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１．平成18年8月期の連結業績（平成17年9月1日～平成18年8月31日）

(1）連結経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年8月期 7,622 (　13.8) 3,010 (　22.8) 3,053 (　20.0)

17年8月期 6,694 (　18.8) 2,451 (　25.5) 2,545 (　28.5)

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8月期 1,847 (18.3) 321 51 313 54 17.7 24.5 40.1

17年8月期 1,562 (19.0) 274 33 268 41 17.8 23.6 38.0

（注）①持分法投資損益 18年8月期 ―百万円 17年8月期 ―百万円

　　　②期中平均株式数（連結） 18年8月期       5,746,327株 17年8月期 5,694,323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、対前期増減率であります。

(2）連結財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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8月期 13,434 11,392 84.8 1,968 73

17年8月期 11,466 9,535 83.2 1,669 93

（注）期末発行済株式数（連結） 18年8月期       5,786,800株 17年8月期 5,710,400株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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

百万円 百万円 百万円 百万円

18年8月期 2,192 △444 △36 3,730

17年8月期 1,524 △1,369 △101 2,018

(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 3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．平成19年8月期の連結業績予想（平成18年9月1日～平成19年8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 3,971 1,629 992

通　期 8,285 3,505 2,172

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）377円 98銭

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記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の７ページを参照して下さい。
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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（マニー株式会社）、子会社3社（MANI HANOI CO.,LTD.、MANI 

YANGON LTD.、MANI-MEINFA CO.,LTD.）により構成されており、手術用のアイド縫合針・針付縫合糸・縫合器・眼科ナ

イフ・針付縫合糸の材料であるアイレス縫合針・歯科用の根管治療機器・回転切削具の製造及び販売を主たる業務とし

ており、単一の事業を営んでおります。

　当社グループの事業の内容及び取引の概要は、事業系統図によって示すと次のとおりであります。

 

外  

部  

顧  

客 

マニー株式会社
( 医 療 機 器 の 開
発・製造・販売） 

MANI HANOI CO., LTD. 
(医療機器の加工；ベトナム) 

〔100％〕 

MANI YANGON LTD. 
(医療機器の加工；ミャンマー) 

〔100％〕 

MANI-MEINFA CO., LTD. 
(医療機器の加工；ベトナム) 

〔100％〕 

技術指導 

半製品 

取引関係 

技術指導 

技術指導 

半製品 

半製品 

（注）１．（　）書きは各社の主な事業内容と国名を、〔　〕書きは当社グループの持分割合を示して

　　　　　おります。

２．外部顧客とは、主にディストリビューター及び糸メーカーを表しております。

　当社と関係会社との事業関係は次のとおりであります。

名称 住所
資本金

（百万円）
主要な事業内容

議決権の所
有又は被所
有割合

（％）

関係内容

（連結子会社）

MANI HANOI 

CO., LTD. (注3)

VIETNAM

THAI NGUYEN

Province

693

（614万米ドル）
当社の製品の加工 100

サージカル製品、アイレス

縫合針、デンタル製品の加

工。

役員の兼任（2名）あり。

（連結子会社）

MANI YANGON 　

LTD.

MYANMAR

YANGON

331

（290万米ドル）
当社の製品の加工 100

アイド縫合針、アイレス縫

合針、歯科用根管治療機器

の加工。

役員の兼任（2名）あり。

（連結子会社）

MANI-MEINFA 

CO.,LTD.(注2、

3)

VIETNAM

THAI NGUYEN 

Province

211

（176万米ドル）
当社の製品の加工

100

(100) 

アイド縫合針、針付縫合糸、

アイレス縫合針、歯科用根

管治療機器の加工。

役員の兼任（1名）あり。

（注)１. 上記３社は全て特定子会社に該当しております。

　　 ２．議決権所有割合の（　）内は、間接所有割合で内数であります。

　　 ３．MANI HANOI CO.,LTD.はMANI-MEINFA CO.,LTD.の議決権の100％を所有しております。
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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「患者のためになり、医師の役に立つ製品の開発・生産・提供を通して世界の人々の幸福に貢献

する」ことを理念に、専門的医療機器を開発から販売まで一貫して手掛け、広く世界に提供しております。更に「順

法精神と独創技術を持ち将来利益を確保する」を経営基本方針に掲げて、将来利益の最大化に努めております。

２．利益配分に関する基本方針

　将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、配当性向20％を目標に、配当水準を順

次引き上げていくことを基本としております。内部留保資金は顧客満足度向上のための品質研究投資、新製品・新

技術開発のための研究開発投資、その新製品の生産設備投資、コスト競争力を高めるための海外生産拠点投資と国

内合理化投資に継続的に充てております。

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、経営上の重要な事項と認識し、今後の株価動向及び当社株式の流動性等を勘案しながら慎

重に検討を進めてまいります。

４．目標とする経営指標

　企業価値を増大するために、当社の現状から売上伸率及び経常利益伸率を重要と考えております。また効率経営

の指標として、株主資本利益率及び総資本経常利益率につきましても重要視しております。

５．株主と経営者・従業員の利害の一致を図るために

　会社の業績向上が株主の利益になると共に当社役員・従業員の利益にもなるように、業績連動報酬と業績連動要

素を強く加味した賞与を設けているとともに、これまで3回ストックオプション（平成13年12月、平成15年12月、平

成17年12月）を、当社役員・従業員に付与しております。また、会社の業績に応じた適切な市場の評価を得られる

ように情報開示に努めてまいります。

６．「世界一の品質を世界のすみずみへ」の実現のために

　製品毎に且つその製品の特性毎に「世界一の品質」を目指し、「世界のすみずみへ」提供する方針で活動してお

ります。この方針を更に徹底するために、真のニーズを正確に把握し、的確に品質を造り込むことと、世界市場シェ

アを高める拡販策を実行しております。

７．中長期的な会社の経営戦略と会社の対処すべき課題

　高齢化の進展及び医療技術の高度化は医療費の急増をもたらすことから、先進各国では医療費抑制政策が次々と

打ち出されております。これらの医療制度改革に対応すべく、医療機関では低侵襲化治療による入院日数の短縮化、

情報システムの整備等、経営の効率化や経費削減が推し進められ、医療機関のコスト意識はより一層強まっており

ます。また生き残りをかけた高度医療機器導入による負担増が、かえって医療機関のコスト削減を大きく迫ってお

ります。

　医療機器業界におきましては、この影響を今後とも受け続け、国内外とも厳しい状況が続くものと考えられます

が、一方では感染症予防のための使い捨て化促進による需要の増大と、発展途上国（特にアジア）の一部において

は所得向上による需要の拡大も予想されます。

 このような環境におきまして、当社グループは今後も研究開発強化を第一課題と考え、先進国における高度化・低

侵襲化に対応する新製品を投入し、製品の多様化を促進し市場に適応するとともに開発技術を特許等の工業所有権

として確立してまいります。一方、発展途上国における新たな需要に対しては営業力を強化して対応し、グローバ

ル市場でのシェア拡大に努めてまいります。
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　さらに生産面について、海外工場におきましては、前期初に稼働開始したベトナムのMANI HANOI CO., LTD.にお

