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コ ー ド 番 号         ７２１９                                 本社所在都道府県  静岡県 
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代  表  者 役職名 代表取締役社長  氏名 長谷川 浩之 
問合せ先責任者 役職名 常 務 取 締 役  氏名 伊 東  光 司   

ＴＥＬ(０５４４)２９－１１１１ 
決算取締役会開催日 平成18年10月13日 
米国会計基準採用の有無  無                                           
 
１． 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             （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 
17年８月期 

8,183  (   3.1) 
7,940  (   3.2) 

187    ( △6.8)
200    ( 424.0)

214    (   1.4)
211    ( 359.2)

 
 

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 
17年８月期 

25 ( △81.8) 
142 (   －) 

5 16
27 29

     
  

0.3 
1.7

1.9 
1.9 

2.6 
2.7

(注) ①持分法投資損益        18年８月期    0 百万円  17年８月期       0 百万円 
     ②期中平均株式数(連結)   18年８月期    5,022,000株  17年８月期     5,022,000株 
     ③会計処理の方法の変更   無 
      ④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 
 
(2)連結財政状態 

 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 
17年８月期 

 11,486 
11,566   

   8,323 
8,229  

      72.0  
71.2  

     1,647  33 
1,637  70 

(注) 期末発行済株式数(連結)    18 年８月期   5,022,000株   17 年８月期       5,022,000株 
 
(3)連結キャッシュ･フローの状況 

 
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 
17年８月期 

   296    
568    

 △458   
△288   

    △146    
△166    

  1,931   
2,216   

 
(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    ９社 持分法適用非連結子会社数   －社 持分法適用関連会社数  １社 
 
(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結 (新規)   １社 (除外)    －社    持分法 (新規)   －社 (除外)    －社 
 
２．19 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 
通    期 

3,800  
8,400  

△80  
240  

△90  
110  

(参考)１株当たり予想当期純利益（通期） 21 円 90 銭 
 

※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
の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、連結添付資料６頁を
ご参照下さい。 
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企 業 集 団 の 状 況 

 

当社の企業集団は、㈱エッチ･ケー･エス(当社)および子会社９社、関連会社４社より構成されており、

自動車等の関連部品の製造、販売ならびにエンジンの製造、販売を主な内容とし、さらに各事業に関連す

る研究およびその他サービス等の事業を展開しております。 

当社が製品の製造を行い、国内販売は当社、㈱エッチ ケー エス 北海道サービス、㈱エッチ・ケー・

エス テクニカルファクトリー、㈱エッチ･ケー･エス関西サービスおよび㈱エッチ･ケー･エス九州サービ

スが、海外販売は当社、ＨＫＳ ＵＳＡ,ＩＮＣ．、ＨＫＳ ＥＵＲＯＰＥ ＬＩＭＩＴＥＤおよびＨＫＳ(Ｔ

ｈａｉｌａｎｄ)Ｃｏ.,Ｌｔｄ.が行っております。また、ＬＩＦＥＣＡＲＥ ＭＯＢＩＬＩＴＹ，ＩＮＣ．

は海外において福祉車両用部品の販売を、㈱エッチ･ケー･エス アビエーションは超軽量小型飛行機用エ

ンジンの販売を、日生工業㈱は自動車メーカーの部品の加工を、㈱エス・イー・エムは電子関連製品の製

造を行っております。ＨＫＳ－ＩＴ Ｃｏ.,Ｌｔｄ．はＨＫＳ(Ｔｈａｉｌａｎｄ)Ｃｏ.,Ｌｔｄ.の持株会

社であります。 

以上の企業集団等について図示すると次のとおりであります。 

 

 

子 会 社 ㈱

エ

ッ

チ

・

ケ

ー

・

エ

ス

※ 日 生 工 業 ㈱  

※ H K S  U S A ,  I N C .  

※ H K S  E U R O P E  L I M I T E D  

※ LIFECARE MOBILITY,INC.  

※ HKS(Thailand)Co.,Ltd.  

※ H K S  S P  L t d  

○ H K S - I T  C o . , L t d . 

国 内 海 外 

関 連 会 社  

※連結対象子会社  ○持分法適用関連会社

 
※ ㈱エッチ ケー エス 北海道サービス  
 
※ ㈱エッチ･ケー･エス テクニカルファクトリー  
 
※ ㈱エッチ･ケー･エス アビエーション  

 ㈱エッチ・ケー・エス関西サービス  
 ㈱エッチ・ケー・エス九州サービス  

 ㈱ エ ス ・ イ ー ・ エ ム  

投 資 
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経 営 方 針 

 

１．会社の経営の基本方針 

 当社は、「感性に訴える こだわりのもの造りを通じて お客様のライフスタイルを より個性豊

かなものに演出する事に 挑戦し続ける。」との企業理念に基づき、つぎの５項目を経営方針として

おります。 

①お客様の立場で行動する。 

②全ての品質を向上する。 

③世界的視野で行動する。 

④市場は自ら創造する。 

⑤環境との調和を図る。 

   

２．会社の利益配分に関する基本方針 

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識し、配当金につきまして

は、継続的な安定配当を基本とし、業績および配当性向等を総合的に勘案して決定しております。 
また、内部留保資金につきましては、長期安定的な経営基盤の確立に向けて、研究開発投資や生産・

販売体制の整備および新規事業分野の展開に活用してまいります。 
なお、当期の配当金につきましては、１株当たり１０円とさせていただく予定であります。 

 

３．投資単位の引下げに関する考え方および方針等 

 当社は、株式の流動性の向上および投資家層の拡大が重要な課題であると認識しており、株価の動

向や株式市場の要請等を勘案して、必要に応じて、投資単位の引下げを検討してまいります。 
 

４．中長期的な会社の経営戦略 

当社は、平成16年に策定した中長期プラン『Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ １００』のもとで毎年３ヶ年計

画のローリングを行い、長期安定的な経営基盤の確立に向けた各種施策を展開しております。 

（『Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ １００』の１００は、「連結売上高１００億円」、「お客様満足度１００％」、

「品質１００％」の目標をあらわすものです。） 

 

