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平成 18 年 12 月期   個別財務諸表の概要     平成19年２月13日 
上 場 会 社 名 株式会社 ミヤノ                          上場取引所 東証第二部 

コ ー ド 番 号         6162                                        本社所在都道府県 長野県 

（ＵＲＬ  http://www. miyano-jpn.co.jp ） 

代  表  者 役職名 代表取締役社長   氏名  齊藤 佳春 

問合せ先責任者 役職名 取締役管理本部長  氏名  伊藤 俊勝   ＴＥＬ (0268) 22-2700 

決算取締役会開催日 平成19年２月13日      配当支払開始予定日 平成19年３月29日 

定時株主総会開催日 平成19年３月28日      単元株制度採用の有無  有(１単元 1,000株) 

 

１． 18 年 12 月期の業績(平成 18 年 1 月 1日～平成 18 年 12 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 

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

18年12月期 21,233 10.2 3,046 33.7 3,090 37.8

17年12月期 19,271 8.9 2,278 43.9 2,243 72.8

 

 
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12月期 1,822 16.4 36 38 36 07 26.5 15.1 14.6

17年12月期 1,565 ― 17 53 ― 37.2 11.7 11.6

(注) ①期中平均株式数 18年12月期 50,108,574株    17年12月期 87,467,189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

 百万円 百万円 ％ 円  銭

18年12月期 21,036 8,767 41.7 152 84

17年12月期 19,965 4,986 25.0 50 97
(注) ①期末発行済株式数   18年12月期 57,363,774株   17年12月期  89,741,162株 

     ②期末自己株式数     18年12月期 1,161,226株   17年12月期  2,308,838株 

 

２． 19 年 12 月期の業績予想(平成 19 年１月１日～平成 19 年 12 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 11,000 1,570 930

通   期 22,100 3,150 1,860
(参考)１株当たり予想当期純利益(通期)  32円 42銭 
 

３．配当状況 

・現金配当 1株当たり配当金（円） 

 中間 期末 年間 

配当金総額

（百万円）

配当性向 

（％） 

純資産 

配当率(％)

17年12月期 ─ ─ ─ ─ ─ ─

18年12月期 ─ 4.00 4.00 229 10.9 3.9

19年12月期（予想） ─ 6.00 6.00  

(注)平成17年12月期は、Ａ種優先株式１株につき0.25円の配当を行っております。 

 

 

 

 

※ 業績予想につきましては、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、予想につきまし

ては様々な不確定要素が内在しておりますので、実際の業績はこれらの予想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６ページを参照してください。 
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【貸借対照表】 
 

  
前事業年度 

（平成17年12月31日） 

当事業年度 

（平成18年12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  2,511,319  2,991,641

２．受取手形 ※11 1,256,431  1,058,685

３．売掛金 ※2,7 4,847,825  5,156,084

４．製品  361,724  505,546

５．半製品  481,517  659,902

６．原材料  625,160  728,188

７．仕掛品  2,340,368  2,362,038

８．貯蔵品  8,810  7,175

９．前払費用  14,232  16,680

10．繰延税金資産  251,090  185,118

11．短期貸付金  280  ─

12．関係会社短期貸付金  468,110  210,830

13．その他  138,167  126,283

貸倒引当金  △29,700  △22,828

流動資産合計  13,275,336 66.5  13,985,346 66.5

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産 ※１  

(1) 建物 ※2,3 1,906,053  1,849,532

(2) 構築物 ※2,3 100,822  107,996

(3) 機械及び装置 ※２ 402,459  831,221

(4) 車両運搬具  665  665

(5) 工具器具備品 ※２ 178,955  187,447

(6) 土地 
※2,3 

,4 
1,918,925  1,936,748

(7) 建設仮勘定  15,960  ─

有形固定資産合計  4,523,841 22.7  4,913,611 23.4
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前事業年度 

