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平成１８年６月期  個別財務諸表の概要 
平成１８年８月２３日 

上 場 会 社 名 ミヤチテクノス株式会社         上場取引所         東 
コード番号 ６８８５                                              本社所在都道府県  千葉県 

（URL http://www.miyachi-gr.co.jp/） 

代 表 者 役職名 代 表取締役社長  氏 名 田尻 康 

問 合 せ 先 責 任 者  役職名 執行役員管理本部長    氏 名 古越 周  ＴＥＬ(03)5246-6700(代) 

決算取締役会開催日 平成１８年 ８月 ２３日    配当支払開始予定日 平成１８年 ９月 ２８日   

定時株主総会開催日 平成１８年 ９月 ２７日 単元株制度採用の有無  有（1単元100株） 

 

１．平成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                                 (注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示してあります。 

 売  上  高 営 業 利 益 経 常 利 益 

 

18年 6月期 

17年 6月期 

百万円   ％

8,038   ( 28.1 ) 

6,273   (  －  ) 

百万円   ％

1,012   （ 5.5 ）

959   （  － ）

百万円   ％

1,426  （ 21.4 ）

   1,174  （  －  ）
 

 
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   ％ 

886  ( 17.6 )  

754  (  －  )  

円 銭

115  85 

97  07 

円 銭

113  84 

95  30 

％

8.6 

8.2 

％ 

10.9  

10.4  

％

17.7 

18.7 

(注) 1．期中平均株式数 １８年６月期 ７，６５２，８７８株  １７年６月期 ７,４９３,５４０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、対前期増減率であります。 

4. 平成17年6月期は、平成16年6月期に決算期変更を行ったため、対前期比較は行っておりません。 

(2) 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あります。 

 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 

14,431   

11,799   

百万円

11,197  

9,545  

％ 

77.6   

80.9   

円  銭

1,402  43  

1,259  42  
(注) ①期末発行済株式数 １８年６月期 ７，９８４，１８８株 １７年６月期 ７,５５７,７２８株   

②期末自己株式数 １８年６月期      ８，０６９株 １７年６月期       ６,０２９株   

２．平成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 

 

中 間 期 

通     期 

百万円 

    4,400 

 9,000 

百万円

 767 

1,526 

百万円

 477 

 950 

(参考) 1株当たり予想当期純利益（通期） 79円 32銭 

３． 配当状況                    (注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示してあります。 

・現金配当 1株当たり年間配当金(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 00.00  20.00 20.00 151 20.6  1.5 

18年 6月期 10.00  20.00 30.00  235  25.9  2.3 

19年 6月期(予想) 12.50  12.50 25.00     

(注) 18年6月期期末配当金の内訳 記念配当 10円00銭   

 
※   平成18年5月11日開催の取締役会決議により、平成18年6月30日現在の株主に対し平成18年7月1日付をもって、普

通株式１株に対して１．５株の割合で株式分割しております。 

  なお、１株当たり予想当期純利益（通期）は、当該株式分割後の発行済株式数により算出しております。 

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

因によって予想値と異なる場合があります。 

  なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料の5ページをご参照下さい。 
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６．個別財務諸表等 

