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（ＵＲＬ  http://www.inaba-ss.co.jp） 
代  表  者 役職名 代表取締役社長   氏名 稲葉 明 
問合せ先責任者 役職名 経理部長      氏名 多田 一志  ＴＥＬ (03)3759－5181 
決算取締役会開催日 平成 18 年 9月 19 日     配当支払開始予定日 平成 18 年 10 月 18 日  
定時株主総会開催日 平成 18 年 10 月 17 日     単元株制度採用の有無  有(１単元 100 株) 
 
１． 18 年 7 月期の業績(平成 17 年 8 月 1日～平成 18 年 7月 31 日) 
(1)経営成績            （百万円未満切捨） 

 売 上 高     営業利益 経常利益 

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％
18 年 7 月期 
17 年 7 月期 

30,797    2.7
29,979    7.4

2,363 △18.9
2,912 △15.3

2,609 △15.4
3,085 △14.4

 
 

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

 百万円   ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18 年 7 月期 
17 年 7 月期 

1,466 △18.3 
1,794  272.4 

81.81
97.64

-
-

4.4
5.5

5.5 
6.8 

8.5
10.3

(注) ①期中平均株式数 18 年 7 月期 17,922,224 株  17 年 7 月期 17,922,278 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

 百万円 百万円 ％ 円  銭

18 年 7 月期 
17 年 7 月期 

48,000
46,576

34,209
33,164

71.3 
71.2 

1,908.79
1,848.01

(注)  ①期末発行済株式数   18 年 7 月期  17,922,224 株 17 年 7 月期  17,922,224 株 
   ②期末自己株式数    18 年 7 月期      205 株 17 年 7 月期      205 株 

 
２．19 年 7月期の業績予想(平成 18 年 8月 1日～平成 19 年 7月 31 日) 
 売 上 高     経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

中 間 期 
通   期 

15,140 
32,390 

1,090
2,650

620
1,530

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期) 85円 37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） 配当金総額 配当性向 純資産 

 中間期末 期末 年間 （百万円） （％） 配当率(％) 
17 年 7 月期 16.00 16.00 32.00 573 32.8 1.7
18 年 7 月期 16.00 16.00 32.00 573 39.1 1.7
19 年 7 月期（予想） 16.00 16.00 32.00    
 
 
 
 
 

※ 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及び将来の業績に影響を与える不確実

な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によ

って大きく異なる結果となる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあ

たっての注意事項等につきましては、添付資料の６ページから７ページを参照して下さい。 
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〔５〕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７月31日現在） 
当事業年度 