（平成17年12月31日） 

当事業年度 

（平成18年12月31日） 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

２．無形固定資産   

(1) 特許権  8,856  10,094

(2) 商標権  185  2,641

(3) ソフトウェア  13,384  45,290

(4) 電話加入権  14,924  14,851

無形固定資産合計  37,350 0.1  72,876 0.3

３．投資その他の資産   

(1) 投資有価証券  28,745  28,745

(2) 関係会社株式  528,269  528,269

(3) 関係会社出資金  235,480  235,480

(4) 関係会社長期貸付金  1,300,527  1,239,097

(5) 長期前払費用  729  709

(6) 長期未収入金  12,877  ─

(7) その他  36,050  33,267

貸倒引当金  △13,609  △647

投資その他の資産合計  2,129,069 10.7  2,064,920 9.8

固定資産合計  6,690,261 33.5  7,051,409 33.5

資産合計  19,965,598 100.0  21,036,755 100.0

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１．支払手形  3,434,604  3,881,783

２．買掛金  1,571,747  1,736,832

３．一年以内返済予定の

長期借入金 
※２ 500,000  500,000

４．未払金  746,861  633,293

５．未払費用  125,944  46,136

６．未払法人税等  989,600  663,243

７．預り金  93,880  96,804

８．その他  38,008  243,830

流動負債合計  7,500,647 37.6  7,801,924 37.1
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前事業年度 

（平成17年12月31日） 

当事業年度 

（平成18年12月31日） 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

Ⅱ 固定負債   

１．長期借入金 ※２ 6,274,841  3,274,841

２．繰延税金負債  41,623  48,164

３．再評価に係る繰延税金

負債 
※４ 307,566  305,723

４．退職給付引当金  852,291  837,016

５．その他  1,800  1,800

固定負債合計  7,478,122 37.4  4,467,545 21.2

負債合計  14,978,770 75.0  12,269,469 58.3

   

（資本の部）   

Ⅰ 資本金 ※５ 1,652,500 8.3  ─

Ⅱ 資本剰余金   

１．資本準備金  1,200,000  ─

資本剰余金合計  1,200,000 6.0  ─

Ⅲ 利益剰余金   

１．利益準備金  126,105  ─

２．任意積立金   

(1) 圧縮記帳積立金  102,392 ─ 

(2) 別途積立金  90,000 192,392 ─ ─

３．当期未処分利益  1,712,185  ─

利益剰余金合計  2,030,682 10.2  ─

Ⅳ 土地再評価差額金 ※４ 131,246 0.6  ─

Ⅴ 自己株式 ※６ △27,601 △0.1  ─

資本合計  4,986,827 25.0  ─

負債・資本合計  19,965,598 100.0  ─
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前事業年度 

（平成17年12月31日） 

当事業年度 

（平成18年12月31日） 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

１．資本金 ※５ ─  2,651,250 12.6

２．資本剰余金   

(1) 資本準備金  ─  2,198,750

資本剰余金合計  ─  2,198,750 10.4

３．利益剰余金   

(1) 利益準備金  ─  126,105

(2) その他利益剰余金   

圧縮記帳積立金  ─ 96,363 

別途積立金  ─ 90,000 

繰越利益剰余金  ─ ─ 3,506,177 3,692,541

利益剰余金合計  ─  3,818,646 18.2

４．自己株式 ※６ ─  △29,864 △ 0.1

株主資本合計  ─  8,638,781 41.1

Ⅱ 評価・換算差額等   

(1) 土地再評価差額金 ※４ ─  128,504

評価・換算差額等合計  ─  128,504 0.6

純資産合計  ─  8,767,286 41.7

負債純資産合計  ─  21,036,755 100.0



 

－ 38 － 

 

 

【損益計算書】 

  

前事業年度 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日） 

当事業年度 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年12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 ※１ 19,271,164 100.0  21,233,025 100.0