きまして、前期第4四半期からクリーンルームを設備し、ステイプラー（皮膚縫合器）の生産を開始し、当期増築

（第2期工事）し、同時に敷地面積を拡大し、次期の再度の増築（第3期工事）を計画しております。また、合弁会

社MANI-MEINFA CO., LTD.の独資化が期中に実現し、増築（第3期工事）中です。ミャンマーのMANI YANGON LTD.は、

引き続き効率化を進めております。以上により、海外生産比率を高め、品質の向上と安定化を確実にして、さらな

る原価低減に取り組んでまいります。

　一方、国内工場におきましては、開発業務の強化とより一層の効率化を目指して、次期（48期）以降に清原工場

を増築し、デンタル関連製品業務の内の開発及び営業を含むメイン部分の清原統合を計画しております。 

　また平成17年4月より改正薬事法が施行され、医療機器の安全性に対する企業責任が明確化されるようになりまし

た。当社といたしましては、ISO9001(2000年版)、ISO13485(2003年版)及び改正薬事法に則った品質マネジメントシ

ステムの定着に努めることで、今後も品質・安全性に優れた製品を医療現場に提供してまいります。

　新製品開発におきましては、サージカル関連製品では眼科はじめ諸手術製品の拡充に努め、アイレス針関連製品

ではアイレス針の品質優位性に磨きをかけ、デンタル関連製品では根管治療機器及び回転切削具を基本に装置類も

充実してまいります。

８．コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況

　当該事項につきましては、別途（ジャスダック証券取引所のウェブサイト、http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/　）

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」において記載しておりますので、ご参照ください。

９．親会社等に関する事項

　該当事項はありません。

10．内部管理体制の整備・運用状況

　当該事項につきましては、別途（ジャスダック証券取引所のウェブサイト、http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/

　）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」の「内部統制システムに関する基本的な考え

方及びその整備状況」において記載しておりますので、ご参照ください。

11．その他、会社の経営上の重要な事項

　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

　当連結会計年度におけるわが国経済は、堅調な内需と輸出の増勢傾向を背景に企業収益が改善し、個人消費・有

効求人倍率も好転を見せるなど景気は緩やかな拡大基調で推移いたしました。

　医療機器業界におきましては、診療報酬包括化進展に伴うコスト意識の高まりに加え、世界各国の医療費抑制政

策とグローバルレベルでの価格競争激化による価格下落、改正薬事法施行に伴う医療機器に対する安全対策強化に

よる高コスト化など、市場環境は依然として厳しい状況で推移しております。

　このような環境下、当社グループ（当社及び連結子会社）におきましては、従来顧客への拡販と新規顧客開拓に

努めた結果、サージカル関連製品の売上高はステイプラー及び眼科ナイフが好調に推移し前期比20.2％増加、アイ

レス針関連製品の売上高は前期に引続き堅調に推移し同13.4％増加、デンタル関連製品の売上高は歯科用実体顕微

鏡が伸びて同9.7％増加となりました。

　一方、生産面について、海外工場におきましては、前期に引続き第1の海外生産拠点(ベトナム)MANI-MEINFA CO., 

LTD.(当社100%出資)及び第2の海外生産拠点（ミャンマー）MANI YANGON LTD.(当社100％出資)の生産体制強化・効

率化を推し進めました。またMANI-MEINFA CO., LTD.については、念願であった独資化を実現し、より迅速な経営判

断が可能な体制となりました。さらに第3の海外生産拠点(ベトナム)MANI HANOI CO., LTD.（当社100％出資）にお

いては、第2期工場の増築が完了し、昨年のクリーンルーム設置と合わせ、今後のステイプラー増産と完成品化の土

台作りに努めてまいりました。

　また国内工場におきましては、従来品増産のための機械設備投資に加え、経費節減、新製品開発に力を入れ、サー

ジカル関連製品においては「血管ナイフ（剥離タイプ）」、アイレス針関連製品においては「Ｒ３針シリーズ」、

デンタル関連製品においては「ステンレスバー」を発売いたしました。

　この結果、当連結会計年度の売上高は、7,622百万円（前年同期比13.8％増）、営業利益は3,010百万円（同

22.8％増）、経常利益は3,053百万円（同20.0％増）、当期純利益は1,847百万円（同18.3％増）となりました。

　所在地別セグメントの業績を示すと以下の通りであります。

①日本

　新規顧客獲得と海外への拡販などにより、売上高は7,621百万円（同13.8％増）となりました。また原価低減、

経費節減を推し進めたことで営業利益は2,981百万円（同21.9％増）となりました。 

②アジア

　MANI-MEINFA CO., LTD.（ベトナム）とMANI YANGON LTD.（ミャンマー）及び2004年に稼働開始したMANI HANOI 

CO., LTD.（ベトナム）による売上数量の増加に伴い増収となり、アジア全体の売上高は374百万円（同62.2％増）

となりました。一方利益につきましては、MANI HANOI CO., LTD.第1期工場がほぼ完全稼働になってきたことと、

経費も縮小推移したことなどにより、アジア全体の営業利益は58百万円（前年同期は1百万円の営業損失）となり

ました。
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(2)財政状態

　　当事業年度のキャッシュ・フローの状況

　当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、税金等調整前当期純利益446百万円

（前年同期比17.2％増）増加し有価証券売却による収入が増加した一方、投資有価証券取得による支出が増えたこ

と及び定期預金の預入による支出等により、前連結会計年度末に比べ1,711百万円（同84.8％増）増加し、当連結会

計年度末には3,730百万円となりました。

　当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、2,192百万円（同43.8％増）となりました。これは主に税金等調整前当期純利益

が増加、及び売上債権が減少した一方、前払年金費用の支払が増加したこと等によるものであります。

（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、444百万円（同67.6％減）となりました。これは主に、投資有価証券の取得によ

る支出があった一方、有価証券の売却による収入が増加したことによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は、36百万円（同64.0％減）となりました。これは主に、親会社による配当金の支

払があった一方、株式発行による収入が増加したことによるものであります。 

　連結財政状態を示す指標は次の通りであります。

平成14年
８月期

平成15年
８月期

平成16年
８月期

平成17年
８月期

平成18年
８月期

自己資本比率（％） 78.9 81.6 79.8 83.2 84.8

時価ベースの自己資本比率

（％）
142.4 127.3 185.4 276.9 323.1

債務償還年数（年） 0.12 0.07 － － －

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ
178.8 308.6 2,301.3 1,921.8 13,491.1

※自己資本比率：自己資本／総資産

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

（注）１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

２．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。

３．営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使

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全て

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

額を使用しております。
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(3)次期の見通し

次期の業績の見通しにつきましては、次の通り予想しております。  

また、次期の配当につきましては、業績見通しを勘案し、１株当たり普通配当50円とする予定であります。

 

 　　　　連結業績予想

 
売上高

（百万円）
経常利益
（百万円）

当期純利益
（百万円）

１株当たり当期純
利益（円）

平成19年８月期
（予想）

8,285 3,505 2,172 377.98

平成18年８月期 7,622 3,053 1,847 321.51

増減率（％） 8.7 14.8 17.6 17.6

 　個別業績予想  

 
売上高

（百万円）
経常利益
（百万円）

当期純利益
（百万円）

１株当たり当期純
利益（円）

平成19年８月期
（予想）

8,285 3,466 2,134 371.36

平成18年８月期 7,621 3,021 1,829 318.36

増減率（％） 8.7 14.7 16.7 16.6

(4)事業等のリスク

　平成18年8月期決算短信（連結）に記載した事業の状況、経理の状況等に関するもののうち、投資者の判断に重要な

影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。なお、文中の将来に関する事項は、平成18年8月

期決算短信（連結）提出日（平成18年10月6日）現在において判断したものであります。

①財政状態及び経営成績の異常な変動

　当社グループの輸出比率は、高くなっておりますが、大部分の取引は円建て取引のため、為替変動の影響は、ほと

んど受けておりません。このため特に為替予約等によるリスクヘッジを行ってはおりませんが、当社グループが為替

リスクを負っている一部の外貨建て取引における影響のほか、円建て取引においても価格引き下げ要求等、間接的な

影響を受ける可能性があります。また、海外子会社への生産移管、海外からの原材料調達等の構造的対応を図るとと

もに、保有する債権のリスクに対し、予想外の変動が生じた場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に影響