（１）財務諸表 

①貸借対照表 

  
前事業年度 

(平成17年６月30日) 
当事業年度 

(平成18年６月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

 １ 現金及び預金  2,061,619  2,192,946 

 ２ 受取手形  706,124  975,838 

 ３ 売掛金 ※１ 1,633,448  2,477,332 

 ４ 有価証券  250,582  54,150 

 ５ 製品  136,443  323,476 

 ６ 半製品  57,067  73,526 

 ７ 原材料  358,953  414,162 

 ８ 仕掛品  295,520  414,605 

 ９ 貯蔵品  2,259  1,982 

 10 前払費用  31,219  46,768 

 11 関係会社短期貸付金  300,667  219,000 

 12 未収入金 ※１ 107,246  157,649 

 13 繰延税金資産  200,843  254,593 

 14 その他  17,803  11,574 

   貸倒引当金  △7,101  △9,970 

   流動資産合計  6,152,699 52.1  7,607,637 52.7

Ⅱ 固定資産    

 １ 有形固定資産    

  (1) 建物  1,763,159 1,803,220  

    減価償却累計額  948,105 815,053 1,012,776 790,443 

  (2) 構築物  129,034 129,034  

    減価償却累計額  83,084 45,949 87,957 41,076 

  (3) 機械及び装置  224,362 220,822  

    減価償却累計額  179,443 44,919 184,283 36,539 

  (4) 車両運搬具  1,117 1,117  

    減価償却累計額  906 210 1,026 90 

  (5) 工具器具及び備品  831,549 977,443  

    減価償却累計額  599,093 232,456 682,669 294,774 

  (6) 土地  780,460  780,460 

   有形固定資産合計  1,919,049 16.3  1,943,384 13.5

 ２ 無形固定資産    

  (1) 営業権  66,666  50,666 

  (2) 借地権  130,712  130,712 

  (3) ソフトウェア  137,947  133,321 

  (4) その他  6,357  6,066 

   無形固定資産合計  341,683 2.9  320,766 2.2
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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) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％) 

 ３ 投資その他の資産    

  (1) 投資有価証券  305,822  362,284 

  (2) 関係会社株式  1,443,585  2,352,518 

  (3) 関係会社出資金  811,246  1,069,342 

  (4) 長期性預金  631,860  645,720 

  (5) 長期前払費用  2,889  2,455 

  (6) 繰延税金資産  90,369  47,326 

  (7) その他  100,263  79,709 

   投資その他の資産合計  3,386,037 28.7  4,559,355 31.6

   固定資産合計  5,646,769 47.9  6,823,507 47.3

   資産合計  11,799,469 100.0  14,431,144 100.0

    

 (負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

 １ 支払手形  541,398  303,654 

 ２ 買掛金  679,342  1,497,606 

 ３ 未払金  148,864  325,049 

 ４ 未払法人税等  329,561  435,318 

 ５ 未払消費税等  11,499  12,813 

 ６ 未払費用  275,579  380,451 

 ７ 前受金  －  27,729 

 ８ 預り金  8,193  10,329 

 ９ 製品保証引当金  88,005  121,254 

 10 役員賞与引当金  -  33,600 

 11 その他  15,448  10,164 

   流動負債合計  2,097,894 17.8  3,157,973 21.9

Ⅱ 固定負債    

 １ 退職給付引当金  1,435  30,842 

 ２ 役員退職慰労引当金  149,040  44,061 

 ３ その他  6,000  1,000 

   固定負債合計  156,476 1.3  75,904 0.5

   負債合計  2,254,370 19.1  3,233,877 22.4
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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) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資本の部)    

Ⅰ 資本金 ※２ 1,500,460 12.7  ― ―

Ⅱ 資本剰余金    

 １ 資本準備金  2,691,174  ― 

 ２ その他資本剰余金    

  (1) 自己株式処分差益  136,051 136,051 ― ― 

資本剰余金合計  2,827,225 23.9  ― ―

Ⅲ 利益剰余金    

 １ 利益準備金  74,310  ― 

 ２ 任意積立金    

  (1) 研究開発積立金  200,000 ―  

  (2) 海外投資積立金  406,000 ―  

  (3) 別途積立金  3,459,800 4,065,800 ― ― 

 ３ 当期未処分利益  1,075,173  ― 

利益剰余金合計  5,215,283 44.2  ― ―

Ⅳ その他有価証券評価差額金 ※４ 7,539 0.1  ― ―

Ⅴ 自己株式 ※３ △5,410 △0.0  ― ―

   資本合計  9,545,098 80.9  ― ―

   負債・資本合計  11,799,469 100.0  ― ―

    
(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

 １ 資本金  ― ―  1,584,090 11.0

 ２ 資本剰余金    

  (1) 資本準備金  ―  3,604,843 

  (2) その他資本剰余金  ―  136,051 

資本剰余金合計  ― ―  3,740,894 25.9

 ３ 利益剰余金    

  (1) 利益準備金  ―  74,310 

  (2) その他利益剰余金    

    研究開発積立金  ― 200,000  

    海外投資積立金  ― 406,000  

    別途積立金  ― 3,959,800  

    繰越利益剰余金  ― ― 1,207,978 5,773,778 

   利益剰余金合計  ― ―  5,848,088 40.5

 ４ 自己株式  ― ―  △11,095 △0.0

株主資本合計  ― ―  11,161,978 77.4

Ⅱ 評価・換算差額等    

  その他有価証券評価差額  ― ―  35,289 0.2

   評価・換算差額等合計  ― ―  35,289 0.2

  純資産合計  ― ―  11,197,267 77.6

  負債・純資産合計  ― ―  14,431,144 100.0
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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) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 ※１ 6,273,873 100.0  8,038,506 100.0

