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平成18年10月期   決算短信（非連結） 平成１８年１２月１４日 

上 場 会 社 名     三星食品株式会社 上場取引所    大阪証券取引所 ヘラクレス市場 
コ ー ド 番 号     ２２２７ 本社所在都道府県 兵庫県 
（ＵＲＬ http://www.sanseishokuhin.co.jp） 
代 表 者   役職名  代表取締役社長  氏名 湯 本  二 郎 

問 合 せ 先 責 任 者   役職名  取締役管理本部長 氏名 森 田  哲 雄  ＴＥＬ(079)298－2525 
決算取締役会開催日 平成18年12月13日 配当支払開始予定日 平成19年１月29日 
定時株主総会開催日 平成19年１月26日 単元株制度採用の有無 有（１単元100株） 
 
１．18年10月期の業績（平成17年11月１日～平成18年10月31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おります。 

 売上高 営業利益 経常利益 
 
18年10月期 
17年10月期 

百万円   ％
6,255（△3.5）
6,482（ 6.6）

百万円   ％
1,163（△15.4）
1,375（  6.0）

百万円   ％
1,165（△14.5）
1,363（ 10.1）

 

 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10月期 
17年10月期 

百万円   ％ 
634（△18.5） 
779（ 25.8） 

円  銭
127  00
151  83

円  銭
－
－

％
16.5
23.4

％ 
19.8 
23.6 

％
18.6
21.0

(注)①期中平均株式数      18年10月期   4,999,871株    17年10月期   4,999,904株 
②会計処理の方法の変更   無 
③売上高，営業利益，経常利益，当期純利益におけるパーセント表示は，対前期増減率 

 
(2) 財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 
 
18年10月期 
17年10月期 

百万円 
5,790 
5,984 

百万円
4,066
3,629

％ 
70.2
60.7

円  銭
813  26
722  00

(注)①期末発行済株式数   18年10月期   4,999,871株   17年10月期   4,999,871株 

②期末自己株式数    18年10月期      129株   17年10月期      129株 
 
(3) 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 

 
18年10月期 
17年10月期 

百万円 
924 

1,196 

百万円
△883

△1,941

百万円 
△173
△174

百万円
599
733

 
２．19年10月期の業績予想（平成18年11月 1日～平成19年10月31日 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 
中間期 
通 期 

百万円 
3,800 
6,700 

百万円
760

1,180

百万円
430
670

（参考）１株当たり予想当期純利益(通期)  134円00銭 
 
３．配当状況 

・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10月期 15.00 15.00 30.00 149 19.8 4.1
18年10月期 20.00 20.00 40.00 199 31.5 5.2
19年10月期(予想) 20.00 20.00 40.00  

 
 
※ 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作成したものであり、多分に不確定な要素

を含んでおります。実際の業績等は、今後さまざまな要因により、上記予想数値と異なる場合があります。
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１．事業活動の概況 

 当社は、糖アルコール（マルチトールやキシリトール等）を主原料としたキャンディの製造・販売を主たる事業

内容としており、一部他社の製品（相手先商標による製品）を受注し、製造いたしております。 

 なお、当社の事業系統図は、次のとおりであります。 

 

 ［事業系統図］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．経営方針 

 （１）会社経営の基本方針 

当社は、『食品会社として社会の信頼と共感を得る』を経営の基本方針と定め、“食の安全・安心”、

“法令遵守”、“経営情報の積極的開示”等を重要課題とし、おのおのを実践するよう「経営指針」

及び「行動規範」に従い、全社を挙げて、これらの実践に取り組んでおります。 

 

 （２）利益配分に関する基本方針 

当社は、利益配分に際し、配当性向30％を目標に配当額を定め、他は当面、内部に留保し、将来の

事業展開、経営体質強化に備えてまいります。 

なお、当事業年度の配当は、中間配当を合算して１株40円とさせていただきます（前期は、１株に

つき30円の配当）。 

 

 （３）目標とする経営指標 

当社は、“質”重視を基本に「売上高純利益率10％」、「投下資本利益率（ＲＯＩ）18％」確保を

経営の目標と定めております。 

 

仕入先 

菓子メーカー等

問 屋（各社） 

（菓子、食品、健康食品等） 

小 売 店 等 

（コンビニエンス・ストア、スーパー・マーケット、

ドラッグ・ストア、駅売店等） 

終顧客 

（エンド・ユーザー） 

当    社 

協力工場 

販売 

販売

販売

販売ＯＥＭ受注 

原材料 製品 
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 （４）中・長期的な経営戦略 

当社は、「ブランド」、「独自技術」、「固有ノウハウ」等の“無形資産を創造、発揮して製品・

サービスを差別化する”を企業価値拡大の基本戦略と定め、技術力主体の「研究開発型ビジネス」を

追求し、「菓子以上、薬以下」的機能製品を開発すると共に「トクホ」、「特許」等知的財産戦略及

び「Ｍ＆Ａ」、「海外展開」の取組みを経営課題とし、中・長期的には、キャンディの総合メーカー

になることを目標として、業容拡大を計画いたしております。 

 