を及ぼすことがあります。さらに、海外子会社の現地通貨建て財務諸表を連結財務諸表作成等のために円換算してお

ります。従って為替レートの変動により換算に適用するレートが変動し、円換算後の損益に影響を及ぼすこととなり

ます。

②販売価格の異常な変動

　当社グループの属する医療業界では、厚生労働省による医療費抑制政策が継続的に行われており、診療報酬、薬価

基準及び特定保険医療材料の公定価格見直し（引き下げとなるケースが大半）が、概ね2年に1度実施されております。

また、わが国にとどまらず、医療費抑制政策は世界的な傾向となっております。これに伴い、販売価格が想定を超え

て下落し、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

③投資その他等で将来性が不明確であるものへの高い依存度について

　当社グループの資産には、株式などへの投資が含まれており、これらは各証券の発行者との良好な事業関係を築く

ことや、新製品の開発、新規事業機会に関する有益な情報を収集することなどを目的としておりますが、これらの投

資が株式市場などの下落や発行者の状況あるいはこうした投資についての会計処理方法の変更などにより投資価値が

大幅に減少した場合には、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

－ 7 －



④新製品及び新技術に係る長い企業化及び製品化期間について

　当社グループは、縫合針などの医科・歯科医療機器の製品化研究を行うとともに、それら全域にわたる研究開発を

行っております。当社グループの研究開発は応用研究が中心となりますが、医療機器として、薬事法に基づく製造の

許認可が必要となります。これらの過程で、有効性や安全性に関して予測されなかった問題が判明あるいは発生し、

期待する時期に新製品を発売できない場合や、当社グループの実施した治験で良い結果が得られ、承認申請した場合

であっても、安全性、製造設備の適格性等の様々な理由により承認遅れや、承認が得られない、又は自主的に申請を

取り下げるなどの場合があります。これらの場合に、当初想定した経営成績の達成時期が遅れる可能性、また当社グ

ループの研究開発費が、売上高の増加に比べ継続的に不相応な増加をすれば、収益性に影響を及ぼす可能性がありま

す。

⑤特定の法的規制について

　当社グループの属する医療機器事業は、健康保険制度、医療保険制度や薬事許認可制度などの医療に関連する行政

機関の特定の法的規制を受けております。そのため、薬価改定に代表されるこれらの医療行政の大規模な改革等が実

施された場合などの環境変化に対応できなかった場合は、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。また、これら

の法的な許可の継続は事業にとって最重要課題として適切に対応しておりますが、何らかの理由により医療機器製造

販売業・医療機器製造業・医療機器販売業の許可を取り消される事態に至った場合、当社グループの事業の継続にとっ

て重要な影響を及ぼします。

⑥重要な訴訟等の発生について

　当社グループは、医療機器の設計、開発、製造段階で、製品の安全性の確保について全力を上げて取り組んでおり

ますが、使用時の偶発的な不具合などにより、他者に損害を与え賠償責任を請求されるリスクがあります。また、当

社グループは、医療機器QMS、GQP、GVP省令や品質マネジメントシステムのISO規格などに基づき、厳しい品質管理・

品質保証体制のもとで製造販売しておりますが、予期せぬ不具合やその疑いなどにより万一大量に製品を回収するこ

とになった場合は、回収費用等の発生、売上高の減少などにより、当社グループの財政状態及び経営成績に重要な影

響を及ぼす可能性があります。さらに、当社グループの事業は、薬事規制、知的財産法、環境及び労働安全衛生規制

等の様々な法規制に関連しております。現在、当社グループが直面している訴訟等はありませんが、将来的には法令

もしくは規制による訴訟等のリスクにさらされることも考えられ、その結果によっては財政状態及び経営成績に影響

を及ぼす可能性があります。

⑦関係会社等に関する重要事項について

　当社グループは、ベトナム国（売上原価の約9％）とミャンマー国（売上原価の約3％）に関係子会社を保有してお

り、医療機器の生産を行っております。それらの国において、予期しない法律又は規制の変更や、政情不安・戦争・

テロ・暴動及び天変地異などの不可抗力等による事故などが発生した場合は、製品供給が一時滞るといった可能性が

あり、取引の継続性が不安定になることを含め、当社グループの財政状態及び経営成績に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
(1）連結貸借対照表

前連結会計年度
（平成17年8月31日）

当連結会計年度
（平成18年8月31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）

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産  

１．現金及び預金 1,040,630 3,251,856 2,211,225

２．受取手形及び売掛金  1,312,465 1,334,990 22,525

３．有価証券 1,987,089 1,079,281 △907,808

４．たな卸資産 1,587,728 1,740,744 153,015

５．繰延税金資産 133,382 162,970 29,588

６．その他 267,078 105,743 △161,334

貸倒引当金 △2,086 △2,002 84

流動資産合計 6,326,287 55.2 7,673,584 57.1 1,347,297

Ⅱ　固定資産  

１．有形固定資産  

(1）建物及び構築物  2,758,066 2,779,464  

　　減価償却累計額 1,297,970 1,460,096 1,413,446 1,366,018 △94,077

(2）機械装置及び運搬具 2,660,920 2,934,850  

減価償却累計額　 1,522,687 1,138,232 1,710,046 1,224,803 86,570

(3）土地  1,146,656 1,146,656 ―

(4）建設仮勘定 114,811 48,319 △66,492

(5）工具器具備品 ※１ 392,803 444,848  

減価償却累計額 282,259 110,543 338,085 106,763 △3,780

有形固定資産合計 3,970,340 34.6 3,892,561 29.0 △77,779

２．無形固定資産  

(1）のれん ― 50,893 50,893

(2）ソフトウェア 17,695 12,851 △4,844

(3）その他 13,695 16,470 2,774

無形固定資産合計 31,391 0.3 80,215 0.6 48,824
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前連結会計年度
（平成17年8月31日）

当連結会計年度
（平成18年8月31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 371,745 856,129 484,384

(2）繰延税金資産 126,059 101,690 △24,369

(3）出資金 81,825 69,607 △12,217

(4）保険積立金 458,591 496,191 37,599

(5）その他 113,842 278,457 164,615

貸倒引当金 △13,773 △13,773 ―

投資その他の資産合計 1,138,290 9.9 1,788,303 13.3 650,013

固定資産合計 5,140,022 44.8 5,761,080 42.9 621,057

資産合計 11,466,310 100.0 13,434,665 100.0 1,968,354
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前連結会計年度
（平成17年8月31日）

当連結会計年度
（平成18年8月31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）

 （負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１．買掛金 88,083 83,518 △4,564

２．未払法人税等 552,612 702,231 149,618

３．賞与引当金 221,987 227,098 5,110

４．未払金 447,106 457,834 10,727

５．その他 89,142 79,634 △9,507

流動負債合計 1,398,931 12.2 1,550,316 11.5 151,384

Ⅱ　固定負債  

１．退職給付引当金 59,990 19,463 △40,526

２．役員退職慰労引当金 255,146 264,223 9,077

３．長期未払金 156,485 190,389 33,903

４．その他 16,800 17,600 800

固定負債合計 488,422 4.2 491,676 3.7 3,254

負債合計 1,887,353 16.4 2,041,992 15.2 154,639

 

（少数株主持分）  

少数株主持分 43,008 0.4 ―  △43,008
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前連結会計年度
（平成17年8月31日）

当連結会計年度
（平成18年8月31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）

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 ※２ 719,988 6.3 ― ― △719,988

Ⅱ　資本剰余金 767,568 6.7 ― ― △767,568

Ⅲ　利益剰余金 8,068,681 70.4 ― ― △8,068,681

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

27,681 0.2 ― ― △27,681

Ⅴ　為替換算調整勘定 △47,583 △0.4 ― ― 47,583

Ⅵ　自己株式 ※３ △387 △0.0 ― ― 387

資本合計 9,535,948 83.2 ― ― △9,535,948

負債、少数株主持分及
び資本合計

11,466,310 100.0 ― ― △11,466,310

（純資産の部）      

Ⅰ　株主資本      

　１．資本金 ― ― 809,564 6.0 809,564

　２．資本剰余金 ― ― 857,144 6.4 857,144

　３．利益剰余金  ― ― 9,710,635 72.3 9,710,635

　４．自己株式 ― ― △387 △0.0 △387

　　　株主資本合計  ― ― 11,376,957 84.7 11,376,957

Ⅱ　評価・換算差額等       

　１．その他有価証券評価 
  差額金

 ― ― 44,213 0.3 44,213

　２．為替換算調整勘定  ― ― △28,497 △0.2 △28,497

　　　評価・換算差額等合
　計

 ― ― 15,715 0.1 15,715

　　　純資産合計  ― ― 11,392,672 84.8 11,392,672

　　　負債純資産合計  ― ― 13,434,665 100.0 13,434,665
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(2）連結損益計算書