Ⅱ 売上原価    

 １ 期首製品たな卸高  87,443 136,443  

 ２ 当期製品製造原価  3,240,967 4,336,225  

    合計  3,328,411 4,472,669  

 ３ 他勘定振替高 ※２ 63,896 76,914  

 ４ 期末製品たな卸高  136,443 3,128,070 49.9 323,476 4,072,278 50.7

   売上総利益  3,145,802 50.1  3,966,227 49.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※3,4 2,186,187 34.8  2,953,544 36.7

   営業利益  959,615 15.3  1,012,683 12.6

Ⅳ 営業外収益    

 １ 受取利息 ※５ 7,294 23,762  

 ２ 有価証券利息  958 10,000  

 ３ 受取配当金 ※５ 185,016 221,146  

 ４ 受取賃貸料 ※５ 6,144 －  

 ５ 業務受託料 ※５ 34,260 －  

  ６ 為替差益  － 176,409  

 ７ その他  22,404 256,078 4.1 23,986 455,306 5.6

Ⅴ 営業外費用    

 １ 支払利息  77 237  

 ２ 売上割引  3,450 4,198  

 ３ たな卸資産廃棄損  4,302 －  

 ４ たな卸資産評価損  30,849 32,840  

 ５ 為替差損  1,869 －  

  ６ 貸倒引当金繰入額  － 223  

 ７ その他  428 40,977 0.7 4,202 41,701 0.5

   経常利益  1,174,715 18.7  1,426,288 17.7

Ⅵ 特別利益    

 １ 貸倒引当金戻入益  29 －  

 ２ 固定資産売却益 ※６ - 29 0.0 564 564 0.0

Ⅶ 特別損失    

 １ 固定資産除却損 ※７ 14,854 1,036  

 ２ 役員退職慰労引当金繰入  49,521 －  

 ３ 投資有価証券評価損  － 983  

  ４ 関係会社株式評価損  － 15,000  

 ５ その他  1,218 65,594 1.0 － 17,020 0.2

   税引前当期純利益  1,109,149 17.7  1,409,832 17.5

   法人税、住民税 
   及び事業税 

 393,347 552,778  

   法人税等調整額  △38,338 355,008 5.7 △29,540 523,238 6.5

   当期純利益  754,141 12.0  886,594 11.0

   前期繰越利益  321,031  － 

   当期未処分利益  1,075,173  － 
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 ③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28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 

（当期未処分利益の処分）  

Ⅰ 当期未処分利益  1,075,173

Ⅱ 利益処分額  

 １ 配当金  151,154

 ２ 役員賞与金  26,715

   (うち監査役賞与金)  (3,120)

 ３ 任意積立金  

        別途積立金  500,000 677,869

Ⅲ 次期繰越利益  397,303

（その他資本剰余金の処分）  

Ⅰ その他資本剰余金  136,051

Ⅱ その他資本剰余金次期繰越額  136,051

  

（注）１ 配当金は発行済株式の総数から自己株式（6,029株）を除いて算定しております。 

   ２ 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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 ④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 

その他 

資本 

剰余金 

資本 

剰余金 

合計 

利益 

準備金 
研究開発

積立金 

海外投資 

積立金 

別途 

積立金 

繰越利益

剰余金 

平成17年6月30日 

残高（千円） 
1,500,460 2,691,174 136,051 2,827,225 74,310 200,000 406,000 3,459,800 1,075,173