中期３ヶ年計画に掲げる主な課題および施策は次のとおりであります。 

(1)安定的な事業基盤の確立 

経営資源を強化・集中し、なかでも既存事業の収益力を回復かつ高めることにより、長期的か

つ安定した収益体質を構築いたします。 

主力である国内向けのアフターパーツ事業では、①お客様のニーズに合った商品の提供、②商

品群ごとの製販技一貫体制の構築、③製造コスト低減による商品力の強化に注力してまいります。 

また、ＨＫＳブランドを更に高めていくために、品質向上活動を推進することにより、信頼さ

れる商品づくりに注力してまいります。 

(2)海外市場の拡大 

マーケットの特性に合った商品開発を強化し、米国市場を中心とした売上の拡大を進めてまい

ります。 

欧州市場およびアジア市場においては、英国・タイ国の営業拠点をベースとして周辺諸国への

販売活動を強化し、事業規模の拡大を推進いたします。 

(3)新規事業の収益貢献の早期化 

当社における商品事業としての 低規模である、２億円を超える売上高の早期達成に向けた施

策を推進し、事業基盤の多軸化を推進してまいります。 

 

５．目標とする経営指標 

新３ヶ年計画（平成19年８月期～平成21年８月期）においては、 終年度となる平成21年８月期の

単体売上高 81 億円、経常利益４億円を目標としております。 

  
 

 



－ － 4

 

６．親会社等に関する事項 

該当事項はありません。 

 

７．内部管理体制の整備・運用状況 

当該事項につきましては、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」に記載のとおりであります。 
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経 営 成 績 お よ び 財 政 状 況 
 

１．経営成績 

(1)当期の概況 

当期におけるわが国経済は、天候不順やガソリン価格上昇などのマイナス要因がありましたが、企

業の積極的な設備投資の拡大と、雇用・所得環境の改善を背景とした個人消費の伸びが両輪となって、

内需主導の成長が続きました。海外においては、米国では企業生産の拡大や企業収益の高い伸びが続

きましたが、住宅投資の減少など景気減速の兆候がみられるようになりました。英国では個人消費が

持ち直したことにより、堅調に景気が拡大しました。またタイ国では、原油高と金利上昇、政局不安

が続くなかで、個人消費と設備投資がともに減速しました。 

このような状況のもと、日本国内においては、卸・量販店向けの販売が春先の需要期を迎えて急激

に冷え込んだことにより、アフターパーツの売上高が前期実績を下回りましたが、自動車メーカー向

けの受託加工売上が伸長したことにより、国内売上高が前期に比べて増加しました。海外においては、

米国における福祉車両用部品の販売が、納入先自動車メーカーの生産調整の影響により減少しました

が、パフォーマンスパーツの販売は堅調に推移しました。英国においては、レーシングサポート売上

が減少するとともに、パフォーマンスパーツの販売も低調に推移しました。また、アジアにおいては、

タイ国を拠点とした周辺諸国への輸出増加や、中国広東省の新規代理店向けの販売が貢献し、売上高

が増加しました。 

この結果、当期における売上高は 8,183 百万円（前期比 3.1％増加）となりました。 

利益面では、売上高の増加により売上総利益は増加しましたが、人件費や広告宣伝費、試験研究費

等の費用が増加したことにより、経常利益はほぼ前年並みとなりました。一方で、当期から「固定資

産の減損に係る会計基準」の適用を開始したことに伴い、子会社である㈱エッチ ケー エス 北海道

サービスの保有する固定資産につき減損損失を計上しました。 

この結果、営業利益は 187 百万円（前期比 6.8％減少）、経常利益は 214 百万円（前期比 1.4％増加）

当期純利益は 25 百万円（前期比 81.8％減少）となりました。 

  

所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

（日本） 

 売上高は、アフターパーツの販売が夏場を迎えても冷え込みが回復せずに前期に比べて減少し

ましたが、自動車メーカー向けの受託加工売上が伸長したことにより、7,204 百万円と前期に比

べて 45 百万円の増加となりました。 

営業利益は、自動車メーカー向けの受託加工売上が伸長したことにより売上総利益が増加し、

試験研究費等が増加しましたが、314 百万円と前期に比べて 23 百万円の増加となりました。 

 

（北米） 

 売上高は、パフォーマンスパーツの販売はほぼ横ばいで推移しましたが、福祉車両用部品の販

売が納入先自動車メーカーの生産調整の影響で減少し、1,224 百万円と前期に比べて 19 百万円

の減少となりました。 

営業利益は、売上拡大を目的とした広告宣伝活動を積極的に行った結果、８百万円と前期に比

べて 28 百万円の減少となりました。 

 

（欧州） 

売上高は、国内競合メーカーが輸出を積極化したことによる影響と、レーシングサポート売上

が減少したことにより、478 百万円と前期に比べて 62 百万円の減少となりました。 

営業利益は、売上高の減少により、62 百万円と前期に比べて 37 百万円の減少となりました。 

 

（アジア） 

 タイ国を拠点とした周辺諸国への輸出増加や、中国広東省の新規代理店向けの販売が貢献し、

売上高は 372 百万円と前期に比べて 98 百万円の増加となりました。 

営業利益は、売上高増加により、41 百万円と前期に比べて６百万円の増加となりました。 
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(2)次期の見通し 

今後の見通しにつきましては、日本国内では堅調な個人消費と設備投資の増加基調が継続し、民間

需要主体の安定成長が続くことが予想されます。米国では住宅投資の鈍化やガソリン価格の上昇等の

影響により景気拡大のペースがゆるやかに減速していくと予想されます。また、英国では内需を中心

とした経済成長が継続すると予想され、タイ国ではクーデターによる企業活動への大きな変化はない

と予想されますが、新政府の経済運営については不透明です。 

このようななかで、当社グループ事業の主力となるアフターパーツ市場は、国内市場の縮小と競合

メーカーの積極的な海外展開が進み、厳しい市場競争が続くことが予想されます。 

 当社グループは、既存事業における品質・コスト・商品供給力を更に高めていくことにより、安定

配当の前提となる事業規模を確保するとともに、将来の収益源となるべき新規事業への投資を併せて

推進し、長期安定的な経営基盤を確立すべく、諸施策を推進してまいります。 

平成19年８月期は、売上高 8,400 百万円（前期比 2.6％増加）、営業利益 250 百万円（前期比 33.5％

増加）、経常利益 240 百万円（前期比 11.8％増加）、当期純利益 110 百万円（前期比 324.9％増加）を

予定しております。 

 なお、上記の業績見通しは、現時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、リスクや不

確実性を含んでおります。実際の業績は、経済情勢、為替変動等の様々な要因により、業績見通しと

は異なる可能性があります。 

 
 