前連結会計年度
（自　平成16年9月 1日
至　平成17年8月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年9月 1日
至　平成18年8月31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 6,694,954 100.0 7,622,197 100.0 927,242

Ⅱ　売上原価  2,854,905 42.6 3,106,132 40.8 251,227

売上総利益 3,840,049 57.4 4,516,064 59.2 676,015

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,2 1,388,800 20.8 1,505,291 19.7 116,491

営業利益 2,451,248 36.6 3,010,772 39.5 559,523

Ⅳ　営業外収益　  

１．受取利息 5,243 7,009  

２．受取配当金 2,149 1,422  

３．有価証券売却益 ― 291  

４．匿名組合投資収益 75,647 23,793  

５．為替差益 4,443 2,066  

６．その他 7,132 94,616 1.4 10,475 45,058 0.6 △49,557

Ⅴ　営業外費用  

１．支払利息 144 162  

２．有価証券売却損 ― 609  

３．投資事業組合損失 ― 144 0.0 1,386 2,158 0.0 2,014

経常利益 2,545,720 38.0 3,053,672 40.1 507,951

Ⅵ　特別利益  

１．役員退職慰労引当金戻
入額

※５ 8,747 ―  

２．投資有価証券売却益  ― 1,230  

３．保険解約益 47,537 1,314  

４．高度化設備設置助成金 ― 6,595  

５．その他 7,620 63,905 1.0 84 9,224 0.1 △54,681

 

－ 13 －



前連結会計年度
（自　平成16年9月 1日
至　平成17年8月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年9月 1日
至　平成18年8月31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）

Ⅶ　特別損失  

１．固定資産売却損 ※３ ― 115  

２．固定資産除却損 ※４ 13,772 2,490  

３．投資有価証券評価損  50 264  

４．投資有価証券売却損  ― 16,580  

５．その他 ― 13,822 0.2 1,446 20,897 0.3 7,074

税金等調整前当期純利
益

2,595,803 38.8 3,041,999 39.9 446,196

法人税、住民税及び事
業税

1,017,692 1,201,019  

法人税等調整額 10,147 1,027,840 15.4 △16,441 1,184,577 15.6 156,737

少数株主利益 5,836 0.1 9,893 0.1 4,057

当期純利益 1,562,126 23.3 1,847,528 24.2 285,401

 

(3）連結剰余金計算書

前連結会計年度
（自　平成16年9月 1日
至　平成17年8月31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 731,182

Ⅱ　資本剰余金増加高　  

１．増資による新株式の発
行

36,386 36,386

Ⅲ　資本剰余金期末残高 767,568

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 6,692,844

Ⅱ　利益剰余金増加高

１．当期純利益 1,562,126 1,562,126

Ⅲ　利益剰余金減少高

１．配当金 170,349

２．役員賞与 15,940 186,289

Ⅳ　利益剰余金期末残高 8,068,681
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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9月 1日　至平成18年8月31日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成17年8月31日　残高

　　　　　　　　（千円）
719,988 767,568 8,068,681 △387 9,555,850

連結会計期間中の変動額

新株の発行 89,576 89,576   179,153

剰余金の配当   △205,574  △205,574

当期純利益   1,847,528  1,847,528

株主資本以外の項目の連結

会計期間中の変動額（純

額）

     

連結会計期間中の変動額合計

　　　　　　 　 （千円）
89,576 89,576 1,641,953 ― 1,821,107

平成18年8月31日　残高

　　　　　　　  （千円）
809,564 857,144 9,710,635 △387 11,376,957

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計その他有価証券
評価差額金

為替換算　　　
調整勘定

評価・換算　　
差額等合計

平成17年8月31日　残高

　　　　        （千円）
27,681 △47,583 △19,902 43,008 9,578,956

連結会計期間中の変動額

新株の発行     179,153

剰余金の配当     △205,574

当期純利益     1,847,528

株主資本以外の項目の連結

会計期間中の変動額（純

額）

16,531 19,085 35,617 △43,008 △7,391

連結会計期間中の変動額合計

　　　　　　 　 （千円）
16,531 19,085 35,617 △43,008 1,813,715

平成18年8月31日　残高

　　　　　　　  （千円）
44,213 △28,497 15,715 ― 11,392,672
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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9月 1日
至　平成17年8月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年9月 1日
至　平成18年8月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　営業活動による
キャッシュ・フロー

 

税金等調整前当期純利益 2,595,803 3,041,999 446,196

減価償却費　 374,930 413,980 39,049

のれん償却 ― 5,654 5,654

貸倒引当金の減少額 △4,185 △84 4,101

賞与引当金の増加額 22,538 5,110 △17,427

退職給付引当金の減少額 △19,189 △40,320 △21,130

前払年金費用増加高 ― △64,615 △64,615

役員退職慰労引当金の増
加額

1,129 9,077 7,947

受取利息及び受取配当金 △7,393 △8,431 △1,038

支払利息 144 162 18

固定資産売却損益 ― 115 115

固定資産除却損 13,772 2,490 △11,281

有価証券・投資有価証券
売却損益

― 15,668 15,668

投資有価証券評価損 50 264 214

売上債権の増減額 △243,695 △22,526 221,169

たな卸資産の増加額 △155,128 △150,371 4,756

仕入債務の増減額 20,162 △4,558 △24,721

役員賞与の支払額 △15,940 ― 15,940

その他 22,130 23,249 1,119

小計 2,605,129 3,226,865 621,736

利息及び配当金の受取額 7,141 9,668 2,526

利息の支払額 △144 △162 △18

法人税等の支払額 △1,087,356 △1,044,073 43,283

営業活動によるキャッシュ・
フロー

1,524,770 2,192,298 667,528
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前連結会計年度
（自　平成16年9月 1日
至　平成17年8月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年9月 1日
至　平成18年8月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅱ 投資活動による
キャッシュ・フロー

 

定期預金の預入による支出 ― △310,000 △310,000

定期預金の払戻による収入 ― 10,000 10,000

有価証券の取得による支出 △900,000 △211,248 688,751

有価証券の売却による収入 200,000 999,795 799,795

有形固定資産の取得による支
出

△596,095 △320,535 275,559

無形固定資産の取得による支
出

△11,997 △6,343 5,653

投資有価証券の取得による支
出

△103,537 △748,846 △645,308

投資有価証券の売却による収
入

― 191,165 191,165

連結子会社株式追加取得によ
る支出

― △102,099 △102,099

保険積立金の増減額 △84,185 41,675 125,861

出資金の減少額 60,289 12,217 △48,071

抵当証券の取得による支出 △100,000 △100,000 ―

抵当証券の償還による収入 100,000 100,000 ―

その他 66,056 57 △65,999

投資活動によるキャッシュ・
フロー

△1,369,470 △444,163 925,306

 

Ⅲ 財務活動による
キャッシュ・フロー

 

株式の発行による収入 72,772 179,153 106,381

自己株式の取得による支出 △387 ― 387

親会社による配当金の支払額 △168,074 △205,574 △37,499

少数株主への配当金の支払額 △6,094 △10,188 △4,093

財務活動によるキャッシュ・
フロー

△101,784 △36,609 65,175

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額

1,868 170 △1,698

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加
額

55,384 1,711,696 1,656,312

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高

1,963,235 2,018,619 55,384

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末
残高

※ 2,018,619 3,730,316 1,711,696
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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9月 1日
至　平成17年8月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年9月 1日
至　平成18年8月31日）

１．連結の範囲に関する事項 (1)連結子会社の数　３社

連結子会社の名称

MANI-MEINFA CO.,LTD.