 （５）会社の対処すべき課題 

  当社の課題は、企業価値拡大の基本戦略に基づき、ブランド力を強化し、独自技術を糧に新製品を

開発し、製品、価格、サービスを差別化することにあり、次のテーマに取り組んでおります。 

①ブランドの育成、普及 

当社の製品は、シュガーレスに特化しており、低カロリーゆえんの事業ブランド「テイカロ」の普及が製品

特性の認知につながることから「テイカロ」ブランドの育成、普及に努めてまいります。 

②差別化製品の開発 

差別化製品の開発は、研究レベルの技術力に加え、設備開発力、生産技術力が必要条件となり、これらの総

合的な技術力が他の追随を許さない差別化製品を生み出すことから、これらの技術力の涵養に取り組んでまい

ります。 

③人材確保と能力開発 

「研究開発型」ビジネスに徹するには、おのおのの領域で優れた人材が不可欠で、人材を確保し、能力をよ

りいっそう開発するため、従業員の処遇向上及び従業員の能力開発に取り組んでまいります。 

 

３．経営成績及び財政状態 

 （１）経営成績 

当事業年度のわが国経済は、低い水準ながら拡大基調にありましたが、菓子業界は、依然として厳しい経営環

境で推移いたしました。 

かかる状況下、当社は、「お客さま第一」をモットーに「おいしさ＋α」を探求し続けると共に、生産設備を

増強する等、将来の体制づくりに取り組んでまいりました。 

事業の展開は、主力製品「キシリクリスタル・ミントのど飴」がのど飴群のトップの地位を続け、他のキシリ

製品もスティック・タイプの品揃え等により順調に拡大いたしましたが、他の製品が伸び悩み、特に夏場製品の

不振から売上高は、前期比3.5％減の6,255百万円、経常利益は、前期比14.5％減の1,165百万円となり、当期純利

益は、目標とする経営指標「売上高純利益率10％」を確保いたしましたものの、前期比18.5％減の634百万円にと

どまりました。 

ただし、次年度は、本年中に備えました経営資源をフルに発揮し、増収、増益体制を確立するべく取り組む所

存でおります。 

 

 （２）財政状態 

①財政状態の分析 

（流動資産） 

当事業年度末における流動資産の残高は、2,307百万円（前事業年度末2,571百万円）となり、264百万円減

少しました。売掛金の減少（1,439百万円から1,230百万円へ209百万円減）が主な要因であります。 

 

（固定資産） 

当事業年度末における固定資産の残高は、3,482百万円（前事業年度末3,412百万円）となり、70百万円増

加しました。機械及び装置の増加（1,056百万円から1,515百万円へ459百万円増）、投資有価証券の減少（521

百万円から218百万円へ303百万円減）が主な要因であります。 
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（流動負債） 

当事業年度末における流動負債の残高は、1,504百万円（前事業年度末2,156百万円）となり、651百万円減

少しました。未払金の減少（717百万円から266百万円へ450百万円減少）が主な要因であります。 

 

（固定負債） 

当事業年度末における固定負債の残高は、219百万円（前事業年度末197百万円）となり、21百万円増加し

ました。退職給付引当金の増加（132百万円から143百万円へ11百万円増加）が主な要因であります。 

 

（純資産） 

当事業年度末における純資産の残高は、4,066百万円（前事業年度末3,629百万円）となり、436百万円増加

しました。前期決算の利益処分による配当74百万円及び中間配当99百万円に対し、当期純利益634百万円が主

な要因であります。 

 

②キャッシュ・フローの分析 

 当事業年度末における現金及び現金同等物の減少額（733百万円から599百万円へ133百万円減）は、営業活

動で得られた資金924百万円に対し、投資活動で883百万円の支出、財務活動において173百万円支出した結果

であります。 

 

 営業活動によるキャッシュ・フローの収入は、税引前当期純利益の減少（1,335百万円から1,101百万円へ

233百万円減）、未払金の減少147百万円（前事業年度は未払金234百万円増加）があったももの、法人税等の

支払額の減少（738百万円から502百万円へ236百万円減）で相殺され、前事業年度に比べ272百万円減少しま

した。 

 

 投資活動によるキャッシュ・フローの支出は、有形固定資産の取得による支出の減少（1,409百万円から

1,129百万円へ279百万円減）、投資有価証券の取得による支出の減少（499百万円減）により前事業年度に比

べ1,058百万円減少しました。 

 

 財務活動によるキャッシュ・フローの支出は、主に配当金の支出であり、前事業年度の174百万円に対して

微減の173百万円でした。 

 