（平成18年７月31日現在） 

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  13,376,136  13,577,359

２．受取手形 ※1,4 5,657,199  5,907,990

３．売掛金 ※１ 3,872,955  3,786,226

４．有価証券  14,941  14,951

５．製品  1,803,396  1,853,508

６．材料  619,455  497,017

７．仕掛品  285,665  319,756

８．貯蔵品  20,819  32,946

９．前渡金  6,255  －

10．前払費用  7,713  7,180

11．繰延税金資産  212,576  292,185

12．その他  345,881  375,158

13．貸倒引当金  △36,533  △12,793

流動資産合計  26,186,464 56.2  26,651,487 55.5

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産   

(1)建物  9,621,450 9,893,440 

減価償却累計額  6,075,469 3,545,980 6,140,590 3,752,850

(2)構築物  1,705,901 1,748,103 

減価償却累計額  1,101,530 604,371 1,166,558 581,544

(3)機械及び装置  8,422,417 8,363,977 

減価償却累計額  7,040,992 1,381,424 7,058,056 1,305,920

(4)車両運搬具  251,058 259,989 

減価償却累計額  200,986 50,071 198,601 61,388

(5)工具器具及び備品  2,269,307 2,341,209 

減価償却累計額  1,979,594 289,712 2,032,224 308,985

(6)土地  11,951,800  11,976,300

(7)建設仮勘定  27,300  462,594

有形固定資産合計  17,850,662 38.3  18,449,584 38.4

２．無形固定資産   

(1)ソフトウェア  13,127  29,343

(2)その他  45,225  45,182

無形固定資産合計  58,352 0.1  74,525 0.2



  
前事業年度 

（平成17年７月31日現在） 
当事業年度 

（平成18年７月31日現在） 

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  962,415  1,493,105

(２)関係会社株式  20,000  20,000

(３)出資金  1,448  1,448

(４)従業員に対する長期
貸付金 

 1,020  340

(５)破産・更生債権等  5,742  230

(６)長期前払費用  6,676  3,268

(７)繰延税金資産  833,021  735,376

(８)保険積立金  566,325  480,175

(９)その他  90,370  91,529

(10)貸倒引当金  △5,746  △230

投資その他の資産合計  2,481,273 5.4  2,825,243 5.9

固定資産合計  20,390,289 43.8  21,349,353 44.5

資産合計  46,576,753 100.0  48,000,841 100.0

   

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１．支払手形 ※４ 5,991,272  6,252,489

２．買掛金  1,142,691  1,105,654

３．未払金  1,010,130  905,241

４．未払費用  388,315  484,170

５．未払法人税等  795,731  915,669

６．未払消費税等  127,668  48,704

７．前受金  397  －

８．預り金  270,566  244,102

９．賞与引当金  358,965  314,636

10．役員賞与引当金  －  40,670

11．その他  53,398  257,319

流動負債合計  10,139,138 21.8  10,568,659 22.0

Ⅱ 固定負債   

１．退職給付引当金  2,197,369  2,316,019

２．役員退職慰労引当金  448,030  281,499

３．受入営業保証金  627,568  624,949

固定負債合計  3,272,967 7.0  3,222,467 6.7

負債合計  13,412,106 28.8  13,791,127 28.7
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前事業年度 

（平成17年７月31日現在） 
当事業年度 

（平成18年７月31日現在） 

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 1,132,048 2.4  － －

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金  763,500 －  

資本剰余金合計  763,500 1.7  － －

Ⅲ 利益剰余金    

１ 利益準備金  283,012 －  

２ 任意積立金    

(1)特別償却準備金  1,824 －  

(2)固定資産圧縮積立金  141,468 －  

(3)別途積立金  28,617,500 －  

３ 当期未処分利益  2,038,490 －  

利益剰余金合計  31,082,295 66.7  － －

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

 187,151 0.4  － －

Ⅴ 自己株式 ※３ △349 △0.0  － －

資本合計  33,164,646 71.2  － －

負債・資本合計  46,576,753 100.0  － －

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金  － －  1,132,048 2.4

２．資本剰余金    

(1)資本準備金  － 763,500  

資本剰余金合計  － －  763,500 1.6

３．利益剰余金    

(1)利益準備金  － 283,012  

(2)その他利益剰余金    

特別償却準備金  － 261  

固定資産圧縮積立金  － 118,799  

別途積立金  － 29,707,500  

繰越利益剰余金  － 1,821,209  

利益剰余金合計  － －  31,930,782 66.5

４．自己株式  － － △349 △0.0

株主資本合計  － －
 
33,825,981 70.5

Ⅱ 評価・換算差額等    

１．その他有価証券評価差
額金 

 － －  383,732 

評価・換算差額等合計  － －  383,732 0.8

純資産合計  － －  34,209,714 71.3

負債純資産合計  － －  48,000,841 100.0
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②【損益計算書】 

  
前事業年度 

（自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31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  29,979,034 100.0  30,797,863 100.0

Ⅱ 売上原価   

１．製品期首たな卸高  1,730,118 1,803,396 

２．当期製品製造原価  20,469,990 21,794,059 

３．当期製品仕入高  1,748,723 1,826,127 

合計  23,948,832 25,423,583 

４．他勘定振替高 ※１ 43,315 36,690 

５．製品期末たな卸高  1,803,396 22,102,120 73.7 1,853,508 23,533,384 76.4

売上総利益  7,876,914 26.3  7,264,478 23.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※2,3 4,963,944 16.6  4,900,802 15.9