事業年度中の変動額    

 新株の発行 83,629 83,540 83,540  

 株式交換による増加  830,128 830,128  

 剰余金の配当    △227,074

 別途積立金の積立    500,000 △500,000

 役員賞与の支給    △26,715

 当期純利益    886,594

 自己株式の取得    

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） 
83,629 913,668 － 913,668 － － － 500,000 132,804

平成18年6月30日 

残高（千円） 
1,584,090 3,604,843 136,051 3,740,894 74,310 200,000 406,000 3,959,800 1,207,978

                                               

株主資本 評価・換算差額等 

利益剰余金 
 

利益剰余金 

合計 

自己株式 
株主資本 

合計 

その他 

有価証券 

評価差額金 

評価・換算差額 

合計 

純資産合計 

平成17年6月30日 

残高（千円） 
5,215,283 △5,410 9,537,559 7,539 7,539 9,545,098

事業年度中の変動額    

 新株の発行  167,170   167,170

 株式交換による増加  830,128   830,128

 剰余金の配当 △227,074 △227,074   △227,074

 別途積立金の積立 － －   －

 役員賞与の支給 △26,715 △26,715   △26,715

 当期純利益 886,594 886,594   886,594

 自己株式の取得  △5,685 △5,685   △5,685

株主資本以外の項目

の事業年度中の変動

額(純額) 

   27,749   27,749 27,749

事業年度中の変動額合

計（千円） 
632,804 △5,685 1,624,418 27,749 27,749 1,652,168

平成18年6月30日 

残高（千円） 
5,848,088 △11,095 11,161,978 35,289 35,289 11,197,267
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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 

(1) 満期保有目的の債券 
  償却原価法（定額法） 
(2) 子会社株式及び関連会社株式 
  移動平均法による原価法 
(3) その他有価証券 
  時価のあるもの 
   決算期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) 

  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(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。 

(1) 満期保有目的の債券 
        同左 
(2) 子会社株式及び関連会社株式 
        同左 
(3) その他有価証券 
  時価のあるもの 
      決算期末日の市場価格等に基づく

時価法(評価差額は全部を純資産
に直入する方法により処理し、売
却原価は移動平均法により算定) 

  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 
   標準品については総平均法による
原価法、特注品については個別法によ
る原価法 

(2) 半製品 
   総平均法による原価法 
(3) 原材料 
   総平均法による低価法 
(4) 仕掛品 
   個別法による原価法 
(5) 貯蔵品 
   最終仕入原価法 

(1) 製品 
同左 

 
 
(2) 半製品 

同左 
(3) 原材料 

同左 
(4) 仕掛品 

同左 
(5) 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 
  定率法によっております。 
  ただし、平成10年10月1日以降に取得
した建物(建物附属設備を除く)につ
いては、定額法によっております。 

  なお、主な耐用年数は建物及び構築物
が３年～50年、機械装置及び運搬具が
２年～11年、工具器具備品が２年～10
年であります。 

(1) 有形固定資産 
同左 

 (2) 無形固定資産 
  営業権 
   ５年間の定額法によっております。
  ソフトウェア 
   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)による定額法によって
おります。 

  その他 
   定額法によっております。 

(2) 無形固定資産 
  営業権 
        同左 
  ソフトウェア 
        同左 
 
 
 
  その他 
        同左 

 (3) 長期前払費用 
  均等償却をしております。 

(3) 長期前払費用 
同左 
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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) 

４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

  債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上しております。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 

 (2) 製品保証引当金 

  製品販売後のアフターサービス費の

発生に備えるため、売上高に対する過

去の経験率により算定した額を計上

しております。 

(2) 製品保証引当金 

同左 

 

 

 

 

 

(3) 役員賞与引当金 

          ――――― 

 

(3) 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 

  役員の退職慰労金支出に備えるため、

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) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるため、当事

業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。 

(5) 退職給付引当金 

同左 

５ 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 

６ その他財務諸表作成のため

の重要な事項 

消費税等の会計処理方法 

税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理方法 

同左 
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会計方針の変更 
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) 

――― (固定資産の減損に係る会計基準) 

 当事業年度から「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、33,600千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、

11,197,267千円であります。 

 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) 

 前事業年度までは独立掲記していた前受金（当期末残高

8,325千円）は、金額が僅少となったため、流動負債の「その

他」に含めて表示することに変更しました。 

(貸借対照表) 