 当社のキャッシュ･フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 平成16年10月 平成17年10月 平成18年10月 

自己資本比率（％） 54.3 60.7 70.2

時価ベースの自己資本比率（％） 133.1 209.7 169.2

債務償還年数（年） － － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 72.6 － －

自己資本比率：株主資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

債務償還年数につきましては、有利子負債がありませんので該当ありません。 

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 

※有利子負債は、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すべての負債を対象とし

ております。 
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※営業キャッシュ･フロー及び利払いは、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」及び「利息の支払額」を用いております。 

 

 （３）事業等のリスク 

以下において、当社の事業の状況及び経理の状況等に関する事項のうち、リスク要因となる可能性

があると考えられる主な事項及び投資者の判断に重要な影響を及ぼすと考える事項を記載しておりま

す。 

当社は、これらのリスクに対して、その低減及び未然防止のため、各部門が分担して適切なリスク

管理に努めておりますが、当社発行の有価証券に関する投資判断は、本項及び本項以外の記載内容も

併せて、慎重に検討した上で行われる必要があると考えております。 

なお、以下の記載のうち将来に関する事項は、当事業年度末現在において、当社が判断したもので

あり、不確実性を内在しているため、実際の結果と異なる可能性があります。 

①競合について 

当社は、糖アルコールを原料としたシュガーレス・キャンディの製造、販売を主たる事業として

おりますが、主力製品「キシリクリスタル」シリーズの売上割合が平成18年10月期に85％程度とな

り、他社製品との競合具合により、当社の業績に影響を受ける可能性があります。 

②原材料の調達について 

当社の主たる原材料は、マルチトール、キシリトール等の糖アルコール及びフィルム主体の包装

材料で、これらの調達が困難になった場合及び価格が想定限度以上に上昇した場合、業績に影響を

受けることになります。 

③債権保全について 

当社の販売先は、菓子、食品、健康食品及び薬系問屋であります。製品は、これらの問屋を通じ、小売店に

配荷されておりますが、昨今、小売店の再編による問屋の流動化が進み、これに伴う債権保全が重要事項とな

っております。 

当社では、与信管理の徹底に努め、債権保全に万全を期しておりますが、大口債権の回収に支障が生じた場

合には、当社の業績に影響を受ける可能性があります。 

④生産について 

当社の製品の生産は、相生市内の相生工場に集中しており、天災等による長期にわたるダメージを受けた場

合、また、販売予測値が大きく相違し供給不足となった場合、業績に影響を受けることになります。 

ただし、工場に隣接する“たつの市”に大規模な物流センター（敷地6,700㎡、倉庫3,000㎡）を所有し、万

一に備え、一定量を備蓄しております。 

⑤法的規制について 

当社が属する食品業界における主な法的規制としては、「食品衛生法」、「農林物質の規格化及び品質表示

の適正に関する法律（ＪＡＳ法）」等があります。また、生産活動が環境に及ぼす影響を防止するための各種

法律（条例）及び「景品表示法」「健康増進法」等の規制を受けております。 

当社は、これらの法規制等に基づき業務を行っておりますが、これから逸脱するような事態に至った場合に

は、行政指導等により、事業に影響を受ける可能性があります。 

このため、当社は、食品の“安全、安心”を確保するため、「品質保証管理部」が全社を統括し、未然防止

に取り組んでおります。 
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４．関係会社の状況 

名称 住所 
資本金 

（百万円）
主要な事業の内容 

議決権の
被所有割
合（％） 

関係内容 

（その他の関係会社） 
太陽殖産株式会社 

岡山県岡山市 24 不動産等資産管理 28.0 
出資関係以外の関係
は、一切ありません。

 （注）有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。 
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５．個別財務諸表等 