営業利益  2,912,970 9.7  2,363,675 7.7

Ⅳ 営業外収益   

１．受取利息  367 75 

２．受取配当金  6,943 17,583 

３．保険積立金返戻金受入
額 

 24,273 － 

４．作業屑等売却収入  105,038 118,987 

５．業務受託収入  － 27,839 

６．雑収入  42,941 179,564 0.6 90,230 254,716 0.8

Ⅴ 営業外費用   

１．道路改良工事分担金償
却 

 3,408 3,408 

２．受入営業保証金利息  1,723 3,094 

３．為替差損  1,591 － 

４．雑損失  45 6,769 0.0 2,011 8,514 0.0

経常利益  3,085,764 10.3  2,609,877 8.5
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前事業年度 

（自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅵ 特別利益   

１．簡易保険満期償還益  112,467 112,467 0.4 111,841 111,841 0.3

Ⅶ 特別損失   

１．固定資産除却損 ※４ 73,024 190,563 

２．その他  9,915 82,939 0.3 1,789 192,352 0.6

税引前当期純利益  3,115,293 10.4  2,529,367 8.2

法人税、住民税及び事
業税 

 1,380,600 1,179,000 

法人税等調整額  △59,322 1,321,277 4.4 △115,770 1,063,230 3.4

当期純利益  1,794,016 6.0  1,466,137 4.8

前期繰越利益  531,230  －

中間配当額  286,756  －

当期未処分利益  2,038,490  －
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製造原価明細書 

  
前事業年度 

（自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31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  11,101,784 53.8 12,124,974 55.1

Ⅱ 労務費  6,779,277 32.9 6,906,989 31.4

Ⅲ 経費 ※１ 2,745,195 13.3 2,966,956 13.5

当期総製造費用  20,626,258 100.0 21,998,920 100.0

期首仕掛品たな卸高  268,635 285,665 

計  20,894,893 22,284,585 

他勘定振替高 ※２ 139,237 170,769 

期末仕掛品たな卸高  285,665 319,756 

当期製品製造原価  20,469,990 21,794,059 

   

 （注）  

前事業年度 
（自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日） 

原価計算の方法 原価計算の方法 

 組別工程別総合原価計算によっております。  組別工程別総合原価計算によっております。 

※１ 経費には下記のものを含んでおります。 ※１ 経費には下記のものを含んでおります。 
 

外注加工費 704,529千円

減価償却費 620,747千円
  

 
外注加工費 855,717千円

減価償却費 608,116千円
  

※２ 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 ※２ 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 
 

固定資産（建設仮勘定） 119,796千円

販売費及び一般管理費 

（販売促進費） 5,480千円

（雑費） 13,960千円
  

 
固定資産（建設仮勘定） 159,843千円

販売費及び一般管理費 

（販売促進費） 

（雑費） 

9,022千円

1,903千円
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③【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10月14日)

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益   2,038,490 

Ⅱ 任意積立金取崩額    

１．特別償却準備金取崩額  764  

２．固定資産圧縮積立金取
崩額 

 11,627 12,392 

合計   2,050,883 

Ⅲ 利益処分額    

１．配当金  286,758  

２．役員賞与金 
（うち監査役賞与金） 

 
44,140 
（4,040）

 

３．任意積立金    

別途積立金  1,090,000 1,420,895 

Ⅳ 次期繰越利益   629,987 

    

 

 株主資本等変動計算書 

当事業年度（自平成17年８月１日 至平成18年７月31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 

利益  
準備金 特別償却

準備金

固定資産

圧縮積立金
別途積立金

繰越利益   

剰余金 

自己株式 
株主資本
合計 

平成17年 ７月31日

残高 （千円） 
1,132,048 763,500 283,012 1,824 141,468 28,617,500 2,038,490 △349 32,977,495