MANI YANGON LTD.

MANI HANOI CO.,LTD. 

(1)連結子会社の数　３社

連結子会社の名称

MANI-MEINFA CO.,LTD.

MANI YANGON LTD.

MANI HANOI CO.,LTD. 

(2)主要な非連結子会社の名称等

該当事項はありません。

(2)主要な非連結子会社の名称等

同左

２．持分法の適用に関する事項 該当事項はありません。 同左

３．連結子会社の事業年度等に関

する事項

連結子会社のうちMANI-MEINFA 

CO.,LTD.，及びMANI HANOI CO.,LTD.の

決算日は平成17年6月30日であります。連

結財務諸表の作成に当たっては、同決算

日現在の財務諸表を使用しております。

 また連結子会社のうちMANI YANGON

LTD.の決算日は平成17年3月31日でありま

す。連結財務諸表の作成に当たっては、

平成17年6月30日現在で実施した仮決算に

基づく財務諸表を使用しております。

 ただし、平成17年7月1日から連結決算日

までの期間に発生し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。

連結子会社のうちMANI-MEINFA 

CO.,LTD.，及びMANI HANOI CO.,LTD.の

決算日は平成18年6月30日であります。連

結財務諸表の作成に当たっては、同決算

日現在の財務諸表を使用しております。

 また連結子会社のうちMANI YANGON

LTD.の決算日は平成18年3月31日でありま

す。連結財務諸表の作成に当たっては、

平成18年6月30日現在で実施した仮決算に

基づく財務諸表を使用しております。

 ただし、平成18年7月1日から連結決算日

までの期間に発生し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。

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 その他有価証券 その他有価証券 

①有価証券 時価のあるもの

決算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

法により算定しております。なお、

取得価額と債券金額との差額が金

利の調整と認められるものについ

ては、償却原価法を採用しており　

ます。）

時価のあるもの

決算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

法により算定しております。なお、

取得価額と債券金額との差額が金

利の調整と認められるものについ

ては、償却原価法を採用しており　

ます。）

時価のないもの

移動平均法による原価法

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

て、持分相当額を純額で取り込む方

式によっております。

②たな卸資産 製品・仕掛品・原材料

総平均法による原価法

製品・仕掛品・原材料

同左

貯蔵品

最終仕入原価法

貯蔵品

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年9月 1日
至　平成17年8月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年9月 1日
至　平成18年8月31日）

（2）重要な減価償却資産の減価

償却方法

イ．有形固定資産

当社は定率法を、また在外連結子会社に

ついては定額法を採用しております。

 ただし、当社は平成10年4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次のとおりであり

ます。

建物及び構築物 15～31年

機械装置及び運搬具 6～12年

イ．有形固定資産

同左

 

 

ロ．無形固定資産

当社は、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、その他の無形固定資産につ

いては定額法を採用しております。

　在外連結子会社については所在地国の会

計基準の規定に基づく定額法を採用してお

ります。

ロ．無形固定資産

同左

(3)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、回収不能見

込額を計上しております。

同左

②賞与引当金 当社は従業員の賞与の支給に備えるた

め、支給見込額に基づき計上しておりま

す。

同左

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。

過去勤務債務は、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5

年)による定額法により費用処理をして

おります。

数理計算上の差異は、各連結会計年度

の発生時における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数(10年)による定額

法により按分した額をそれぞれ発生の翌

連結会計年度から費用処理をしておりま

す。

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。

過去勤務債務は、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5

年)による定額法により費用処理をして

おります。

数理計算上の差異は、各連結会計年度

の発生時における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数(10年)による定額

法により按分した額をそれぞれ発生の翌

連結会計年度から費用処理をしておりま

す。

－ 19 －



項目
前連結会計年度

（自　平成16年9月 1日
至　平成17年8月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年9月 1日
至　平成18年8月31日）

  (追加情報)

当社は、確定拠出年金法の施行に伴

い、平成17年10月に退職一時金制度及

び適格退職年金制度の一部について確

定拠出年金制度へ移行し、「退職給付

制度間の移行等に関する会計処理」

（企業会計基準適用指針第１号）を適

用しております。本移行に伴う影響額

は特別損失として1,446千円計上され

ております。また、適格退職年金制度

については、確定拠出年金制度への一

部移行に伴い、年金資産が退職給付債

務等を64,615千円超過することとなり、

これを投資その他の資産「その他」に

前払年金費用として計上しております。

(会計方針の変更)

当連結会計年度より「「退職給付に

係る会計基準」の一部改正」（企業会

計基準第３号　平成17年３月16日）及

び「「退職給付に係る会計基準」の一

部改正に関する適用指針」（企業会計

基準適用指針第７号　平成17年3月16

日）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。

④役員退職慰労引当金 当社は役員の退職慰労金の支出に備え

るため、内規による連結会計年度末要支

給額を計上しております。

同左

（4）重要なリース取引の処理方

法

当社は、リース物件の所有権が借主に

移転するもの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

（5）その他連結財務諸表作成の

ための重要な事項

　消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

　消費税等の会計処理

同左

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、全面時価評価法を採用しており

ます。

同左

６.のれんの償却に関する事項 ────── のれんの償却については、５年間の均等

償却を行っております。

７.利益処分項目等の取扱に関す

る事項

連結剰余金計算書は、連結会社の利益

処分について、連結会計年度中に確定し

た利益処分に基づいて作成しております。

──────

８.連結キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

手許現金、随時引出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値変動

について僅少なリスクしか負わない取得

日から3ヵ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。

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9月 1日
至 平成17年8月31日）

当連結会計年度
（自 平成17年9月 1日
至 平成18年8月31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」（企業会計基準適用

指針第６号平成15年10月31日）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。

　　

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準)　

 当連結会計年度より、「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。これによる損益に与

える影響はありません。従来の資本の部の合計に相当する

金額は、11,392,672千円であります。　

　なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度

における連結貸借対照表の純資産の部については、改正後

の連結財務諸表規則により作成しております。 

表示方法の変更

前連結会計年度
（自 平成16年9月 1日
至 平成17年8月31日）

当連結会計年度
（自 平成17年9月 1日
至 平成18年8月31日）

 （連結損益計算書）

　「高度化設備設置助成金」は、前連結会計年度まで特別

利益の「その他」に含めて表示しておりましたが、特別利

益の総額の100分の10を超えたため区分掲記しました。

　なお、前連結会計年度における「高度化設備設置助成金」

は、1,483千円であります。

（連結キャッシュ・フロー計算書）

　「定期預金の預入による支出」及び「定期預金の払戻に

よる収入」は、前連結会計年度まで投資活動によるキャッ

シュ・フローの「その他」に含めて表示しておりましたが、

重要性が増したため区分掲記しました。

　なお、前連結会計年度における「定期預金の預入による

支出」及び「定期預金の払戻による収入」は、10,000千円

及び76,068千円であります。
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追加情報 

前連結会計年度
（自 平成16年9月 1日
至 平成17年8月31日）

当連結会計年度
（自 平成17年9月 1日
至 平成18年8月31日）

（外形標準課税制度の導入に伴う影響）

「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

後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

については、販売費及び一般管理費に計上しておりま

す。

　この結果、販売費及び一般管理費が19,797千円増加し、

営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益がそれぞ

れ同額だけ減少しております。

 （役員賞与の会計処理)

　当社が委員会等設置会社に移行したことに伴い、従来、

当社の株主総会決議時に利益剰余金の減少として会計処理

していた役員賞与を、当連結会計年度から発生時に費用処

理しております。

　この結果、従来の方法に比べて販売費及び一般管理費が

24,330千円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前

当期純利益が、それぞれ同額減少しております。 　　　

　　