Ⅱ 売上原価 ※４  

１．製品及び半製品期首たな

卸高 
 741,990 843,242 

２．当期製品製造原価  12,708,881 14,072,005 

３．当期製品及び半製品仕入

高 
 1,043,641 940,588 

４．他勘定受入高 ※２ 518,407 454,931 

合計  15,012,920 16,310,768 

５．他勘定振替高 ※５ ─ 5,144 

６．製品及び半製品期末たな

卸高 
 843,242 14,169,678 73.5 1,165,449 15,140,174 71.3

売上総利益  5,101,486 26.5  6,092,850 28.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※３ 2,822,943 14.7  3,046,791 14.4

営業利益  2,278,542 11.8  3,046,058 14.3

Ⅳ 営業外収益   

１．受取利息 ※１ 44,435 47,193 

２．受取配当金 ※１ 6,413 143,683 

３．受取賃貸収入  42,381 25,594 

４．為替差益  109,992 ─ 

５．デリバティブ評価益  21,647 34,983 

６．貸倒引当金戻入益  8,638 18,824 

７．その他  49,154 282,664 1.5 40,966 311,245 1.6

Ⅴ 営業外費用   

１．支払利息  196,368 174,015 

２．手形売却損  51,985 24,453 

３．新株発行費  250 ─ 

４．株式交付費  ─ 27,897 

５．為替差損  ─ 5,754 

６．シンジケートローン 

組成費用 
 42,712 ─ 

７．その他  26,677 317,994 1.7 34,363 266,483 1.3

経常利益  2,243,212 11.6  3,090,820 14.6
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前事業年度 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日） 

当事業年度 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年12月31日） 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比

（％）

Ⅵ 特別利益   

１．固定資産売却益 ※６ 3,280 ─ 

２．投資有価証券売却益  8,990 ─ 

３．私財提供受贈益 ※７ 92,374 104,644 0.6 ─ ─

Ⅶ 特別損失   

１．固定資産売却損 ※８ 192,133 6,587 

２．固定資産除却損 ※９ 26,146 39,843 

３．減損損失 ※10 ─ 218,279 1.1 4,896 51,328 0.3

税引前当期純利益  2,129,577 11.1  3,039,492 14.3

法人税、住民税及び事業税  963,791 1,145,851 

法人税等調整額  △400,000 563,791 3.0 70,669 1,216,520 5.7

当期純利益  1,565,786 8.1  1,822,971 8.6

前期繰越利益  △9,475  ─

土地再評価差額金取崩額  155,875  ─

当期未処分利益  1,712,185  ─
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製造原価明細書 

  

前事業年度 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日） 

当事業年度 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年12月31日） 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

構成比 

（％） 
金額（千円） 

構成比 

（％） 

Ⅰ 材料費  8,211,600 62.4 8,589,659 61.0

Ⅱ 労務費  1,571,646 12.0 1,664,236 11.8

Ⅲ 経費 ※１ 3,372,824 25.6 3,839,779 27.2

１．当期総製造費用  13,156,071 100.0 14,093,675 100.0

２．期首仕掛品たな卸高  1,893,178 2,340,368 

合計  15,049,250 16,434,044 

３．期末仕掛品たな卸高  2,340,368 2,362,038 

当期製品製造原価  12,708,881 14,072,005 

 

（注） 

前事業年度 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日） 

当事業年度 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年12月31日） 

※１ 経費の主な内訳は次のとおりであります。 

外注加工費 2,530,813千円

減価償却費 222,734千円

賃借料 128,289千円
 

※１ 経費の主な内訳は次のとおりであります。 

外注加工費 2,822,840千円

減価償却費 263,927千円

賃借料 134,677千円

 
 

２ 原価計算の方法 

原価計算の方法は、組別総合原価計算に個別原価

計算を加味した方法であり、期中は予定原価を用い、

原価差額は期末において製品、仕掛品、売上原価等

に配賦しております。 

２ 原価計算の方法 

同左 
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【利益処分計算書及び株主資本等変動計算書】 

利益処分計算書   

  