事業年度中の変動額  

特別償却準備金の 

取崩し（前事業年度

分） 

△764 764 －

特別償却準備金の 

取崩し 
△798 798 －

固定資産圧縮積立金

の取崩し（前事業年

度分） 

△11,627 11,627 －

固定資産圧縮積立金

の取崩し 
△11,041 11,041 －

別途積立金の積立て 1,090,000 △1,090,000 －

剰余金の配当 △286,755 △286,755

剰余金の配当（中間

配当） 
△286,755 △286,755

利 益 処 分 に よ る 

役員賞与 
△44,140 △44,140

当期純利益 1,466,137 1,466,137

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 
－ － － △1,563 △22,668 1,090,000 △217,280 － 848,486

平成18年７月31日 

残高 （千円） 
1,132,048 763,500 283,012 261 118,799 29,707,500 1,821,209 △349 33,825,981
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評価・換
算差額等
その他有
価証券評
価差額金

純資産 
合計 

 

平成17年 ７月31日

残高 （千円） 
187,151 33,164,646 

事業年度中の変動額  

特別償却準備金の 

取崩し（前事業年度

分） 

－ 

特別償却準備金の 

取崩し 
－ 

固定資産圧縮積立金

の取崩し（前事業年

度分） 

－ 

固定資産圧縮積立金

の取崩し 
－ 

別途積立金の積立て － 

剰余金の配当 △286,755 

剰余金の配当（中間

配当） 
△286,755 

利益処分による役員

賞与 
△44,140 

当期純利益 1,466,137 

株主資本以外の項目

の事業年度中の変動

額（純額） 

196,580 196,580 

事業年度中の変動額

合計 
196,580 1,045,067 

平成18年７月31日 

残高（千円） 
383,732 34,209,714 
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重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日） 

子会社株式 子会社株式 １．有価証券の評価基準及び

評価方法 移動平均法による原価法 同左 

 その他有価証券 その他有価証券 

 時価のあるもの 時価のあるもの 

  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） 

  期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） 

 時価のないもの 時価のないもの 

 移動平均法による原価法 同左 

製品及び仕掛品 製品及び仕掛品 ２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法  総平均法による原価法 同左 

 材料 材料 

  総平均法による原価法 

 但し、一部のものについては最終仕入

原価法 

同左 

 貯蔵品 貯蔵品 

  最終仕入原価法 同左 

有形固定資産 有形固定資産 ３．固定資産の減価償却の方

法  定率法 

 但し、平成10年４月１日以降取得の建

物（その附属設備は除く）は定額法 

同左 

 無形固定資産 無形固定資産 

  定額法 

 但し、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における見込利用可能期間

（５年）に基づく定額法 

同左 

４．引当金の計上基準 貸倒引当金 貸倒引当金 

  売上債権、貸付金等の貸倒損失に備え

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。 

同左 

 賞与引当金 賞与引当金 

  従業員に対する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。 

―――――― 

同左 

 

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。 

（会計方針の変更） 

 役員賞与については、従来は利益処分

により未処分利益の減少として会計処理

しておりましたが、当事業年度から「役

員賞与に関する会計基準」（企業会計基

準第４号 平成17年11月29日）を適用

し、発生時に費用処理することとしてお

ります。 

 この結果、従来の方法に比べ、販売費

及び一般管理費が40,670千円増加し、営

業利益、経常利益、税引前当期純利益が

40,670千円減少しております。 

－  － 
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項目 

前事業年度 

（自 平成16年８月１日 

至 平成17年７月31日） 

当事業年度 

（自 平成17年８月１日 

至 平成18年７月31日） 

 退職給付引当金 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。 

 なお、数理計算上の差異は、各事業年

度の発生時における従業員の平均残存勤

務期間内の一定の年数（５年）による定

額法により按分した額をそれぞれ発生の

翌事業年度から費用処理することとして

おります。 

同左 

 役員退職慰労引当金 役員退職慰労引当金 

  役員の退任に伴う退職慰労金の支給に

備えるため、当社内規に基づく必要額を

計上しております。 

同左 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 ５．その他財務諸表作成のた

めの重要な事項  税抜方式によっております。 同左 

 