（１）貸借対照表 

  
第63期 

（平成17年10月31日） 
第64期 

（平成18年10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  733,087  599,806

２．受取手形  38,266  25,817

３．売掛金  1,439,638  1,230,423

４．有価証券  49,990  49,989

５．製品  30,012  148,811

６．原材料  37,008  38,928

７．仕掛品  23,276  7,077

８．前払費用  5,485  7,641

９．繰延税金資産  210,461  191,115

10．その他  5,085  8,135

貸倒引当金  △444  △201

流動資産合計  2,571,868 43.0  2,307,545 39.9

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産   

(1)建物  1,239,304 1,359,479 

減価償却累計額  488,871 750,432 552,602 806,876

(2)構築物  85,809 106,240 

減価償却累計額  34,197 51,611 43,594 62,645

(3)機械及び装置  2,402,599 3,192,112 

減価償却累計額  1,345,990 1,056,608 1,676,422 1,515,690

(4)工具器具備品  60,338 82,766 

減価償却累計額  36,421 23,917 43,694 39,071

(5)土地  705,844  705,844

(6)建設仮勘定  180,928  －

有形固定資産合計  2,769,343 46.3  3,130,128 54.0

２．無形固定資産   

(1)ソフトウェア  2,985  2,592

(2)電話加入権  1,764  1,764

(3)施設利用権  1,593  1,942

無形固定資産合計  6,343 0.1  6,299 0.1

３．投資その他の資産   

(1)投資有価証券  521,376  218,110

(2)破産債権、更生債権
その他これらに準ず
る債権 

 525  525

(3)長期前払費用  4,625  4,445

(4)繰延税金資産  101,125  112,506

(5)保証金  9,383  10,899

(6)会員権  10,500  10,500

(7)その他  10  10

貸倒引当金  △10,625  △10,675

投資その他の資産合計  636,921 10.6  346,322 6.0

固定資産合計  3,412,607 57.0  3,482,750 60.1

資産合計  5,984,476 100.0  5,790,296 100.0
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第63期 

（平成17年10月31日） 
第64期 

（平成18年10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  77,119  37,094

２．買掛金  655,811  567,897

３．未払金  717,355  266,360

４．未払消費税等  5,528  －

５．未払費用  134,687  140,840

６．未払法人税等  237,721  192,820

７．売上割戻引当金  210,236  164,272

８．賞与引当金  113,043  111,690

９．役員賞与引当金  －  18,000

10．その他  5,124  5,710

流動負債合計  2,156,628 36.0  1,504,685 26.0

Ⅱ 固定負債   

１．退職給付引当金  132,376  143,498

２．役員退職慰労引当金  65,587  75,922

固定負債合計  197,963 3.3  219,420 3.8

負債合計  2,354,592 39.3  1,724,106 29.8
   
（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

１．資本金  －  880,000 15.2

２．資本剰余金   

(1)資本準備金  － 1,040,500 

資本剰余金合計  －  1,040,500 17.9

３．利益剰余金   

(1)利益準備金  － 10,000 

(2)その他利益剰余金   

別途積立金  － 1,350,000 

繰越利益剰余金  － 777,257 

利益剰余金合計  －  2,137,257 37.0

４．自己株式 ※3 －  △265 △0.0

株主資本合計  －  4,057,491 70.1

Ⅱ 評価・換算差額等   
１．その他有価証券評価差

額金 
 －  8,697 0.1

評価・換算差額等合計  －  8,697 0.1

純資産合計  －  4,066,189 70.2

負債純資産合計  －  5,790,296 100.0
   
（資本の部）   

Ⅰ 資本金 ※1 880,000 14.7  －

Ⅱ 資本剰余金   

１．資本準備金  1,040,500 － 

資本剰余金合計  1,040,500 17.4  －

Ⅲ 利益剰余金   

１．利益準備金  10,000 － 

２．任意積立金   

(1)別途積立金  800,000 － 

３．当期未処分利益  887,277 － 

利益剰余金合計  1,697,277 28.4  －
Ⅳ その他有価証券評価差額

金 
 12,371 0.2  －

Ⅴ 自己株式 ※3 △265 △0.0  －

資本合計  3,629,884 60.7  －

負債資本合計  5,984,476 100.0  －
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（２）損益計算書 

  
第63期 

（自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日） 

第64期 
（自 平成17年11月１日 
至 平成18年10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  6,482,640 100.0  6,255,683 100.0

Ⅱ 売上原価   

１．期首製品たな卸高  64,935 30,012 

２．当期製品製造原価  3,257,947 3,436,616 

３．当期製品仕入高  24,579 23,641 

合計  3,347,462 3,490,270 

４．他勘定振替高 ※1 11,697 14,992 

５．期末製品たな卸高  30,012 3,305,751 51.0 148,811 3,326,467 53.2

売上総利益  3,176,888 49.0  2,929,215 46.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費   

１．役員報酬  91,731 102,270 

２．給与手当  250,792 268,390 

３．賞与  53,556 46,234 

４．賞与引当金繰入額  56,249 56,535 

５．役員賞与引当金繰入額  － 18,000 

６．退職給付費用  15,235 15,649 

７．役員退職慰労引当金繰
入額 

 11,986 10,335 

８．福利厚生費  67,719 67,416 

９．運賃  271,397 286,254 

10．広告宣伝費  279,403 206,024 

11．販売促進費  132,028 145,960 

12．旅費交通費  24,419 29,649 

13．支払手数料  17,491 18,619 

14．研究開発費 ※2 260,530 211,950 

15．減価償却費  19,107 17,711 

16．賃借料  67,840 56,196 

17．その他  181,515 1,801,004 27.8 208,519 1,765,719 28.2

営業利益  1,375,883 21.2  1,163,496 18.6
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第63期 

（自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日） 

第64期 
（自 平成17年11月１日 
至 平成18年10月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅳ 営業外収益   