２．財政状態 

営業活動によるキャッシュ・フローは 296 百万円の収入となりました。これは主に、たな卸資産の

増加により 313 百万円の支出があった一方で、税金等調整前当期純利益 171 百万円、減価償却費 483

百万円の収入があったことによるものです。 

投資活動によるキャッシュ・フローは 458 百万円の支出となりました。これは主に、有形固定資産

の取得によるものです。 

財務活動によるキャッシュ・フローは 146 百万円の支出となりました。これは主に、長期借入金の

返済によるものです。 

以上の結果、現金及び現金同等物の当期末残高は前期末に比べて 285 百万円減少し、1,931 百万円

となりました。 

 

当社グループのキャッシュ･フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 平成17年８月期 平成18年８月期 

自己資本比率（％） 71.2 72.0 

時価ベースの自己資本比率（％） 24.7 27.5 

債務償還年数（年） 2.1 3.6 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 29.1 14.0 

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 
※ 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。 
※ 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。 
※ 営業キャッシュ・フローおよび利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業

活動によるキャッシュ・フロー」および「利息の支払額」を用いております。 
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３．事業等のリスク 

決算短信に記載した事項のうち、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、文中における将来に関する事項は、当期末現在において当社グルー

プが判断したものであります。 

(1)市場における競争 

当社グループは、アフターパーツの総合メーカーとしての高いブランド力を背景にした事業を展開

しておりますが、個々の製品分野ごとに競合他社が存在しており、厳しい競争にさらされております。

また近年は、自動車メーカーがアフターパーツ市場にも積極的な姿勢を示しており、更に競争が激化

する可能性があります。当社は、お客様のニーズを敏感にとらえ、魅力ある製品をタイムリーに提供

することにより、ブランド力の維持・向上をはかっておりますが、これができない場合には、売上高

および販売シェアが減少するリスクがあります。また、急激に価格競争が進んだ場合には、利益率の

低下を引き起こすリスクがあります。 

(2)自動車メーカーの商品戦略 

当社グループは、自動車メーカーの販売する自動車に取り付けるパーツの販売を主体とした事業を

行っているため、自動車メーカーの展開する商品カテゴリーの変化により、当社グループのユーザー

層が変化することがあります。近年は、当社グループの得意とするスポーツカーのカテゴリーが減少

し、ミニバン・ワゴン・軽自動車が増加したことにより、販売モデルや価格帯が変化し売上高が減少

しました。このように、自動車メーカーが商品戦略を急激かつ大規模に変化させた場合、当社グルー

プの業績と財務状況に悪影響を及ぼすリスクがあります。 

(3)地震等自然災害による影響 

地震、噴火等の自然災害の発生により、当社グループの生産拠点が損害を受ける可能性があります。

当社の生産拠点は富士宮市に集中しているため、予想される東海地震が発生した場合、施設の損害や

復旧費用のほかに、生産活動ができなくなることにより事業活動に障害または遅延をきたす可能性が

あります。大規模または長期間の障害または遅延が発生した場合、当社グループの業績と財務状況に

悪影響が及ぶリスクがあります。 

(4)為替の変動 

当社グループは、米国、英国、タイ国に販売拠点を設けて事業活動を行っておりますが、海外で販

売している商品の大半が日本国内で生産され輸出されております。当社グループでは為替ヘッジ取引

を行い、円と取引外貨間の為替レート変動による悪影響を 小限にとどめる努力をしておりますが、

急激かつ大幅な円高が発生した場合には、海外における価格競争力を失い、当社グループの業績と財

務状況に悪影響が及ぶリスクがあります。 

(5)環境その他の規制 

当社グループは、事業活動を行っているそれぞれの国において、安全性、騒音、排気ガス等の環境

規制、その他の法規制を受けております。法律の改正により、当社グループの費用負担が大幅に増加

するリスクがあります。 

(6)顧客企業の変化 

当社グループは、当社グループの営業所を通して販売活動を行っているとともに、量販店に対する

販売や自動車メーカーに対しての部品・技術の供給を行っています。これらの自動車メーカーや大手

量販店に対する売上は、当社グループが管理できない要因により影響を受けることがあります。 
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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） 

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  2,216,825  1,946,140 

２．受取手形及び売掛金  1,273,812  1,144,284 

３．たな卸資産  1,990,066  2,325,745 

４．繰延税金資産  167,992  169,490 

５．その他  145,042  129,954 

貸倒引当金  △61,352  △28,972 

流動資産合計  5,732,386 49.6  5,686,643 49.5

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※１   

(1）建物及び構築物 ※２ 1,970,421  1,905,666 

(2）機械装置及び運搬具 ※２ 819,913  889,466 

(3）土地 ※２ 2,076,575  2,011,890 

(4）建設仮勘定  7,128  31,279 

(5）その他 ※２ 172,004  209,126 

有形固定資産合計  5,046,043 43.6  5,047,428 44.0

２．無形固定資産    

(1）その他  117,961  83,766 

無形固定資産合計  117,961 1.0  83,766 0.7

３．投資その他の資産    

(1）投資有価証券 ※３ 67,622  85,100 

(2）長期貸付金  29,443  29,143 

(3）繰延税金資産  424,016  420,345 

(4）その他  257,798  205,743 

貸倒引当金  △108,928  △72,115 

投資その他の資産合計  669,952 5.8  668,217 5.8

固定資産合計  5,833,958 50.4  5,799,412 50.5

資産合計  11,566,344 100.0  11,486,056 100.0
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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） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．支払手形及び買掛金  1,054,831  980,420 