会計方針の変更 

前事業年度 

（自 平成16年８月１日 

至 平成17年７月31日） 

当事業年度 

（自 平成17年８月１日 

至 平成18年７月31日） 

―――――― 

 

 

 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

 当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年12月

９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号 

平成17年12月９日）を適用しております。 

従来の資本の部の合計に相当する金額は、34,209,714

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８月１日 

至 平成17年７月31日） 

当事業年度 

（自 平成17年８月１日 

至 平成18年７月31日） 

（損益計算書関係） （損益計算書関係） 

１．前期に区分掲記しておりました「保険積立金返戻金

受入額」（当期20,723千円）は、営業外収益の総額の

100分の10以下となったため、当期より営業外収益の

「雑収入」に含めて表示しております。 

１．前期に営業外費用の「雑損失」に含めて表示してお

りました「受入営業保証金利息」（前期1,699千円）

及び「為替差損」（前期2,506千円）は、各々営業外

費用の総額の100分の10を超えたため、当期より区分

掲記しております。 

２．前期に営業外収益の「雑収入」に含めて表示してお

りました「業務受託収入」（前期7,020千円）は、営

業外収益の総額の100分の10を超えたため当期より区

分掲記しております。 

２．前期に特別損失の「その他」に含めて表示しており

ました「固定資産除却損」（前期29,274千円）は特別

損失の総額の100分の10を超えたため、当期より区分

掲記しております。 

 ３．前期において区分掲記しておりました「為替差損」

（当期444千円）は、営業外費用の総額の100分の10以

下となったため、当期より営業外費用の「雑損失」に

含めて表示しております。 

 

－  － 
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成17年７月31日現在） 

当事業年度 
（平成18年７月31日現在） 

※１ 関係会社に係る注記 ※１ 関係会社に係る注記 

 区分掲記されたもの以外で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。 

 区分掲記されたもの以外で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。 
 

受取手形 828,718千円

売掛金 318,790千円
  

 
受取手形 1,114,898千円

売掛金 294,342千円
  

※２ 会社が発行する株式及び発行済株式の総数 ※２        ―――――― 

会社が発行する株式の総数  
 

普通株式 40,000,000株 
  

 

発行済株式の総数  
 

普通株式 17,922,429株 
  

 

  但し、自己株式の消却が行われた場合には、これ

に相当する株式数を減ずる旨、定款で定めておりま

す。 

※３ 自己株式 ※３        ―――――― 

当社が保有する自己株式の数  
 

普通株式 205株 
  

 

※４ 期末日満期日手形の会計処理 ※４        ―――――― 

 手形交換日をもって決済処理しております。な

お、当期末日が金融機関の休日であったため、次の

期末日満期手形が期末残高に含まれております。 

 

 
受取手形 460,041千円

支払手形 217千円
  

 

 ５ 配当制限  ５        ―――――― 

 商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時

価を付したことにより増加した純資産額は187,151

千円であります。 

 

 

－  － 
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（損益計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日） 

※１ 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 ※１ 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 
 