１．受取利息  0 0 

２．有価証券利息  15 29 

３．受取配当金  18,413 22,459 

４．その他  1,461 19,890 0.3 1,702 24,192 0.4

Ⅴ 営業外費用   

１．売上割引  18,849 18,500 

２．投資有価証券売却損  － 490 

３．コミットメントフィー  12,749 3,499 

４．その他  1,044 32,643 0.5 84 22,575 0.4

経常利益  1,363,130 21.0  1,165,113 18.6

Ⅵ 特別利益   

１．貸倒引当金戻入益  485 243 

２．固定資産売却益 ※3 447 525 

３．償却敷金回収益  6,900 7,832 0.1 － 769 0.0

Ⅶ 特別損失   

１．固定資産除却損 ※4 35,506 64,034 

２．会員権評価損 ※5 200 35,706 0.5 50 64,084 1.0

税引前当期純利益  1,335,257 20.6  1,101,798 17.6

法人税、住民税及び事
業税 

 545,114 456,346 

法人税等調整額  11,001 556,116 8.6 10,476 466,823 7.5

当期純利益  779,141 12.0  634,975 10.1

前期繰越利益  183,134  －

中間配当額  74,998  －

当期未処分利益  887,277  －
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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 

  
第63期 

株主総会承認日 
（平成18年１月26日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益   887,277 

Ⅱ 利益処分額    

１．配当金  74,998  

２．役員賞与金  20,000  

（うち監査役賞与金）  (3,000)  

３．任意積立金    

別途積立金  550,000 644,998 

Ⅲ 次期繰越利益   242,279 

    

 

   株主資本等変動計算書 

    当事業年度（自 平成17年11月１日  至 平成18年10月31日） 

株主資本 評価・換算差額等 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金
 

資本金 
資本 
準備金 

資本 
剰余金 
合計 

利益 
準備金 別途 

積立金
繰越利益
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
等合計 

純資産
合計 

平成17年10月31日残
高(千円) 

880,000 1,040,500 1,040,500 10,000 800,000 887,277 1,697,277 △265 3,617,512 12,371 12,371 3,629,884

事業年度中の変動額      

 剰余金の配当 
 （注） 

－ － － － － △74,998 △74,998 － △74,998 － － △74,998

 剰余金の配当 
（中間配当額） 

－ － － － － △99,997 △99,997 － △99,997 － － △99,997

 利益処分による役
員賞与  （注） 

－ － － － － △20,000 △20,000 － △20,000 － － △20,000

 別途積立金の積立 － － － － 550,000 △550,000 － － － － － －

 当期純利益 － － － － － 634,975 634,975 － 634,975 － － 634,975

 株主資本以外の項
目の事業年度中の
変動額(純額) 

－ － － － － － － － － △3,674 △3,674 △3,674

事業年度中の変動額
合計(千円) 

－ － － － 550,000 △110,020 439,979 － 439,979 △3,674 △3,674 436,305

平成18年10月31日残
高(千円) 

880,000 1,040,500 1,040,500 10,000 1,350,000 777,257 2,137,257 △265 4,057,491 8,697 8,697 4,066,189

 （注）平成18年１月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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  （４）キャッシュ・フロー計算書 

  
第63期 

（自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日）

第64期 
（自 平成17年11月１日 
至 平成18年10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    

税引前当期純利益  1,335,257 1,101,798 

減価償却費  345,770 448,559 

長期前払費用償却額  1,394 1,893 

貸倒引当金の増減額(減少：△)  △285 △193 

売上割戻引当金の増減額(減少：△)  2,630 △45,964 

賞与引当金の増減額(減少：△)  11,241 △1,353 

役員賞与引当金の増減額（減少：△）  － 18,000 

退職給付引当金の増減額(減少：△)  21,674 11,122 

役員退職慰労引当金の増減額 
(減少：△) 

 3,896 10,335 

受取利息及び受取配当金  △18,413 △22,460 

有価証券利息  － △29 

投資有価証券売却損  － 490 

固定資産売却益  △447 △525 

償却敷金回収益  △6,900 － 

有形固定資産除却損  35,506 64,034 

売上債権の増減額(増加:△)  58,113 221,664 

たな卸資産の増減額(増加:△)  29,322 △104,520 

その他流動資産の増減額(増加：△)  1,897 △5,206 

仕入債務の増減額(減少:△)  △46,175 △127,939 

未払金の増減額(減少：△)  234,960 △147,055 

未払費用の増減額(減少:△)  △9,437 6,153 

その他負債の増減額(減少:△)  △67,930 △4,942 

役員賞与の支払額  △15,000 △20,000 

小計  1,917,073 1,403,858 

利息及び配当金の受取額  18,413 22,460 

法人税等の支払額  △738,976 △502,274 

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,196,511 924,045 

 



 

 －13－

 