──────

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

──────
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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8月31日）

当連結会計年度
（平成18年8月31日）

※１　圧縮記帳

過年度に取得した資産のうち、国庫補助金等によ

る圧縮記帳額は 6,249千円であり、連結貸借対照表

計上額はこの圧縮記帳額を控除しております。

なお、その内訳は、工具器具備品等 6,249千円で

あります。

※１　圧縮記帳

過年度に取得した資産のうち、国庫補助金等によ

る圧縮記帳額は 6,249千円であり、連結貸借対照表

計上額はこの圧縮記帳額を控除しております。

なお、その内訳は、工具器具備品等 6,249千円で

あります。

※２　当社の発行済株式総数は、普通株式5,710,500株で

あります。

　２　　　　　　  　──────

※３　連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の自己株

式数は、普通株式100株であります。

 

　３　　　　　　  　──────

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自 平成16年9月 1日

至 平成17年8月31日）

当連結会計年度
（自 平成17年9月 1日
至 平成18年8月31日）

※１　販売費及び一般管理費 ※１　販売費及び一般管理費

主要な費目及び金額は次のとおりであります。 主要な費目及び金額は次のとおりであります。

給料手当 243,569千円

研究開発費 460,565千円

広告宣伝費 102,567千円

賞与引当金繰入額 48,261千円

役員退職慰労引当金繰入額 10,091千円

退職給付費用 10,839千円

減価償却費 54,125千円

給料手当 269,702千円

研究開発費 487,364千円

広告宣伝費 111,921千円

賞与引当金繰入額 44,866千円

役員退職慰労引当金繰入額 10,527千円

退職給付費用 12,012千円

減価償却費 55,701千円

※２　研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開発費

※２　研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開発費

460,565千円        487,364千円

　３　　　　　　  　────── ※３　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。

機械装置及び運搬具 115千円

計      115千円

※４　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物及び構築物    443千円

機械装置及び運搬具    9,901千円

工具器具備品 2,603千円

ソフトウェア    825千円

計      13,772千円

機械装置及び運搬具 2,189千円

工具器具備品   301千円

計        2,490千円

※５　役員退職慰労金支給規程の改訂による戻入額であり

ます。

  ５　　　　　　  　──────

－ 23 －



（連結株主資本等変動計算書関係）

 当連結会計年度（自平成17年9月1日　至平成18年8月31日）

 　１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末株
式数（株）

発行済株式

普通株式 5,710,500 76,400 ― 5,786,900

合計 5,710,500 76,400 ― 5,786,900

自己株式

普通株式 100 ― ― 100

合計 100 ― ― 100

 （注）普通株式の発行済株式総数の増加76,400株は、新株予約権の権利行使による新株の発行による増加であります。

 

 　２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

 　　　該当事項はありません。

 

 　３．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26日

取締役会
普通株式 205,574 36 平成17年8月31日 平成17年11月11日

 　 （２）基準日が当会計期に属する配当のうち、配当の効力発生日が期末後となるもの

決  議 株式の種類
配当金の総額

(千円）
配当の原資

１株当たり　
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成18年9月28日

取締役会
 普通株式 260,410 利益剰余金 45 平成18年8月31日 平成18年11月9日
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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9月 1日
至　平成17年8月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年9月 1日
至　平成18年8月31日）

 ※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

（平成17年8月31日現在） （平成18年8月31日現在）

現金及び預金勘定 1,040,630千円

有価証券勘定 1,987,089千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △10,000千円

価値変動リスクのある投資信託 △999,100千円

現金及び現金同等物 2,018,619千円

現金及び預金勘定 3,251,856千円

有価証券勘定 1,079,281千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △310,000千円

取得日から償還日までの期間が3ヶ月

を超える債券

 
△290,820

 
千円

現金及び現金同等物 3,730,316千円

（リース取引関係）

前連結会計年度
（自 平成16年9月 1日
至 平成17年8月31日）

当連結会計年度
（自 平成17年9月 1日
至 平成18年8月31日）

リ―ス契約の重要性が乏しく、リ―ス契約１件当たりの

リ―ス料総額が300万円を超えるものがないため、記載を

省略しております。

同左 
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（有価証券関係）

前連結会計年度

１．その他有価証券で時価のあるもの（平成17年8月31日現在）

種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表
計上額（千円）

差額（千円）

連結貸借対照表計上額が取得

原価を超えるもの

(1)株式 13,145 67,200 54,054

(2)債券    

  ①国債・地方債等 ― ― ―

　②社債 49,918 50,320 401

　③その他 ― ― ―

(3)その他 300,000 300,190 190

小計 363,064 417,710 54,646

連結貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの

(1)株式 4,806 4,460 △346

(2)債券    

　①国債・地方債等 3,000 2,990 △9

　②社債 200,000 193,274 △6,725

　③その他 ― ― ―

(3)その他 700,000 698,909 △1,090

小計 907,806 899,634 △8,171

合計 1,270,870 1,317,345 46,475

２．前連結会計年度中に売却したその他有価証券（自平成16年9月1日　至平成17年8月31日）

売却損益の合計金額の重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容（平成17年8月31日現在）

連結貸借対照表計上額(千円)

その他有価証券

　　公社債投資信託の受益証券

　　非上場株式

987,989

53,500

４．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額(平成17年8月31日現在)

 １年以内(千円） １年超５年以内(千円） ５年超10年以内(千円） 10年超(千円)

１．債券

 

(1)国債・地方債等

(2)社債 

 

 

―

―

 

 

3,000

250,000

 

 

―

―

 

 

―

―

 

合計 ― 253,000 ― ―
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当連結会計年度

１．その他有価証券で時価のあるもの（平成18年8月31日現在）

種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表
計上額（千円）

差額（千円）

連結貸借対照表計上額が取得

原価を超えるもの

(1)株式 13,367 89,866 76,498

(2)債券    

  ①国債・地方債等 30,047 30,054 6

　②社債 260,034 260,417 383

　③その他 ― ― ―

(3)その他 ― ― ―

小計 303,449 380,337 76,887

連結貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの

(1)株式 4,583 4,081 △503

(2)債券    

　①国債・地方債等 103,113 102,857 △256

　②社債 509,959 507,781 △2,178

　③その他 ― ― ―

(3)その他 ― ― ―

小計 617,657 614,719 △2,937

合計 921,106 995,056 73,950

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自平成17年9月1日　至平成18年8月31日）

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

990,667 1,521 17,189

 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容（平成18年8月31日現在）

連結貸借対照表計上額(千円)

その他有価証券

　　公社債投資信託の受益証券

　　非上場株式

　　投資事業有限責任組合出資金

788,460

53,000

98,893

４．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額(平成18年8月31日現在)

 １年以内(千円） １年超５年以内(千円） ５年超10年以内(千円） 10年超(千円)

１．債券

 

(1)国債・地方債等

(2)社債 

 

 

30,000

260,500

 

 

103,000

500,000

 

 

―

―

 

 

―

―

 

合計 290,500 603,000 ― ―
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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9月 1日　至平成17年8月31日）及び当連結会計年度（自平成17年9月 1日　至平成18

年8月31日）

　当社グル―プはデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。
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（退職給付関係）