販売費及び一般管理費 

（広告宣伝費） 8,148千円

（販売促進費） 8,743千円

（その他） 26,423千円

計 43,315千円
  

 
販売費及び一般管理費 

（広告宣伝費） 7,333千円

（販売促進費） 11,569千円

（その他） 17,787千円

計 36,690千円
  

※２ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

※２ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 
 

広告宣伝費 564,144千円

販売促進費 942,015千円

荷造運送費 1,121,694千円

従業員給与手当 1,085,678千円

貸倒引当金繰入額 8,613千円

賞与引当金繰入額 70,003千円

退職給付引当金繰入額 50,138千円

役員退職慰労引当金繰入額 19,136千円

減価償却費 153,605千円
  

 
広告宣伝費 577,431千円

販売促進費 930,677千円

荷造運送費 1,083,360千円

従業員給与手当 1,070,415千円

賞与引当金繰入額 

役員賞与引当金繰入額 

61,454千円

40,670千円

退職給付引当金繰入額 56,500千円

役員退職慰労引当金繰入額 26,843千円

減価償却費 134,043千円
  

 販売費に属する費用と一般管理費に属する費用の

割合は、概ね次のとおりであります。 

 販売費に属する費用と一般管理費に属する費用の

割合は、概ね次のとおりであります。 
 

販売費に属する費用 約83.2％ 

一般管理費に属する費用 約16.8％ 
  

 
販売費に属する費用 約81.7％ 

一般管理費に属する費用 約18.3％ 
   

※３ 研究開発費の総額 184,626千円
  

 
※３ 研究開発費の総額 191,688千円
  

 上記金額はすべて一般管理費に計上されておりま

す。 

 上記金額はすべて一般管理費に計上されておりま

す。 

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

建物 28,032千円

機械及び装置 23,975千円

車両運搬具 437千円

工具器具及び備品 7,578千円

解体工事費 13,000千円

計 73,024千円
  

 
建物 29,639千円

機械及び装置 21,034千円

車両運搬具 425千円

工具器具及び備品 11,736千円

解体工事費 127,725千円

計 190,563千円
  

 

（株主資本等変動計算書関係） 

当事業年度（自 平成17年８月１日 至 平成18年７月31日） 

   自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前期末株式数 
（株） 

当期増加株式数 
（株） 

当期減少株式数 
（株） 

当期末株式数 
（株） 

自己株式     

普通株式 205 － － 205 

合計 205 － － 205 

 

－  － 
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（有価証券関係） 

 前事業年度（平成17年７月31日現在）及び当事業年度（平成18年７月31日現在）における子会社株式で時価

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７月31日） 

当事業年度 
（平成18年７月31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

内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳 
 
繰延税金資産 

 賞与引当金 145,380千円

 未払事業税等 62,513千円

 退職給付引当金 840,830千円

 役員退職慰労引当金 181,452千円

 土地減損額 644,191千円

 その他 32,683千円

 繰延税金資産小計 1,907,052千円

 評価性引当額 △645,163千円

繰延税金資産合計 1,261,889千円

繰延税金負債 

 固定資産圧縮積立金 △88,191千円

 その他有価証券評価差額金 △127,388千円

 その他 △709千円

 繰延税金負債合計 △216,290千円

 繰延税金資産の純額 1,045,598千円
  

   
繰延税金資産 

賞与引当金 127,427千円

未払事業税等 72,590千円

退職給付引当金 937,987千円

役員退職慰労引当金 

固定資産除却損 

114,007千円

69,868千円

土地減損額 644,191千円

その他 48,889千円

繰延税金資産小計 2,014,962千円

評価性引当額 △645,163千円

繰延税金資産合計 1,369,799千円 

繰延税金負債 

固定資産圧縮積立金 △80,863千円

その他有価証券評価差額金 △261,195千円

その他 △177千円

繰延税金負債合計 △342,237千円

繰延税金資産の純額 1,027,562千円
 

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 

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100分の5以下であ

るため注記を省略しております。 

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100分の5以下であ

るため注記を省略しております。 

 

－  － 
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（１株当たり情報） 

前事業年度 
（自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日） 

 
１株当たり純資産額 1,848円01銭

１株当たり当期純利益 97円64銭
  

 
１株当たり純資産額 1,908円79銭

１株当たり当期純利益 81円81銭
  

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

 （注） １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 前事業年度 当事業年度 

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 1,794,016 1,466,137 

普通株主に帰属しない金額（千円） 44,140 － 

（うち利益処分による役員賞与金（千円）） (44,140) (  －)

普通株式に係る当期純利益（千円） 1,749,876 1,466,137 

普通株式の期中平均株式数（株） 17,922,278 17,922,224 

 

（重要な後発事象） 

前事業年度 
（自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日） 

 該当事項はありません。 同左 

 

－  － 
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