  
第63期 

（自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日）

第64期 
（自 平成17年11月１日 
至 平成18年10月31日）

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

有価証券の取得による支出  △49,990 △49,975 

有価証券の償還による収入  － 50,000 

有形固定資産の取得による支出  △1,409,634 △1,129,728 

有形固定資産の売却による収入  447 525 

無形固定資産の取得による支出  △3,380 △989 

投資有価証券の取得による支出  △500,370 △651 

投資有価証券の売却による収入  － 297,241 

有形固定資産の除却による支出  － △46,718 

その他  21,185 △3,229 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,941,744 △883,525 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

配当金の支払額  △174,623 △173,801 

自己株式の取得による支出  △265 － 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △174,889 △173,801 

Ⅳ  現金及び現金同等物に係る換算差額  － － 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(減少:△)  △920,122 △133,281 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,653,210 733,087 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※ 733,087 599,806 
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重要な会計方針 

項目 
第63期 

（自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日） 

第64期 
（自 平成17年11月１日 
至 平成18年10月31日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

その他有価証券 

時価のあるもの 

期末決算日の市場価格等に基づく時

価法を採用しております。（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） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

期末決算日の市場価格等に基づく時

価法を採用しております。（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 

移動平均法による原価法又は償却原

価法を採用しております。 

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 

製品、仕掛品及び原材料 

総平均法による原価法を採用してお

ります。 

製品、仕掛品及び原材料 

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（ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物（建物付属設備を

除く）については定額法）を採用して

おります。 

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

建    物 14年～38年 

機械及び装置 ９年 

(2)無形固定資産 

定額法を採用しております。 

なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間（５

年）に基づいております。 

(1)有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

(2)無形固定資産 

同左 

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)売上割戻引当金 

販売した製品に対し将来発生する売

上割戻の支出に備えるため、期末売掛

金に対し、過去の割戻実績率を乗じた

額を計上しております。 

(2)売上割戻引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

(3)賞与引当金 

従業員の賞与の支払に充てるため、

支給見込額に基づき、当期に負担すべ

き額を計上しております。 

(3)賞与引当金 

同左 
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項目 
第63期 

（自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日） 

第64期 
（自 平成17年11月１日 
至 平成18年10月31日） 

 (4) ───── 

 

 

 

(4)役員賞与引当金 

役員に対して支給する賞与の支出に

充てるため、支給見込額に基づき計上

しております。 

（会計方針の変更） 

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）を適用しておりま

す。これにより、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

利益は18,000千円減少しております。

 (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 

 (6)役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支払に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額を計上

しております。 

(6)役員退職慰労引当金 

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．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

手許現金及び随時引き出し可能な預

金からなっております。 

同左 

７．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な

事項 

  消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。 

  消費税等の会計処理 

同左 
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会計処理の変更 

第63期 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日） 

第64期 
（自 平成17年11月１日 
至 平成18年10月31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

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4,066,189

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 

第63期 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日） 

第64期 
（自 平成17年11月１日 
至 平成18年10月31日） 

損益計算書関係 

受取手数料（当事業年度602千円）は、前事業年度に

おいて区分掲記しておりましたが、当事業年度におい

て営業外収益の100分の10以下となったため、営業外収

益の「その他」に含めて表示しております。 

────── 

────── キャッシュ・フロー計算書関係 

前事業年度において「投資活動によるキャッシュ・

フロー」の「その他」に含めて表示していた「有形固

定資産の除却による支出」（前事業年度△7,565千円）

は、重要性が増したため、区分掲記しました。 

 

注記事項 

（貸借対照表関係） 

第63期 
（平成17年10月31日） 

第64期 
（平成18年10月31日） 

※1．授権株式数及び発行済株式総数 

授権株式数         普通株式      16,000,000株

発行済株式総数     普通株式      5,000,000株

※1．────── 

 

2．配当制限 

商法施行規則第124条第3項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12,371

千円であります。 

2．────── 
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※3．自己株式 

当社が保有する自己株式の数は普通株式129株で

あります。 

※3．────── 

4．コミットメントライン 

当社は、運転資金の効率的な調達等を目的に、平

成17年３月18日に取引銀行４行と貸出コミットメ

ントラインに関する契約を締結しております。この

契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次

のとおりであります。 

 

 
 

貸出コミットメントの総額 1,000,000千円

借入実行残高 －

  差引額 1,000,000千円

4．コミットメントライン 

同左 

 

 

 

 

 

 
 

貸出コミットメントの総額 1,000,000千円

借入実行残高 －

  差引額 1,000,000千円

 