２．短期借入金 ※２ 423,824  496,034 

３．未払法人税等  87,972  90,308 

４．賞与引当金  93,334  100,300 

５．その他  606,185  605,902 

流動負債合計  2,266,147 19.6  2,272,964 19.8

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金 ※２ 759,966  573,670 

２．繰延税金負債  1,106  126 

３．退職給付引当金  161,960  188,565 

４．役員退職慰労引当金  116,890  127,420 

固定負債合計  1,039,922 9.0  889,782 7.7

負債合計  3,306,070 28.6  3,162,747 27.5

（少数株主持分）    

少数株主持分  30,767 0.2  － －

（資本の部）    

Ⅰ 資本金 ※４ 878,750 7.6  － －

Ⅱ 資本剰余金  963,000 8.3  － －

Ⅲ 利益剰余金  6,545,784 56.6  － －

Ⅳ その他有価証券評価差額金  7,710 0.1  － －

Ⅴ 為替換算調整勘定  6,616 0.1  － －

Ⅵ 自己株式 ※５ △172,355 △1.5  － －

資本合計  8,229,506 71.2  － －

負債、少数株主持分及び資本合計  11,566,344 100.0  － －

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金  － －  878,750 7.6

２．資本剰余金  － －  963,000 8.4

３．利益剰余金  － －  6,369,208 55.5

株主資本合計  － －  8,210,958 71.5

Ⅱ 評価・換算差額等    

１．その他有価証券評価差額金  － －  17,313 0.2

２．為替換算調整勘定  － －  44,626 0.4

評価・換算差額等合計  － －  61,940 0.6

Ⅲ 少数株主持分  － －  50,409 0.4

純資産合計  － －  8,323,308 72.5

負債純資産合計  － －  11,486,056 100.0

（注） 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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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） 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高  7,940,746 100.0  8,183,449 100.0

Ⅱ 売上原価 ※１ 4,491,843 56.6  4,584,310 56.0

売上総利益  3,448,902 43.4  3,599,138 44.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１   

１．広告宣伝費  257,450 293,350  

２．給与手当  1,088,212 1,142,200  

３．貸倒引当金繰入額  40,844 －  

４．賞与引当金繰入額  54,833 61,343  

５．退職給付費用  18,195 30,700  

６．役員退職慰労引当金繰入額  8,870 10,530  

７．減価償却費  212,336 216,727  

８．その他  1,567,264 3,248,007 40.9 1,656,992 3,411,843 41.7

営業利益  200,895 2.5  187,295 2.3

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  7,415 9,257  

２．受取配当金  864 1,162  

３．受取賃貸料  2,415 4,288  

４．受取スポンサー料  7,000 7,000  

５．スクラップ売却収入  8,291 2,159  

６．為替差益  － 18,180  

７．持分法による投資利益  655 995  

８．その他  20,923 47,567 0.6 15,584 58,630 0.7

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  19,785 21,668  

２．支払賃借料  537 －  

３．為替差損  8,114 －  

４．売上割引  7,423 9,062  

５．その他  842 36,702 0.4 573 31,304 0.4

経常利益  211,759 2.7  214,620 2.6

Ⅵ 特別利益    

１．固定資産売却益 ※２ 2,744 7,109  

２．商権譲渡益  45,714 －  

３．貸倒引当金戻入益  － 48,459 0.6 25,149 32,259 0.4

Ⅶ 特別損失    

１．固定資産売却損 ※３ － 157  

２．固定資産除却損 ※４ 4,801 6,387  

３．投資有価証券評価損  － 999  

４．減損損失 ※５ － 4,801 0.1 67,342 74,888 0.9

税金等調整前当期純利益  255,417 3.2  171,992 2.1

法人税、住民税及び事業税  124,856 134,440  

法人税等調整額  △24,329 100,526 1.3 △4,995 129,444 1.6

少数株主利益（控除）  12,856 0.1  16,657 0.2

当期純利益  142,034 1.8  25,890 0.3

（注） 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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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   963,000   

Ⅱ 資本剰余金期末残高   963,000   

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ 利益剰余金期首残高   6,405,449   

Ⅱ 利益剰余金増加高      

１．当期純利益  142,034 142,034   

Ⅲ 利益剰余金減少高      

１．役員賞与  1,700 1,700   

Ⅳ 利益剰余金期末残高   6,545,784   

(注) 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．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）          （単位：千円） 

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 878,750 963,000 6,545,784 △172,355 8,215,178

当連結会計年度中の変動額   

剰余金の配当  △25,110  △25,110

役員賞与  △5,000  △5,000

当期純利益  25,890  25,890

自己株式の消却  △172,355 172,355 －

株主資本以外の項目の当

連結会計年度中の変動額

(純額) 

 －  －

当連結会計年度中の変動

額合計 
－ － △176,575 172,355 △4,219

平成18年８月31日残高 878,750 963,000 6,369,208 － 8,210,958

 
 （単位：千円） 

評価・換算差額等 

 
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 

少数株主持分 純資産合計 

平成17年８月31日残高 7,710 6,616 14,327 30,767 8,260,273

当連結会計年度中の変動額  

剰余金の配当  －  △25,110

役員賞与  －  △5,000

当期純利益  －  25,890

自己株式の消却  －  － 

株主資本以外の項目の当

連結会計年度中の変動額

(純額) 

9,602 38,010 47,613 19,641 67,254

当連結会計年度中の変動

額合計 
9,602 38,010 47,613 19,641 63,034

平成18年８月31日残高 17,313 44,626 61,940 50,409 8,323,308
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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）

区分 
注記

番号
金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前当期純利益  255,417 171,992 

減価償却費  451,370 483,238 

減損損失  － 67,342 

賞与引当金の増減額（減少：△）  4,738 6,966 

退職給付引当金の増減額（減少：△）  4,259 26,605 

役員退職慰労引当金の増減額（減少：△）  7,710 10,530 

受取利息及び受取配当金  △8,280 △10,420 

支払利息  19,785 21,668 

為替差損益（差益：△）  34 △54 

固定資産除売却損  4,801 6,545 

固定資産売却益  △2,744 △7,109 

商権譲渡益  △45,714 － 

売上債権の増減額（増加：△）  △185,052 143,623 

たな卸資産の増減額（増加：△）  △137,810 △313,721 

その他流動資産の増減額（増加：△）  △25,167 16,627 

仕入債務の増減額（減少：△）  228,350 △96,342 

その他流動負債の増減額（減少：△）  88,218 △62,785 

未払消費税等の増減額（減少：△）  △23,499 5,380 

役員賞与の支払額  △1,700 △5,000 

その他  21,730 △23,977 

小計  656,448 441,108 

利息及び配当金の受取額  8,279 10,322 

利息の支払額  △19,557 △21,184 

法人税等の支払額  △76,979 △133,809 

営業活動によるキャッシュ・フロー  568,191 296,436 

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  － △14,398 

有形固定資産の取得による支出  △329,840 △448,655 

有形固定資産の売却による収入  828 16,592 

商権譲渡による収入  45,714 － 

その他  △5,475 △12,527 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △288,773 △458,988 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入れによる収入  22,547 67,412 