前事業年度 

（株主総会承認日 

平成18年３月29日）

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益   1,712,185

Ⅱ 任意積立金取崩額   

１．圧縮記帳積立金

取崩額 
 3,014 3,014

合計   1,715,200

Ⅲ 利益処分額   

１．配当金  8,750 

２．役員賞与金   

   取締役  29,000 37,750

Ⅳ 次期繰越利益   1,677,450
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株主資本等変動計算書 

当事業年度（自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 
資本金 

資本準備金 利益準備金
圧縮記帳

積立金 

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 

平成17年12月31日

残高（千円） 
1,652,500 1,200,000 126,105 102,392 90,000 1,712,185 2,030,682 △27,601 4,855,581

当事業年度中の変

動額 
   

新株の発行 998,750 998,750 ─  1,997,500

当期純利益  1,822,971 1,822,971  1,822,971

剰余金の配当  △8,750 △8,750  △8,750

利益処分による

役員賞与 
 △29,000 △29,000  △29,000

圧縮記帳積立金 

取崩 
 △6,028 6,028 ─  ─

単元未満株の買

取 
 ─ △2,263 △2,263

土地再評価差額

金取崩 
 2,741 2,741  2,741

当事業年度中の変

動額合計（千円） 
998,750 998,750 ─ △6,028 ─ 1,793,991 1,787,963 △2,263 3,783,199

平成18年12月31日

残高（千円） 
2,651,250 2,198,750 126,105 96,363 90,000 3,506,177 3,818,646 △29,864 8,638,781

 

評価・換算

差額等 
 

土地再評価

差額金 

純資産 

合計 

平成17年12月31日

残高（千円） 
131,246 4,986,827 

当事業年度中の変

動額 
 

新株の発行 1,997,500 

当期純利益 1,822,971 

剰余金の配当 △8,750 

利益処分による

役員賞与 
△29,000 

圧縮記帳積立金 

取崩 
─ 

単元未満株の買取 △2,263 

土地再評価差額金 

取崩 
△2,741 ─ 

当事業年度中の変

動額合計（千円） 
△2,741 3,780,458 

平成18年12月31日

残高（千円） 
128,504 8,767,286 
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重要な会計方針 

項目 

前事業年度 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日） 

当事業年度 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年12月31日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1) 子会社株式 

移動平均法による原価法によってお

ります。 

(2) その他有価証券 

時価のないもの 

移動平均法による原価法によってお

ります。 

 

(1) 子会社及び関連会社株式 

同左 

 

(2) その他有価証券 

時価のないもの 

同左 

２．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法 

(1) デリバティブ 

時価法によっております。 

(1) デリバティブ 

同左 

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

(1) 製品、仕掛品及び半製品 

個別法による原価法によっておりま

す。 

(2) 原材料 

総平均法による原価法によっており

ます。 

 

(3) 貯蔵品 

終仕入原価法によっております。

(1) 製品、仕掛品及び半製品 

同左 

 

(2) 原材料 

同左 

 

 

(3) 貯蔵品 

同左 

 

４．固定資産の減価償却の方

法 

(1) 有形固定資産 

定額法によっております。 

なお、建物（建物附属設備を除く）

の耐用年数については、平成10年度の

法人税法の改正により短縮されており

ますが、平成10年度までに取得した建

物については改正前の耐用年数を継続

して適用しております。 

また、主な耐用年数は次のとおりで

あります。 

建物       ７～60年 

構築物      ２～50年 

機械及び装置   ２～10年 

車輌運搬具    ４～５年 

工具器具備品   ２～15年 

 

(1) 有形固定資産 

同左 

 

 (2) 無形固定資産 

定額法によっております。 

なお、自社利用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）に基づく定額法によっております。

 

(2) 無形固定資産 

同左 

５．繰延資産の処理方法 (1) 新株発行費 

支出時に全額費用として処理してお

ります。 

(1)     ──── 

 