前事業年度に流動負債の「その他」に含めて表示しており

ました前受金（前事業年度8,325千円）は、重要性が増したた

め、当事業年度より独立掲記することに変更しました。 
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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) 

(役員退職慰労金の規程の改定) 

 平成17年6月22日開催の取締役会において、役員退職慰労金

規程を改定しております。この改定に伴い、当事業年度分

12,482千円は販売費及び一般管理費に計上し、前事業年度末に

おける旧規程と新規程の差額49,521千円は特別損失に計上し

ております。 

                    ――――― 

(外形標準課税) 

 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、

当事業年度より法人事業税の付加価値割及び資本割19,652千

円を販売費及び一般管理費として処理しております。 

           ――――― 

 

 

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 関係会社に対する主な資産は区分掲記されたものを除

き次のとおりであります。 

 (資産)     売掛金  482,478千円
 

※１ 関係会社に対する主な資産は区分掲記されたものを除

き次のとおりであります。 

 (資産)     売掛金  644,938千円

             未収入金     157,649千円

  

※２ 授権株式数 普通株式 15,000千株

ただし、定款の定めにより株式の消却が行なわれた場
合には、会社が発行する株式について、これに相当す
る株式数を減ずることとなっております。 

   発行済株式総数 普通株式   7,563千株
 

 ―――― 

 

  
 

  

※３ 自己株式の保有数 

   普通株式 6,029株
 

  ―――― 
 

※４ 配当制限 

   有価証券の時価評価により純資産額が7,539千円増加し

ております。 

なお、当該金額は商法施行規則第124条第３号の規定に

より、配当に充当することが制限されております。 

               ―――― 
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（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 売上高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。 

商品売上高 1,455,805千円
 

※１ 売上高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。 

商品売上高 1,805,387千円
 

※２ 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 

販売費及び一般管理費 12,522千円

工具器具及び備品 40,289千円

営業外費用 2,463千円

未収入金 8,620千円

計 63,896千円
 

※２ 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 

販売費及び一般管理費 16,285千円

工具器具及び備品 54,451千円

営業外費用 4,813千円

未収入金 1,363千円

計 76,914千円
 

※３ 一般管理費に含まれている研究開発費は、451,079千円

であります。 

※３ 一般管理費に含まれている研究開発費は、595,735千円

であります。 

※４ 販売費及び一般管理費 

   販売費に属する費用のおおよその割合は40％であり、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は60％であり

ます。 

   主要な費目および金額は次のとおりであります。 

役員報酬 81,420千円

給料 426,105千円

賞与 179,715千円

役員退職慰労引当金繰入額 12,482千円

退職給付費用 49,479千円

減価償却費 94,375千円

研究開発費 451,079千円

製品保証引当金繰入額 88,005千円
 

※４ 販売費及び一般管理費 

   販売費に属する費用のおおよその割合は36％であり、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は64％であり

ます。 

   主要な費目および金額は次のとおりであります。 

役員報酬 96,150千円

給料 582,645千円

賞与 243,954千円

役員賞与引当金繰入額 33,600千円

役員退職慰労引当金繰入額 30,484千円

退職給付費用 51,656千円

減価償却費 92,846千円

研究開発費 595,735千円

製品保証引当金繰入額 110,845千円
 

※５ 関係会社との主な営業外取引額は次のとおりでありま

す。 

受取利息 5,938千円

受取賃貸料 6,144千円

業務受託料 34,260千円

受取配当金 184,548千円
 

※５ 関係会社との主な営業外取引額は次のとおりでありま

す。 

受取利息 9,457千円

受取配当金 220,603千円
 

※６                 ――― ※６ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 

工具器具及び備品 564千円
 

※７ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

工具器具及び備品 7,584千円

建物 7,269千円
 

※７ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

工具器具及び備品 588千円

機械装置 448千円
 

 

（株主資本等変動計算書関係） 

当事業年度（自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日） 

 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） 6,029  2,040  －  8,069 

（変動事由の概要） 

 増加数の内訳は、次の通りであります。 

  単元未満株式の買取による増加     2,040株 
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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) 

当事業年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30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 