短期借入金の返済による支出  △1,073 － 

長期借入れによる収入  2,262 1,530 

長期借入金の返済による支出  △189,989 △189,187 

配当金の支払額  △362 △25,025 

少数株主への配当金の支払額  － △1,090 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △166,614 △146,359 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  6,969 23,193 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△）  119,773 △285,717 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  2,097,052 2,216,825 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  2,216,825 1,931,108 

（注） 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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連結財務諸表作成のための基本となる事項 

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 連結子会社の数 ８社 連結子会社の数 ９社 

 ＨＫＳ ＵＳＡ，ＩＮＣ． 

ＨＫＳ ＥＵＲＯＰＥ ＬＩＭＩＴＥＤ 

ＨＫＳ（Ｔｈａｉｌａｎｄ）Ｃｏ．，Ｌｔｄ． 

ＬＩＦＥＣＡＲＥ ＭＯＢＩＬＩＴＹ，ＩＮＣ． 

㈱エッチ ケー エス 北海道サービス 

㈱エッチ・ケー・エス アビエーション 

日生工業㈱ 

㈱エッチ・ケー・エス テクニカルファクトリー 

 

なお、前連結会計年度において連結子

会社でありました㈱エッチ・ケー・エ

ス静岡サービスは清算したため損益

計算書およびキャッシュ・フロー計算

書を除き連結の範囲から除外してお

ります。 

ＨＫＳ ＵＳＡ，ＩＮＣ． 

ＨＫＳ ＥＵＲＯＰＥ ＬＩＭＩＴＥＤ 

ＨＫＳ（Ｔｈａｉｌａｎｄ）Ｃｏ．，Ｌｔｄ． 

ＬＩＦＥＣＡＲＥ ＭＯＢＩＬＩＴＹ，ＩＮＣ． 

ＨＫＳ ＳＰ Ｌｔｄ 

㈱エッチ ケー エス 北海道サービス 

㈱エッチ・ケー・エス アビエーション 

日生工業㈱ 

㈱エッチ・ケー・エス テクニカルファクトリー 

 

なお、ＨＫＳ ＳＰ Ｌｔｄは当

連結会計年度より連結子会社となっ

ております。 

(イ）持分法適用の非連結子会社数 ０社 (イ）持分法適用の非連結子会社数 ０社２．持分法の適用に関する事

項 (ロ）持分法適用の関連会社数   １社 (ロ）持分法適用の関連会社数   １社

 HKS-IT Co.,Ltd. HKS-IT Co.,Ltd. 

 (ハ) 持分法を適用しない非連結子会社

および関連会社のうち主要な会社等

の名称 

(ハ）持分法を適用しない非連結子会社お

よび関連会社のうち主要な会社等の

名称 

 ㈱エッチ・ケー・エス関西サービス 

㈱エス・イー・エム 

同左 

 （持分法を適用しない理由） （持分法を適用しない理由） 

  持分法非適用会社は、それぞれ連結

純損益および連結剰余金に及ぼす影

響が軽微であり、かつ全体としても重

要性がないため、持分法の適用から除

外しております。 

同左 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 全ての連結子会社の決算日は６月

30日であります。連結財務諸表の作成

にあたっては同決算日現在の財務諸

表を使用し、連結決算日との間に生じ

た重要な取引は、連結上必要な調整を

行っております。 

同左 

４．会計処理基準に関する事

項 

  

(イ）有価証券 (イ）有価証券 (1）重要な資産の評価基準

および評価方法  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 

 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） 

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） 

 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 

 (ロ）たな卸資産 (ロ）たな卸資産 

  製品・原材料および仕掛品…主とし

て移動平均法による原価法 

 貯蔵品… 終仕入原価法による原

価法 

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） 

(イ）有形固定資産 (イ）有形固定資産 (2）重要な減価償却資産の

減価償却方法  親会社および国内子会社４社は主

として定率法（ただし、平成10年９月

１日以降に取得した建物（建物附属設

備を除く）は定額法）を採用し、海外

子会社４社は定額法を採用しており

ます。 

 なお、主な耐用年数は、建物及び構

築物３～50年、機械装置及び運搬具２

～13年であります。 

 親会社および国内子会社は主とし

て定率法（ただし、平成10年９月１日

以降に取得した建物（建物附属設備を

除く）は定額法）を採用し、海外子会

社は定額法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は、建物及び構

築物３～50年、機械装置及び運搬具２

～13年であります。 

 (ロ）無形固定資産 (ロ）無形固定資産 

  ソフトウェア（自社利用分）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。 

同左 

(イ）貸倒引当金 (イ）貸倒引当金 (3）重要な引当金の計上基

準  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勘案し、回

収不能見込額を計上しております。 

同左 

 (ロ）賞与引当金 (ロ）賞与引当金 

  従業員の賞与の支給に備えるため、

当連結会計年度に負担すべき支給見

込額を計上しております。 

同左 

 (ハ）退職給付引当金 (ハ）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

務および年金資産の見込額に基づき

計上しております。 

 なお、会計基準変更時差異（86,447

千円）については、５年による按分額

を費用控除処理しております。 

 数理計算上の差異は、５年による定

額法により、翌連結会計年度から処理

することとしております。 

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

務および年金資産の見込額に基づき

計上しております。 

数理計算上の差異は、５年による定

額法により、翌連結会計年度から処理

することとしております。 

 (ニ）役員退職慰労引当金 (ニ）役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支給に充てる

ため、内規に基づく期末要支給額を計

上しております。 

同左 

   

(4）重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への換

算基準 

 外貨建金銭債権債務は、連結決算日

の直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理しており

ます。なお、在外子会社等の資産およ

び負債は、在外子会社の決算日の直物

為替相場により円貨に換算し、換算差

額は少数株主持分および資本の部に

おける為替換算調整勘定に含めて計

上しております。 

 外貨建金銭債権債務は、連結決算日

の直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理しており

ます。なお、在外子会社等の資産およ

び負債は、在外子会社の決算日の直物

為替相場により円貨に換算し、換算差

額は純資産の部における少数株主持

分および為替換算調整勘定に含めて

計上しております。 

(5）重要なリース取引の処

理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。 

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） 

(6）重要なヘッジ会計の方法 (イ）ヘッジ会計の方法 (イ）ヘッジ会計の方法 

  為替予約が付されている外貨建金

銭債権債務等については、振当処理を

行っております。 

同左 

 (ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象 (ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段･･･為替予約 