（損益計算書関係） 

第63期 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日） 

第64期 
（自 平成17年11月１日 
至 平成18年10月31日） 

※1. 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 

販売費への振替高   10,582千円 

そ の 他      1,115千円 

  計        11,697千円 

※2. 研究開発費の総額  260,530千円 

※3. 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

機械及び装置       447千円 

※4. 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物         22,214千円 

構築物         191千円 

機械及び装置     5,484千円 

工具器具備品       49千円 

除却費用        7,565千円 

  計        35,506千円 

※5. 会員権評価損には､貸倒引当金繰入額200千円が含

まれております｡ 

※1. 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 

販売費への振替高   13,943千円 

そ の 他      1,048千円 

  計        14,992千円 

※2. 研究開発費の総額  211,950千円 

※3. 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

機械及び装置      525千円 

※4. 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物         14,955千円 

機械及び装置     2,135千円 

工具器具備品      225千円 

除却費用       46,718千円 

  計        64,034千円 

 

※5. 会員権評価損には､貸倒引当金繰入額50千円が含ま

れております｡ 

 

（株主資本等変動計算書関係） 

当事業年度（自 平成17年11月１日  至 平成18年10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） 

発行済株式     

普通株式 5,000,000 － － 5,000,000 

合計 5,000,000 － － 5,000,000 

自己株式     

普通株式 129 － － 129 

合計 129 － － 129 
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２．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18年１月26日 

定時株主総会 
普通株式 74,998 15 平成17年10月31日 平成18年１月27日

平成18年６月14日 

取締役会 
普通株式 99,997 20 平成18年４月30日 平成18年７月６日

 

 (2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力が翌期となるもの 

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19年１月26日 

定時株主総会 
普通株式 99,997 利益剰余金 20 平成18年10月31日平成19年１月29日

 

（キャッシュ・フロー計算書関係） 

第63期 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日） 

第64期 
（自 平成17年11月１日 
至 平成18年10月31日） 

※現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

（平成17年10月31日）

※現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

（平成18年10月31日）

現金及び預金勘定          733,087千円 

現金及び現金同等物         733,087千円 

現金及び預金勘定          599,806千円 

現金及び現金同等物         599,806千円 

 

（リース取引関係） 

第63期 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日） 

第64期 
（自 平成17年11月１日 
至 平成18年10月31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 

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

額及び期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 
 

 
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円）

機械及び装置 6,680 3,200 3,479

ソフトウェア 137,597 44,708 92,888

合計 144,277 47,909 96,368

  

 

 
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円）

機械及び装置 6,680 4,314 2,365

工具器具備品 2,983 248 2,734

ソフトウェア 147,897 73,429 74,467

合計 157,560 77,992 79,568

  
２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額 
 

１年内 28,479千円

１年超 72,017千円

合計 100,496千円
  

 
１年内 31,781千円

１年超 52,144千円

合計 83,926千円
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３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 
 

支払リース料 40,914千円

減価償却費相当額 37,403千円

支払利息相当額 2,991千円
  

 
支払リース料 32,235千円

減価償却費相当額 30,083千円

支払利息相当額 2,382千円
  

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 

５．利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法は利息法に

よっております。 

５．利息相当額の算定方法 

同左 
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６．有価証券の時価等 

（有価証券関係） 

 （１）その他有価証券で時価のあるもの 

第63期 
（平成17年10月31日） 

第64期 
（平成18年10月31日） 

 種類 
取得原価

 
（千円）

貸借対照表
計上額 
（千円）

差額 
 

（千円）

取得原価 
 

（千円） 

貸借対照表
計上額 
（千円） 

差額 
 

（千円）

(1)株式 6,754 9,229 2,474 7,406 8,091 684

(2)債券 － － － － － －

(3)その他 493,302 511,656 18,353 195,571 209,528 13,957

貸借対照表計上
額が取得原価を
超えるもの 

小計 500,057 520,886 20,828 202,978 217,620 14,642

(1)株式 － － － － － －

(2)債券 － － － － － －

(3)その他 － － － － － －

貸借対照表計上
額が取得原価を
超えないもの 

小計 － － － － － －

合計 500,057 520,886 20,828 202,978 217,620 14,642

 

 （２）前事業年度及び当事業年度中に売却したその他有価証券 

第63期 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日） 

第64期 
（自 平成17年11月１日 
至 平成18年10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） 

売却額 
（千円） 

売却益の合計額 
（千円） 

売却損の合計額
（千円） 

－ － － 291,953 － 490

 

 （３）時価評価されていない主な有価証券の内容 

第63期 
（平成17年10月31日） 

第64期 
（平成18年10月31日） 

 

貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

非上場債券 49,990 49,989 

非上場株式(店頭売買株式を除く) 490 490 

 

 （４）その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

第63期（自平成16年11月１日 至平成17年10月31日） 

 
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)その他 49,990 － － －

２．その他 － － － －

小計 49,990 － － －
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第64期（自平成17年11月１日 至平成18年10月31日） 

 
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)その他 49,989 － － －

２．その他 － － － －

小計 49,989 － － －

 