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額およ

び期末残高相当額 

 

 
取
相
(千

減
累
相
(千

期
相
(千

得価額 
当額 
円) 

価償却 
計額 
当額 
円) 

末残高
当額 
円) 

車 64 30 33両運搬具 ,595 ,857 ,738

工

及
32 23 9,

具器具 

び備品 
,971 ,123 848

合 97 53 43計 ,566 ,980 ,586

 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引 

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額およ

び期末残高相当額 

 

 
取
相
(

減
累
相
(

期
相
(

得価額 
当額 
千円) 

価償却 
計額 
当額 
千円) 

末残高 
当額 
千円) 

車 9 4 4両運搬具 0,585 0,745 9,839

工
及

1 5 1
具器具 
び備品 

6,862 ,470 1,391

合 1 4 6計 07,447 6,215 1,231

 
 (注) 取得価額相当額は、有形固定資産の期末残高等に占め

る未経過リース料期末残高の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。 

 (注) 取得価額相当額は、有形固定資産の期末残高等に占め

る未経過リース料期末残高の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 19,255千円

１年超 24,331千円

合計 43,586千円
 

２ 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 19,877千円

１年超 41,353千円

合計 61,231千円
 

 (注) 未経過リース料期末残高相当額は、有形固定資産の期

末残高等に占める未経過リース料期末残高の割合が

低いため、支払利子込み法により算定しております。

 (注) 未経過リース料期末残高相当額は、有形固定資産の期

末残高等に占める未経過リース料期末残高の割合が

低いため、支払利子込み法により算定しております。

３ 支払リース料及び減価償却費相当額 

(1) 支払リース料 21,441千円

(2) 減価償却費相当額 21,441千円
 

３ 支払リース料及び減価償却費相当額 

(1) 支払リース料 22,013千円

(2) 減価償却費相当額 22,013千円
 

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 

 

 

 

（有価証券関係） 

前事業年度(自平成16年７月１日 至平成17年６月30日)及び当事業年度(自平成17年７月１日 至平成18年

６月30日)における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 
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（税効果会計関係） 
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 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) 

  未払賞与 90,496千円

  製品保証引当金 35,580千円

  役員退職慰労引当金 60,257千円

  退職給付引当金 580千円

  棚卸資産 41,079千円

  研究開発用ソフトウェア 17,146千円

  その他 46,073千円

  繰延税金資産合計 291,213千円
  

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) 

   未払賞与 127,149千円

    製品保証引当金 49,022千円

    役員退職慰労引当金 17,814千円

   退職給付引当金 12,469千円

   棚卸資産 34,731千円

   未払事業税 36,524千円

   その他 48,158千円

  繰延税金資産合計 325,870千円

（繰延税金負債） 

    その他有価証券評価差額金 △23,950千円

  繰延税金負債合計 △23,950千円

  繰延税金資産の純額 301,920千円
  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との差異の内訳 

法定実効税率  40.4% 

（調整）  

住民税均等割等   0.8% 

研究開発費の総額に係る  

特別税額控除  △4.8% 

ＩＴ投資減税  △1.3% 

外国税額控除  △3.7% 

その他   0.6% 

税効果会計適用後の  

法人税等の負担率   32.0% 
 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との差異の内訳 

法定実効税率   40.4% 

（調整）  

住民税均等割等    1.0% 

研究開発費の総額に係る  

特別税額控除 △ 5.0% 

ＩＴ投資減税 △ 0.3% 

外国税額控除 △ 2.6% 

役員賞与    1.0% 

交際費    0.9% 

その他     1.7% 

税効果会計適用後の  

法人税等の負担率   37.1% 
 

 

（発行済株式数の増加内訳） 

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 平成17年２月18日付株式分割による新株の発行 
 (1) 分割比率              1：1.2 
 (2) 発行株式数          1,260,026株

――― 

２ 新株予約権の権利行使による新株の発行 
 (1) 発行株式数            3,600株 
 (2) 発行価格     １株につき3,000株が794円

１株につき  600株が598円 
 (3) 資本組入額    １株につき3,000株が397円

１株につき 600株が299円 
 (4) 資本組入額の総額        1,370千円 

――― 
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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 1,259円42銭 1,402円43銭