ヘッジ対象･･･外貨建金銭債権債務  

       等 

同左 

 (ハ）ヘッジ方針 (ハ）ヘッジ方針 

  主として親会社は、外貨建取引の為

替相場の変動リスクを回避する目的

で為替予約取引を行っており、ヘッジ

対象の識別は個別契約ごとに行って

おります。 

同左 

 (ニ）ヘッジ有効性評価の方法 (ニ）ヘッジ有効性評価の方法 

  為替予約の締結時にリスク管理方

針に従って、外貨建による同一金額で

同一期日の為替予約をそれぞれ振当

てているため、その後の為替相場の変

動による相関関係は完全に確保され

ているので決算日における有効性の

評価を省略しております。 

同左 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 (7）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項  税抜方式によっております。 同左 

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

方法は、全面時価評価法によっており

ます。 

同左 

６．連結調整勘定の償却に関

する事項 

 連結調整勘定の償却については、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い

に関する事項 

 連結剰余金計算書は、連結会社の利

益処分または損失処理について連結

会計年度中に確定した利益処分また

は損失処理に基づいて作成しており

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、随時引き出し可能な預金

およ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。 

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 

前事業年度 
（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）および「固定

資産の減損に係る会計基準適用方針」（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。

これにより、税金等調整前当期純利益は67,342千円減少し

ております。 

なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務諸

表規則に基づき資産の金額から直接控除しております。

 

                     （貸借対照表の純資産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」（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準第５号）および「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8,272,899千円

であります。 

なお、連結財務諸表等規則の改正により、当連結会計年

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

連結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） 

前連結会計年度まで営業外収益の「その他」として表示

しておりました「スクラップ売却収入」は金額的重要性が

高まってきたことから、当連結会計年度より区分掲記する

こととしました。なお、前連結会計年度の「スクラップ売

却収入」は8,018千円であります。 
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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 有形固定資産の減価償却累計額 6,125,014千円 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 6,490,782千円

※２ 担保に供している資産およびこれに対応する債務

は次のとおりであります。 

※２ 担保に供している資産およびこれに対応する債務

は次のとおりであります。 

(イ）担保に供している資産 (イ）担保に供している資産 
 

科目 工場財団 その他 

建物及び構築物 1,554,880千円 201,876千円

機械装置及び運搬具 182,183 － 

土地 1,411,546 228,953 

有形固定資産その他 9,130 － 

合計 3,157,740千円 430,830千円
  

 
科目 工場財団 その他 

建物及び構築物 1,468,426千円 187,325千円

機械装置及び運搬具 155,222 － 

土地 1,411,546 161,611 

有形固定資産その他 7,951 － 

合計 3,043,146千円 348,937千円
  

(ロ）上記に対応する債務 (ロ）上記に対応する債務 
 

科目 金額 

短期借入金 268,336千円

長期借入金 671,494 

合計 939,830千円
  

 
科目 金額 

短期借入金 266,192千円

長期借入金 505,302 

合計 771,494千円
  

※３ 非連結子会社および関連会社に対する主な資産は

次のとおりであります。 

※３ 非連結子会社および関連会社に対する主な資産は

次のとおりであります。 
 

投資有価証券 15,838千円
  

 
投資有価証券 15,700千円

  
※４ 当社の発行済株式総数は、普通株式5,380,000株で

あります。 

※４                  

※５ 連結会社が保有する自己株式の数は、普通株式

358,000株であります。 

※５                  
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（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 一般管理費および当期製造費用に含まれる研究開

発費 

※１ 一般管理費および当期製造費用に含まれる研究開

発費 

736,072千円 834,762千円 

※２ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

機械装置及び運搬具 2,744千円

計 2,744千円
  

※２ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

機械装置及び運搬具 7,108千円

有形固定資産その他 1千円

計 7,109千円
  

※３                  ※３ 固定資産売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 157千円

計 157千円 

※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。
 

機械装置及び運搬具 2,245 千円

有形固定資産その他 1,614 

無形固定資産 711 

投資その他の資産その他 229 

計 4,801 千円
  

 
建物及び構築物 1,034千円

機械装置及び運搬具 2,779 

建設仮勘定 1,705 

有形固定資産その他 867 

計 6,387千円
  

※５                  ※５ 減損損失  
   当連結会計期間において、当社グループは以下の

資産グループについて減損損失を計上しておりま
す。 

場所 用途 種類 

北海道札幌市 
他１件 

事業用資産 土地 

当社グループは、事業用資産について管理会計上
の区分を基礎とし、原則として工場および各営業所
単位で、遊休資産は個別物件単位でグルーピングを
行っております。 
上記の事業用資産については、時価が帳簿価額に

対して著しく下落しているため、帳簿価額を回収可
能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特
別損失に計上しております。その内訳は、土地67,342
千円であります。 

   なお、当事業用資産の回収可能価額は正味売却価

額により測定しており、不動産鑑定評価額又は固定

資産税評価額を合理的に調整した価額に基づき算定

しております。  

 



－ － 20

（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．発行済株式の種類および総数に関する事項                  （単位：千株） 

株式の種類 
前連結会計年度末 

株式数 

当連結会計年度 

増加株式数 

当連結会計年度 

減少株式数 

当連結会計年度末 

株式数 

普通株式 5,380 ― 358 5,022 

（注）発行済株式数の減少は、自己株式の消却によるものであります。 

 

２．自己株式の種類および総数に関する事項                   （単位：千株） 

株式の種類 
前連結会計年度末 

株式数 

当連結会計年度 

増加株式数 

当連結会計年度 

減少株式数 

当連結会計年度末 

株式数 

普通株式 358 ― 358 ― 

（注）普通株式の自己株式の株式数の減少は、自己株式の消却によるものであります。 

 

  

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11月29日 

定時株主総会 
普通株式 25,110 5 平成17年８月31日 平成17年11月30日

 

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

決議予定 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11月29日 

定時株主総会 
普通株式 50,220 利益剰余金 10 平成18年８月31日 平成18年11月30日

 

 

