    監査役  高橋 通 

(非常勤・社外監査役) 
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