前連結会計年度
　　　　　　　 （自　平成16年9月 1日
　　　　　　　　 至　平成17年8月31日）

当連結会計年度
　　　　　　　 （自　平成17年9月 1日
　　　　　　　　 至　平成18年8月31日）

１．採用している退職給付制度の概要

　　　当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度、

適格退職年金制度を設けております。これに加えて、

確定拠出型制度である中小企業退職金共済制度にも加

入しております。また、これまで加入しておりました

総合設立型の厚生年金基金である日本歯科商工厚生年

金基金につきましては、平成15年10月に解散し、平成

17年3月2日厚生年金大臣の承認により精算を結了して

おります。

 　　 なお、連結子会社は退職金制度を有しておりません。

１．採用している退職給付制度の概要

　　　当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度、

適格退職年金制度を設けております。これに加えて、

確定拠出型制度である中小企業退職金共済制度にも加

入しております。また、当社は、確定拠出年金法の施

行に伴い、平成17年10月に退職一時金制度及び適格退

職年金制度の一部について確定拠出年金制度へ移行し

ております。

 　　 なお、連結子会社であるMANI HANOI CO.,LTD及び

MANI-MEINFA CO.,LTDにおいて現地労働法改正に伴い

退職金制度を設けております。MANI YANGON LTD.は退

職金制度を設けております。

２．退職給付債務に関する事項 ２．退職給付債務に関する事項

　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：千円）

（イ）退職給付債務 479,292

（ロ）年金資産 400,905

（ハ）未積立退職給付債務（イ－ロ） 78,387

（ニ）未認識過去勤務債務 △34,548

（ホ）未認識数理計算上の差異 16,151

（へ）連結貸借対照表計上額純額

 　　（ハ＋ニ＋ホ）

 

59,990

（ト）退職給付引当金 59,990

　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：千円）

（イ）退職給付債務 385,980

（ロ）年金資産 448,442

（ハ）未積立退職給付債務（イ－ロ） △62,462

（ニ）未認識過去勤務債務 △20,348

（ホ）未認識数理計算上の差異 37,658

（へ）連結貸借対照表計上額純額

 　　（ハ＋ニ＋ホ）

 

△45,151

（ト）前払年金費用 △64,615

（チ）退職給付引当金 19,463

３．退職給付費用に関する事項 ３．退職給付費用に関する事項

　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：千円）

退職給付費用

（イ）勤務費用(注) 44,903

（ロ）利息費用 7,966

（ハ）期待運用収益（減算） △8,132

（ニ）過去勤務債務の費用処理額 8,638

（ホ）数理計算上の差異の費用処理額 △536

（へ）退職給付費用（イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ） 52,839

（注）勤務費用の金額には中小企業退職金の掛金が含まれ

ております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：千円）

退職給付費用

（イ）勤務費用(注) 56,552

（ロ）利息費用 7,102

（ハ）期待運用収益（減算） 9,898

（ニ）過去勤務債務の費用処理額 4,405

（ホ）数理計算上の差異の費用処理額 △1,856

（へ）退職給付費用（イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ） 56,305

（注）勤務費用の金額には中小企業退職金の掛金が含まれ

ております。

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

(1）割引率 2.0％

(2）期待運用収益率 2.5％

(3）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

(4）過去勤務債務の額の処理年数 5年

（発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数に

よる定額法により費用処理しております。）

(5）数理計算上の差異の処理年数 10年

（各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数による按分額をそれぞれ発生の翌連

結会計年度から費用処理する方法によっております。）

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

(1）割引率 2.0％

(2）期待運用収益率 2.5％

(3）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

(4）過去勤務債務の額の処理年数 5年

（発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数に

よる定額法により費用処理しております。）

(5）数理計算上の差異の処理年数 10年

同左
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（ストック・オプション等関係）

当連結会計年度（自平成17年9月 1日　至平成18年8月31日）

平成13年
ストック・オプション

平成15年
ストック・オプション

平成17年
ストック・オプション

付与対象者の区分及び数

取締役        7名

従業員       41名

取締役　　　　7名

監査役　　　　4名

従業員       57名

取締役　　　　3名

執行役　　　　7名

従業員      132名

ストック・オプション数 普通株式　87,800株 普通株式　203,300株 普通株式　160,600株

付与日 平成13年12月17日 平成15年12月15日 平成17年12月12日

権利確定条件

権利行使時において、当社の

取締役、監査役又は従業員

であることを要する。但し、

任期満了により退任した場

合、及び従業員が定年によ

り退職した場合は行使可。

権利行使時において、当社関

連会社の取締役、監査役又

は従業員（海外出向者を含

む）であることを要する。

但し、任期満了により退任

した場合、及び従業員（海

外出向者を含む）が定年に

より退職した場合は行使可。

権利行使時において、当社関

連会社の取締役、監査役又

は従業員（海外出向者を含

む）であることを要する。

但し、任期満了により退任

した場合、及び従業員（海

外出向者を含む）が定年に

より退職した場合は行使可。

対象勤務期間
（自　平成13年12月17日
至　平成15年11月30日）

（自　平成15年12月15日
至　平成17年11月30日）

（自　平成17年12月12日
至　平成19年11月30日）

権利行使期間

 権利確定後3年以内。但し任

期満了により退職した場合、

及び従業員が定年により退

職した場合は行使可。

 権利確定後3年以内。但し任

期満了により退職した場合、

及び従業員が定年により退

職した場合は行使可。

 権利確定後3年以内。但し任

期満了により退職した場合、

及び従業員が定年により退

職した場合は行使可。

平成13年
ストック・オプション

平成15年
ストック・オプション

平成17年
ストック・オプション

権利確定前　　　　　　（株）    

前連結会計年度末 ― 191,800 ―

付与 ― ― 160,600

失効 ― ― ―

権利確定 ― 191,800 ―

未確定残 ― ― 160,600

権利確定後　　　　　　（株）    

前連結会計年度末 37,200 ― ―

権利確定 ― 191,800 ―

権利行使 14,000 62,400 ―

失効   ―

未行使残 23,200 129,400 ―

平成13年
ストック・オプション

平成15年
ストック・オプション

平成17年
ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　（円） 2,260 2,364 7,019

行使時平均株価　　　　　（円） 6,550 7,918 ―

公正な評価単価（付与日）（円） ― ― ―

－ 30 －



（税効果会計関係）

前連結会計年度
（平成17年8月31日）

当連結会計年度
（平成18年8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の

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の

内訳

繰延税金資産 繰延税金資産

[流動資産]   

　未払事業税等否認 36,165千円 

　賞与引当金損金算入限度超過額 89,768千円  

　その他 7,448千円  

流動資産小計 133,382千円  

[固定資産]   

　役員退職慰労引当金否認 103,177千円  

退職給付引当金損金算入限度超過額 19,526千円  

　連結会社間内部利益消去 9,561千円  

　その他 12,952千円  

固定資産小計 145,217千円  

繰延税金資産合計 278,598千円  

[流動資産]   

　未払事業税等否認 53,128千円 

　賞与引当金否認 91,834千円  

　その他 18,038千円  

流動資産小計 163,001千円  

[固定資産]   

　役員退職慰労引当金否認 106,847千円  

退職給付引当金否認 4,809千円  

　連結会社間内部利益消去 7,378千円  

　その他 39,814千円  

固定資産小計 158,848千円  

　評価性引当金 △1,043千円  

固定資産合計 157,805千円  

繰延税金資産合計 320,806千円  

 

繰延税金負債

[固定負債]   

　その他有価証券評価差額金 △19,157千円  

繰延税金負債合計 △19,157千円  

繰延税金資産純額 259,441千円  

 

繰延税金負債

[流動負債]   

　その他有価証券評価差額金 31千円  

[固定負債]   

　前払年金費用 26,129千円  

　その他有価証券評価差額金 29,986千円  

固定負債小計 56,115千円  

繰延税金負債合計 56,146千円  

繰延税金資産純額 264,660千円  

 

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含

まれております。

流動資産－繰延税金資産 133,382千円  

固定資産－繰延税金資産 126,059千円  

 

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含

まれております。

流動資産－繰延税金資産 162,970千円  

固定資産－繰延税金資産 101,690千円  

 