（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） 

  資金の範囲に含めた現金及び現金同等物の内容並び

にその期末残高の連結貸借対照表科目別の内訳 

 資金の範囲に含めた現金及び現金同等物の内容並び

にその期末残高の連結貸借対照表科目別の内訳 
 

現金及び預金 2,216,825千円

現金及び現金同等物 2,216,825千円
  

 
現金及び預金 

預入期間が3ヶ月を超える定期預金 

1,946,140千円

△15,032千円

現金及び現金同等物 1,931,108千円
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（セグメント情報） 

１．事業の種類別セグメント情報 

 前連結会計年度（自平成16年９月１日 至平成17年８月31日） 
 事業の種類として「自動車等の関連部品事業」および「超軽量小型飛行機事業」に区分しております
が、当連結会計年度については、全セグメントの売上高の合計、営業利益および全セグメントの資産の
金額の合計額に占める「自動車等の関連部品事業」の割合がいずれも 90％を超えているため、事業の種
類別セグメント情報の記載を省略しております。 

 
 当連結会計年度（自平成17年９月１日 至平成18年８月31日） 
 事業の種類として「自動車等の関連部品事業」および「超軽量小型飛行機事業」に区分しております
が、当連結会計年度については、全セグメントの売上高の合計、営業利益および全セグメントの資産の
金額の合計額に占める「自動車等の関連部品事業」の割合がいずれも 90％を超えているため、事業の種
類別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

２．所在地別セグメント情報 

 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） 

 
日本 

（千円） 
ヨーロッパ
（千円）

北米 
（千円）

アジア 
（千円）

計 
（千円）

消去また
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 

6,047,140 524,094 1,202,761 166,749 7,940,746 － 7,940,746

(2）セグメント間の内部
売上高または振替高 

1,111,737 16,469 41,477 107,574 1,277,259 (1,277,259) －

計 7,158,878 540,563 1,244,238 274,324 9,218,005 (1,277,259) 7,940,746

営業費用 6,867,996 440,492 1,207,885 239,296 8,755,670 (1,015,819) 7,739,850

営業利益 290,882 100,071 36,353 35,027 462,334 (261,439) 200,895

Ⅱ 資産 9,408,558 543,133 667,053 155,893 10,774,637 791,706 11,566,344

 
 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） 
ヨーロッパ
（千円）

北米 
（千円）

アジア 
（千円）

計 
（千円）

消去また
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 

6,206,671 474,701 1,212,264 289,812 8,183,449 － 8,183,449

(2）セグメント間の内部
売上高または振替高 

998,014 3,698 12,197 82,810 1,096,722 (1,096,722) －

計 7,204,686 478,399 1,224,461 372,623 9,280,171 (1,096,722) 8,183,449

営業費用 6,890,452 416,194 1,216,287 330,978 8,853,912 (857,758) 7,996,153

営業利益 314,233 62,204 8,174 41,645 426,258 (238,963) 187,295

Ⅱ 資産 9,468,511 486,949 756,387 227,151 10,938,999 547,056  11,486,056

 （注）１．国または地域の区分は、地理的近接度によっております。 
２．本邦以外の区分に属する主な国または地域 
(1）ヨーロッパ…イギリス 
(2）北米   …アメリカ 
(3）アジア  …タイ 

３．営業費用のうち、消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、親会社本
社の総務部門等管理部門に係る費用であります。 
前連結会計年度    213,068 千円 
当連結会計年度    223,684 千円 

４．資産のうち、消去または全社の項目に含めた全社資産の主なものは、親会社での余資運用資
金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）および管理部門に係る資産等であります。 
前連結会計年度   1,768,303 千円 
当連結会計年度   1,414,942 千円 
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３．海外売上高 

 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） 

 ヨーロッパ 北米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 555,357 1,226,833 508,843 2,291,034 

Ⅱ 連結売上高（千円）    7,940,746 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売
上高の割合(％) 

7.0 15.4 6.4 28.9 
 

 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） 

 ヨーロッパ 北米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 507,747 1,212,218 707,449 2,427,415 

Ⅱ 連結売上高（千円）    8,183,449 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売
上高の割合(％) 

6.2 14.8 8.6 29.7 

 （注）１．国または地域の区分は、地理的近接度によっております。 
２．本邦以外の区分に属する主な国または地域 
(1）ヨーロッパ …イギリスその他欧州域内諸国 
(2）北米    …アメリカ 
(3）その他の地域…アジア諸国 

３．海外売上高は、当社およ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。 
 

 
（リース取引関係） 
ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。 
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（関連当事者との取引） 
 

前連結会計年度（自平成16年９月１日 至平成17年８月31日） 
役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 会社等の名称 住所 
資本金又
は出資金 

事業の内容
又は職業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高
（千円）

長谷川 浩之 － － 
当社代表取
締役社長 

被所有 

36.7％
－ － 土地の賃借 9,168 未払金 －

塩川 修治 － － 当社監査役
被所有 
 

0.4％
－ － 

特許出願等
の業務委託

10,290 未払金 2,320
役員および
その近親者 

長谷川千代子 － － － 
被所有 
 

0.4％
－ － 建物の賃借 1,725 未払金 －

（注）１．取引条件ないし取引条件の決定方針等 
一般的取引条件によっております。 

２．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税が含ま
れております。 

 
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） 

役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 会社等の名称 住所 
資本金又
は出資金 

事業の内容
又は職業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高
（千円）

長谷川 浩之 － － 
当社代表取
締役社長 

被所有 

37.1％
－ － 土地の賃借 9,168 未払金 －

塩川 修治 － － 当社監査役
被所有 
 

0.4％
－ － 

特許出願等
の業務委託

11,534 未払金 2,853
役員および
その近親者 

長谷川千代子 － － － 
被所有 
 

－％
－ － 建物の賃借 1,725 未払金 －

 （注）１．取引条件ないし取引条件の決定方針等 
一般的取引条件によっております。 

２．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税が含ま
れております。 
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（税効果会計関係） 

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．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 