７．デリバティブ取引の契約額、時価及び評価損益 

第63期 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日） 

第64期 
（自 平成17年11月１日 
至 平成18年10月31日） 

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりません
ので、該当事項はありません。 

 同 左 

 

８．関連当事者との取引 

  （１）第63期（自平成16年11月１日 至平成17年10月31日） 

該当事項はありません｡ 

 

  （２）第64期（自平成17年11月１日 至平成18年10月31日） 

該当事項はありません｡ 
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（税効果会計関係） 

第63期 
（平成17年10月31日） 

第64期 
（平成18年10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 

（千円） （千円）

流動 流動 

（繰延税金資産） (繰延税金資産) 

未払費用            54,344 未払費用            56,689 

売上割戻引当金         85,356 売上割戻引当金         66,694 

賞与引当金           45,895 賞与引当金           45,346 

未払事業税           16,865 未払事業税           15,153 

その他              7,999  その他              7,230  

  合計            210,461    合計            191,115  

  

  

固定 固定 

（繰延税金資産） (繰延税金資産) 

減価償却費           17,356 減価償却費           15,891 

退職給付引当金         50,874 退職給付引当金         58,260 

役員退職慰労引当金       26,628 役員退職慰労引当金       30,824 

その他              14,723  その他              13,475  

  合計            109,582  

 

(繰延税金負債) 

その他有価証券評価差額金    △8,456  

繰延税金資産の純額       101,125  

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳 

  合計            118,451  

 

(繰延税金負債) 

その他有価証券評価差額金    △5,944  

繰延税金資産の純額       112,506  

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳 

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下で

あるため注記を省略しております。 

同左 

 

（退職給付関係） 

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と適格退職年金制度を併用しております。 

 

２．退職給付債務及びその内訳 

 
第63期 

（平成17年10月31日） 
第64期 

（平成18年10月31日） 

(1)退職給付債務     （千円） △160,138 △172,375 

(2)年金資産       （千円） 27,761 28,876 

(3)退職給付引当金    （千円） △132,376 △143,498 
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３．退職給付費用の内訳 

 
第63期 

（自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日） 

第64期 
（自 平成17年11月１日 
至 平成18年10月31日） 

(1)勤務費用       （千円） 25,041 19,633 

(2)退職給付費用     （千円） 25,041 19,633 

 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 
第63期 

（平成17年10月31日） 
第64期 

（平成18年10月31日） 

退職給付債務の計算方法 簡便法を採用しております。 同左 

 

（持分法損益等） 

第63期(自平成16年11月１日  至平成17年10月31日) 

  該当事項はありません｡ 

 

第64期(自平成17年11月１日  至平成18年10月31日) 

  該当事項はありません｡ 

 

（１株当たり情報） 

第63期 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日） 

第64期 
（自 平成17年11月１日 
至 平成18年10月31日） 

 

１株当たり純資産額 722.00円

１株当たり当期純利益金額 151.83円
 

 

１株当たり純資産額 813.26円

１株当たり当期純利益金額 127.00円
 

 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。

 同左 

 

 （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。 

 
第63期 

（自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日） 

第64期 
（自 平成17年11月１日 
至 平成18年10月31日） 

当期純利益（千円） 779,141 634,975 

普通株主に帰属しない金額（千円） 20,000 － 

（うち利益処分による役員賞与金） （20,000） － 

普通株式に係る当期純利益（千円） 759,141 634,975 

期中平均株式数（千株） 4,999 4,999 
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９．生産、受注及び販売の状況 
(1)生産実績 

 当事業年度の生産実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

品目別 
第64期 

（自 平成17年11月１日 
至 平成18年10月31日） 

前年同期比（％） 

自社製品        （千円） 3,234,330 108.2 

ＯＥＭ製品       （千円） 165,517 62.9 

合計（千円） 3,399,848 104.6 

 （注）１．金額は生産金額によっております。 

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 

当社製品は、主に需要予測による見込生産のため該当事項はありません。なお、ＯＥＭ製品は、受注生産を行

っておりますが、製品の受注から生産・納品に至る期間が短く、期末において受注残高が少ないため記載を省略

しております。 

 

(3)販売実績 

 当事業年度の販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

品目別 
第64期 

（自 平成17年11月１日 
至 平成18年10月31日） 

前年同期比（％） 

自社製品        （千円） 6,076,447 98.1 

ＯＥＭ製品       （千円） 179,235 61.6 

合計（千円） 6,255,683 96.5 

（注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

     ２． 近２事業年度の主要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。 

第63期 第64期 
相手先 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

株式会社 高山 972,741 15.0 990,653 15.8 

株式会社 山星屋 789,196 12.2 838,707 13.4 

株式会社 サンエス 769,016 11.9 789,817 12.6 

 

１０．役員の異動 

 平成19年１月26日開催の取締役会における役員の異動予定 

 (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 

   該当事項はありません。 
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