１株当たり当期純利益 97円07銭 115円85銭

95円30銭 113円84銭潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 当社は、平成17年2月18日付で株式1株に

つき1.2株の株式分割を行っております。

当該株式分割が前期首に行われたと仮定

した場合における前事業年度の1株当た

り情報の各数値はそれぞれ以下のとおり

です。 

１株当たり純資産    1,180円32銭 

１株当たり当期純利益       60円76銭 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益       59円45銭 

 

 

 

 

 

 （注）算定上の基礎 

 １．１株当たり純資産額 

項 目 
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 

純資産の部の合計額 

（千円） 
－ 11,197,267

普通株式に係る純資産額（千円） － 11,197,267

純資産の部の合計と１株当たり純資産

額の算定に用いられた普通株式に係る

事業年度末の純資産額との差額（千円） 

－ －

普通株式の発行済株式数（株） － 7,992,257

普通株式の自己株式数（株） － 8,069

１株当たり純資産額の算定に用いられ

た普通株式の株（株） 
－ 7,984,188
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 ２．１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 

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株当たり当期純利益 

当期純利益（千円） 754,141 886,594

普通株主に帰属しない金額（千円） 

（利益処分による役員賞与金） 
26,715 －

普通株式に係る当期純利益（千円） 727,426 886,594

普通株式の期中平均株式数（株） 7,493,540 7,652,878

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） － －

 普通株式増加数（株） 139,618 134,859

内、新株引受権（株） 

新株予約権（株） 

30,490

109,128

13,644

121,215

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の算定に含

まれなかった潜在株式の概要 

平成12年12月21日の定時株主総会決議 

ストックオプション（新株引受権） 

普通株式        73,300株 

平成12年12月21日の定時株主総会決議 

ストックオプション（新株引受権） 

普通株式        73,300株 

 



 

50 

（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) 

―――  当社は平成18年5月11日開催の取締役会において株
式分割による新株式の発行を行う旨の決議をしており
ます。 
 当該株式分割の内容は、下記のとおりであります。 
１ 分割方法 
   平成18年６月30日最終の株主名簿及び実質株主
名簿に記載又は記録された株主の所有株式数を、
１株につき1.5株の割合をもって分割いたします。
ただし、分割の結果生じる１株未満の端数株式は、
これを一括売却または買受けし、その代金を端数
の生じた株主に対し、その端数に応じて分配いた
します。 
 

２ 分割により増加する株式数 
   普通株式 3,996,128株 
 
３ 配当起算日 
  平成18年７月１日 
 
  当該株式分割が前期首に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 当事業年度 

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 

839円61銭 934円95銭 

１株当たり当期純利益 １株当たり当期純利益 

64円71銭 77円23銭 

潜在株式調整後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 

63円53銭 75円89銭 
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役員の異動 

 

   平成１８年７月１９日に公表のとおり変更はありません。 

 

  （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新任取締役候補（平成１８年９月２７日付予定） 

新役職名 氏 名 旧役職名 

取締役執行役員常務生産本部長 折笠
おりかさ

 親一
しんいち

執行役員生産本部長 

取締役執行役員常務管理本部長 古越
ふるこし

 周
いたる

執行役員管理本部長 

取締役執行役員 甲山
こうやま

 喜代志
き よ し

執行役員 

 

    ②退任予定取締役 （平成１８年９月２７日付予定） 

新役職名 氏 名 旧役職名 

相談役 宮内
みやうち

 隆輔
たかすけ

取締役会長 

常任顧問 藤澤
ふじさわ

 正明
まさあき

取締役 

 

 

  （３） 新任執行役員候補（平成１８年９月２７日付） 

新役職名 氏 名 旧役職名 

執行役員サービス本部長 新妻
にいつま

 正行
まさゆき

サービス本部長 

執行役員東日本営業本部長 齊藤
さいとう

 実
みのる

東日本営業本部長 

執行役員西日本営業本部長 内田
うちだ

 高弘
たかひろ

西日本営業本部長 

執行役員技術開発本部長 中山
なかやま

 伸一
しんいち

技術開発本部長 

 

 