(1）流動の部 (1）流動の部 

（繰延税金資産） （繰延税金資産） 
 

未払事業税 7,810千円

貸倒引当金 17,957 

賞与引当金 39,553 

たな卸資産評価損 67,976 

一括償却資産 6,009 

連結上の未実現利益の調整 43,938 

その他 20,878 

繰延税金資産小計 204,124 

評価性引当額 △35,505 

繰延税金資産合計 168,619 
  

 
未払事業税 7,048千円

貸倒引当金 3,767 

賞与引当金 40,825 

たな卸資産評価損 58,598 

一括償却資産 7,455 

連結上の未実現利益の調整 50,101 

その他 13,344 

繰延税金資産小計 181,141 

評価性引当額 △11,213 

繰延税金資産合計 169,927 
  

（繰延税金負債） （繰延税金負債） 
 

特別償却準備金 627 

繰延税金負債合計 627 

繰延税金資産の純額 167,992 
  

 
特別償却準備金 436 

繰延税金負債合計 436 

繰延税金資産の純額 169,490 
  

(2）固定の部 (2）固定の部 

（繰延税金資産） （繰延税金資産） 
 

貸倒引当金 88,652千円

退職給付引当金 61,964 

役員退職慰労引当金 46,951 

ゴルフ会員権評価損 2,456 

繰越欠損金 269,334 

連結上の未実現利益の調整 13,280 

その他 49,078 

繰延税金資産小計 531,717 

評価性引当額 △102,441 

繰延税金資産合計 429,275 
  

 
貸倒引当金 16,934千円

退職給付引当金 82,073 

役員退職慰労引当金 51,459 

ゴルフ会員権評価損 2,456 

減損損失 27,516 

繰越欠損金 301,769 

連結上の未実現利益の調整 17,400 

その他 23,105 

繰延税金資産小計 522,714 

評価性引当額 △91,028 

繰延税金資産合計 431,686 
  

（繰延税金負債） （繰延税金負債） 
 

特別償却準備金 578 

その他 5,786 

繰延税金負債合計 6,365 

繰延税金資産の純額 422,910 
  

 
特別償却準備金 141 

その他 11,325 

繰延税金負債合計 11,467 

繰延税金資産の純額 420,218 
  

 

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 40.35 ％

(調整)  

住民税均等割等 4.22  

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.69  

子会社の適用税率差異 △4.59  

評価性引当額 △3.04  

税額控除等 1.89  

その他 △0.16  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 39.36 ％

 

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 40.35 ％

(調整)   

住民税均等割等 6.26  

交際費等永久に損金に算入されない項目 3.63  

子会社の適用税率差異 △5.04  

評価性引当額 29.86  

その他 0.20  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 75.26 ％
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（有価証券関係） 
１．その他有価証券で時価のあるもの 

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）

 種類 取得原価 
（千円） 

連結貸借対
照表計上額
（千円） 

差額（千円）
取得原価 
（千円） 

連結貸借対
照表計上額 
（千円） 

差額（千円）

(1）株式 40,004 51,584 11,579 40,902 68,717 27,814

(2）債券 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

連結貸借対
照表計上額
が取得原価
を超えるも
の 

小計 40,004 51,584 11,579 40,902 68,717 27,814

(1）株式 － － － 596 482 △114

(2）債券 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

連結貸借対
照表計上額
が取得原価
を超えない
もの 

小計 － － － 596 482 △114

合計 40,004 51,584 11,579 41,499 69,199 27,700

 
２．前連結会計年度および当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

該当事項はありません。 
 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

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）
 

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

非上場株式 200 200 

（注）なお、減損処理にあたっては、期末における時価が 30％以上下落した場合には全て減損処理を行っ
ております。 

 
（デリバティブ取引関係） 
ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。 
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（退職給付関係） 
１．採用している退職給付制度の概要 

当社および国内連結子会社は、確定給付型の制度として、定年退職者（勤続 20 年以上）を対象と

した適格退職年金制度および退職一時金制度を設けております。 

 

２．退職給付債務に関する事項 

 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）退職給付債務（千円） △361,881 △403,743 

(2）年金資産残高（千円） 209,028 212,207 

(3）未積立退職給付債務(1)＋(2)（千円） △152,853 △191,536 

(4）未認識数理計算上の差異（千円） △9,107 2,971 

(5）退職給付引当金(3)＋(4)（千円） △161,960 △188,565 

 （注）一部の子会社については、退職給付債務の算出にあたり、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 

 
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） 

退職給付費用（千円） 27,790   46,483  

(1）勤務費用（千円） 39,127   40,129  

(2）利息費用（千円） 6,794   7,189  

(3）期待運用収益（減算）（千円） △3,117   △3,135  

(4）会計基準変更時差異の処理額（千円） △17,363   －  

(5）数理計算上の差異の費用処理額（千円） 2,350   2,299  

 
４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 
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）割引率（％） 2.0 2.0 

(2）期待運用収益率（％） 1.5 1.5 

(3）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準 

(4）数理計算上の差異の処理年数 翌連結会計年度から５年 翌連結会計年度から５年 

(5）会計基準変更時差異の処理年数  ５年 － 
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（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 1,637円70銭

１株当たり当期純利益 27円29銭
  

 
１株当たり純資産額 1,647円33銭

１株当たり当期純利益 5円16銭
  

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。 

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) 

当期純利益（千円） 142,034 25,890 

普通株主に帰属しない金額（千円） 5,000 － 

（内 利益処分による役員賞与金） (5,000) (－)

普通株式に係る当期純利益（千円） 137,034 25,890 

期中平均株式数（千株） 5,022 5,022 
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生 産 、 受 注 及 び 販 売 の 状 況 
 
１．生産実績 

 当連結会計年度の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、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)

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 
事業の種類別セグメントの名称 

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

自動車等の関連部品事業 7,115,439 99.1 7,460,772 99.2 345,332 104.9

超軽量小型飛行機事業 63,900 0.9 61,814 0.8 △2,086 96.7

合計 7,179,339 100.0 7,522,586 100.0 343,246 104.8

 （注）１．金額は販売価格によっております。 
２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 
２．受注状況 

 当連結会計年度の受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、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)

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 
事業の種類別セグメントの名称 

受注高 
(千円) 

受注残高 
(千円) 

受注高 
(千円) 

受注残高 
(千円) 

受注高 
(千円) 

受注残高 
(千円) 

自動車等の関連部品事業 645,024 123,813 668,849 53,953 23,825 △69,859

超軽量小型飛行機事業 － － － －  

合計 645,024 123,813 668,849 53,953 23,825 △69,859

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
 
３．販売実績 

 当連結会計年度の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、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)

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 
事業の種類別セグメントの名称 

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

自動車等の関連部品事業 7,868,758 99.1 8,090,875 98.9 222,117 102.8

超軽量小型飛行機事業 71,987 0.9 92,573 1.1 20,585 128.6

合計 7,940,746 100.0 8,183,449 100.0 242,703 103.1

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
 