 (2)     ──── 

 

(2) 株式交付費 

支出時に全額費用として処理してお

ります。 



 

－  － 
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項目 

前事業年度 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日） 

当事業年度 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年12月31日） 

６．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。 

 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 (2) 賞与引当金 

従業員の賞与の支給にあてるため、

支給見込額に基づき当事業年度負担額

を計上しております。 

なお、当社は業績連動型賞与を導入

しており、事業年度末においては支払

額が確定しているため、未払金として

345,935千円を計上しております。 

 

(2) 賞与引当金 

従業員の賞与の支給にあてるため、

支給見込額に基づき当事業年度負担額

を計上しております。 

なお、当社は業績連動型賞与を導入

しており、事業年度末においては支払

額が確定しているため、未払金として

290,184千円を計上しております。 

 

 (3)      ────── 

 

(3) 役員賞与引当金 

役員の賞与の支給にあてるため、支

給見込額に基づき当事業年度負担額を

計上しております。 

なお、当社は業績連動型賞与を導入

しており、事業年度末においては支払

額が確定しているため、未払金として

71,833千円を計上しております。 

（会計方針の変更） 

当事業年度より「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、営業利益、経常利益及び

税引前当期純利益は71,833千円減少し

ております。 

 

 (4) 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の見

込額に基づき、当事業年度末において

発生していると認められる額を計上し

ております。 

数理計算上の差異は、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（10年）による定額法によりそ

の按分額を翌事業年度から費用処理す

ることとしております。 

 

(4) 退職給付引当金 

同左 

 



 

－  － 
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項目 

前事業年度 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日） 

当事業年度 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年12月31日） 

７．重要なヘッジ会計の方法      ──── (1) ヘッジ会計の方法 

振当処理によっております。 

(2)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 

(3) ヘッジ方針 

為替変動リスクの低減のため、対象債

権の範囲内でヘッジを行っております。

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

実需に応じて個別に為替予約契約を

締結しているため、その対応関係の判定

をもって有効性の判定に代えておりま

す。なお、決算日における有効性の評価

は省略しております。 

 

８．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 

 

９．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

 (1) 消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は税抜方式に

よっております。 

 (1) 消費税等の会計処理 

同左 



 

－  － 
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会計処理方法の変更 

前事業年度 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日） 

当事業年度 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年12月31日） 

―――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

 当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年12

月９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第

８号 平成17年12月９日）を適用しております。 

従来の資本の部に相当する金額は8,767,286千円であ

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。 

 

 （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当事業年度より、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。これにより税引前当期純利益が4,896千円減少

しております。 

 

 

 

表示方法の変更 

前事業年度 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日） 

当事業年度 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年12月31日） 

―――― （損益計算書） 

 前事業年度において、「新株発行費」として掲記され

ていたものは、当事業年度から「株式交付費」と表示し

ております。 

 



 

－  － 
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 

（平成17年12月31日） 

当事業年度 

（平成18年12月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 6,219,169千円 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 6,119,672千円 

※２ 担保に供している資産及び担保付債務は次のとお

りであります。 

担保資産 

売掛金 1,073,220千円 （─千円）

建物 1,247,492千円 （1,020,081千円）

構築物 4,922千円 （4,922千円）

機械及び装置 166,205千円 （166,205千円）

工具器具備品 4,921千円 （4,921千円）

土地 1,918,925千円 （1,361,396千円）

 計 4,415,687千円 （2,557,528千円）

担保付債務 

一年以内返済予定の 

長期借入金 
500,000千円 （500,000千円）

長期借入金 6,274,841千円 （6,274,841千円）

 計 6,774,841千円 （6,774,841千円）

上記のうち（ ）内書は工場財団抵当及び当該債

務を示しております。 

※２ 担保に供している資産及び担保付債務は次のとお

りであります。 

担保資産 

売掛金 930,527千円 （─千円）

建物 1,155,125千円 （934,378千円）

構築物 4,485千円 （4,485千円）

機械及び装置 135,219千円 （135,219千円）

工具器具備品 4,586千円 （4,586千円）

土地 1,914,028千円 （1,361,396千円）

 計 4,143,973千円 （2,440,066千円）

担保付債務 

一年以内返済予定の 

長期借入金 
500,000千円 （500,000千円）

長期借入金 3,274,841千円 （3,274,841千円）

 計 3,774,841千円 （3,774,841千円）

上記のうち（ ）内書は工場財団抵当及び当該債

務を示しております。 

 