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

との差異は、法定実効税率の5/100以下のため、差異

の原因となった主な項目別の内訳の記載を省略してお

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

同左
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（セグメント情報関係）

ａ．事業の種類別セグメント情報

　最近2連結会計年度の事業の種類別セグメント情報は次のとおりであります。

前連結会計年度（自平成16年9月 1日　至平成17年8月31日）及び当連結会計年度（自平成17年9月 1日　至平成

18年8月31日）

当社グループは、医療機器の製造及び販売を業としており、単一事業を営んでおります。従って、当該事業以

外に事業の種類がないため、該当事項はありません。

ｂ．所在地別セグメント情報

　最近2連結会計年度の所在地別セグメント情報は次のとおりであります。

前連結会計年度（自平成16年9月 1日　至平成17年8月31日）

日本（千円） アジア（千円） 計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 6,694,954 ― 6,694,954 ― 6,694,954

(2)
セグメント間の内部売上

高又は振替高
― 230,701 230,701 (230,701) ―

計 6,694,954 230,701 6,925,655 (230,701) 6,694,954

営業費用 4,249,550 232,633 4,482,184 (238,479) 4,243,705

営業利益(又は営業損失) 2,445,403 (1,932) 2,443,470 　7,778　 2,451,248

Ⅱ 資産 11,558,354 992,017 12,550,371 (1,084,060) 11,466,310

注：

１．国または地域は、地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

アジア……ベトナム、ミャンマー
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当連結会計年度（自平成17年9月 1日　至平成18年8月31日）

日本（千円） アジア（千円） 計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

 外部顧客に対する売上高 7,621,706 490 7,622,197 ― 7,622,197

 
セグメント間の内部売上

高又は振替高
― 373,647 374,138 (373,647) ―

計 7,621,706 374,138 7,995,844 (373,647) 7,622,197

営業費用 4,640,128 315,211 4,955,340 (343,916) 4,611,424

営業利益 2,981,577 58,926 3,040,503 (29,731) 3,010,772

Ⅱ 資産 13,501,602 1,239,054 14,740,656 (1,305,991) 13,434,665

注：

１．国または地域は、地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

アジア……ベトナム、ミャンマー

ｃ．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す。

前連結会計年度（自平成16年 9月 1日　至平成17年 8月31日）

北米 欧州 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円） 848,943 1,581,613 1,392,596 510,281 4,333,434

Ⅱ 連結売上高（千円） 　　　　　― 　　　　　― 　　　　　― 　　　　　― 6,694,954

Ⅲ
連結売上高に占める海外

売上高の割合（％）
12.7 23.6 20.8 7.6 64.7

注：

１．海外売上高は、当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．国または地域は、地理的近接度により区分しております。　

３．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

北米………米国、カナダ、メキシコ、グアテマラ

欧州………英国、ドイツ、フランス、スペイン他欧州諸国

アジア……韓国、中国、台湾、トルコ他アジア、中近東諸国

その他……ロシアを含む上記以外の諸国
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当連結会計年度（自平成17年 9月 1日　至平成18年 8月31日）

北米 欧州 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円） 750,108 1,986,507 1,740,275 513,210 4,990,101

Ⅱ 連結売上高（千円）     7,622,197

Ⅲ
連結売上高に占める海外

売上高の割合（％）
9.8 26.1 22.8 6.7 65.5

注：

１．海外売上高は、当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．国または地域は、地理的近接度により区分しております。　

３．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

北米………米国、カナダ、メキシコ、グアテマラ

欧州………英国、ドイツ、フランス、スペイン他欧州諸国

アジア……韓国、中国、台湾、トルコ他アジア、中近東諸国

その他……ロシアを含む上記以外の諸国

（関連当事者との取引関係）

前連結会計年度（自平成16年9月 1日　至平成17年8月31日）及び当連結会計年度（自平成17年9月 1日　至平成18

年8月31日）

　該当事項はありません。

（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自 平成16年9月 1日

至 平成17年8月31日）

当連結会計年度
（自 平成17年9月 1日
至 平成18年8月31日）

１株当たり純資産額 1,669円93銭

１株当たり当期純利益 274円33銭

１株当たり純資産額 1,968円73銭

１株当たり当期純利益 321円51銭

潜在株式調整後　　　　　　　　

１株当たり当期純利益 268円41銭

潜在株式調整後　　　　　　　　

１株当たり当期純利益 313円54銭
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　（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は、以下のとおりであります。

前連結会計年度
（自　平成16年9月 1日
至　平成17年8月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年9月 1日
至　平成18年8月31日）

１株当たり当期純利益

当期純利益（千円） 1,562,126 1,847,528

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

普通株式に係る当期純利益（千円） 1,562,126 1,847,528

期中平均株式数（千株） 5,694 5,746

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（千株） 125 146

（うち新株予約権） (125) (146)

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めなかった

潜在株式の概要

――――― ―――――

（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成16年9月 1日

　  至　平成17年8月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年9月 1日

　  至　平成18年8月31日）

（確定拠出年金制度への一部移行について）

　当社は、確定拠出年金法の施行に伴い、平成17年10月に

退職一時金制度及び適格退職年金制度の一部について確定

拠出年金制度へ移行し「退職給付制度間の移行等に関する

会計処理」（企業会計基準適用指針第１号）を適用してお

ります。

　本移行に伴う翌連結会計年度の損益に与える影響額は軽

微であります。

（ストックオプションについて）

　当社は、平成17年11月25日開催の第46期定時株主総会に

おいて、商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定による新

株予約権を発行する事を決議いたしました。その内容は

「第4　提出会社の状況　1．株式等の状況　(7)ストック

オプション制度の内容」に記載のとおりであります。 

　　　　　　　　  　──────

 

 

 

 

 

 

 

　　　　　　　　  　──────

－ 35 －



５．生産、受注及び販売の状況

(1）生産実績

　当社グループは単一セグメントのため、事業の種類別セグメント情報に代えて、製品群別生産実績を記載しており

ます。

製品群

前連結会計年度
（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

増減

金額（千円） 構成比(％) 金額（千円） 構成比(％) 金額（千円） 増減率(％)

サージカル関連製品 1,974,063 27.8 2,544,318 31.6 570,255 128.9

アイレス針関連製品 2,710,927 38.2 3,121,753 38.8 410,826 115.2

デンタル関連製品 2,419,353 34.0 2,380,454 29.6 △38,898 98.4

合計 7,104,344 100.0 8,046,527 100.0 942,182 113.3

（注）１．金額は販売価格により、かつ消費税等は含まれておりません。

２．サージカル関連製品…医科用縫合製品、眼科製品を主としております。

アイレス針関連製品…医科用縫合糸メーカー向けのアイレス縫合針を主としております。

デンタル関連製品…歯科用根管治療器具、歯科用回転切削器具及び周辺機器を主としております。

(2）受注状況

　当社及び連結子会社は見込み生産を行っているため、該当事項はありません。

(3）販売実績

製品群

前連結会計年度
（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

増減

金額（千円） 構成比(％) 金額（千円） 構成比(％) 金額（千円） 増減率(％)

サージカル関連製品 1,741,912 26.0 2,094,461 27.5 352,549 120.2

アイレス針関連製品 2,557,333 38.2 2,899,446 38.0 342,112 113.4

デンタル関連製品 2,395,708 35.8 2,628,289 34.5 232,090 109.7

合計 6,694,954 100.0 7,622,197 100.0 926,752 113.8

（注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２．総売上高に占める輸出高比率は次のとおりであります。

項目

前連結会計年度
（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

売上高 6,694,954 100.0 7,622,197 100.0

輸出売上高 4,333,434 64.7 4,990,101 65.5
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３．主な地域別輸出先及び輸出販売高に対する割合は次のとおりであります。

輸出先
前連結会計年度

（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

％ ％

北米 19.6 15.0

欧州 36.5 39.8

アジア 32.1 34.9

その他の地域 11.8 10.3

計 100.0 100.0

４．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

相手先

前連結会計年度
（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

B.BRAUN
SURGICAL.S.A.

851,021 12.7 1,278,567 16.8

アルフレッサ
ファーマ㈱

1,042,992 15.6 1,183,642 15.5

（注）１．上記金額には消費税等は含まれておりません。
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