※３ 平成16年７月26日付経済産業省の認可を受けた

「事業再構築計画」に従い、産業活力再生特別措置

法に基づき処分予定の固定資産の評価替を実施して

おります。 

当該再評価を行った年月日 平成16年12月31日
 

※３ 同左 

 

※４ 土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公

布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価を行

い、当該再評価差額に係る税金相当額を「再評価に

係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これ

を控除した金額を「土地再評価差額金」として資本

の部に計上しております。 

再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３

月31日公布政令第119号)第２条第３号に定める固

定資産税評価額により算出しております。 

再評価を行った年月日 平成12年12月31日

再評価を行った土地の期末

における時価と再評価後の

帳簿価額との差額 

△ 79,030千円

 

※４ 土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公

布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価を行

い、当該再評価差額に係る税金相当額を「再評価に

係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これ

を控除した金額を「土地再評価差額金」として純資

産の部に計上しております。 

再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３

月31日公布政令第119号)第２条第３号に定める固

定資産税評価額により算出しております。 

再評価を行った年月日 平成12年12月31日

再評価を行った土地の期末

における時価と再評価後の

帳簿価額との差額 

△ 261,196千円

 
 



 

－  － 
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前事業年度 

（平成17年12月31日） 

当事業年度 

（平成18年12月31日） 

※５ 授権株式数及び発行済株式総数 

    授権株式数   普通株式   200,000千株 

            Ａ種優先株式 45,000千株 

    発行済株式総数 普通株式   92,050千株 

            Ａ種優先株式 15,000千株 

ただし、普通株式につき消却があった場合または

Ａ種優先株式につき消却もしくは普通株式への転換

があった場合には、これに相当する株式数を減ずる

旨定款に定めております。 

※５        ―――― 

※６ 自己株式 

当社が保有する自己株式の数は、普通株式

2,308,838株であります。 

 

※６        ―――― 

 

 

※７ 関係会社に対する資産には区分掲記されたもの以

外に、次のものがあります。 

流動資産 

 売掛金 2,371,800千円
 

※７ 関係会社に対する資産には区分掲記されたもの以

外に、次のものがあります。 

流動資産 

 売掛金 3,166,899千円
 

８ 配当制限 

土地再評価差額金は、土地の再評価に関する法律

第７条の２第１項の規定により、配当に充当するこ

とが制限されております。 

８        ―――― 

 

９ 偶発債務（保証債務） 

販売先について、下記のとおり債務保証を行って

おります。 

保証先 
金額 

（千円） 
内容 

販売先(42社) 69,450 リース債務 

計 69,450  
 

９ 偶発債務（保証債務） 

販売先について、下記のとおり債務保証を行って

おります。 

保証先 
金額 

（千円） 
内容 

販売先(39社) 52,643 リース債務 

計 52,643  

 

 

10 受取手形割引高       1,136,140千円 10 受取手形割引高       1,000,152千円 

※11 期末日満期手形 

期末日満期手形の会計処理については、手形交換

日をもって決済処理しております。なお、当期末日

が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手

形が期末残高に含まれております。 

       受取手形      92,108千円 

※11 期末日満期手形 

期末日満期手形の会計処理については、手形交換

日をもって決済処理しております。なお、当期末日

が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手

形が期末残高に含まれております。 

       受取手形     241,286千円 

 



 

－  － 
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（損益計算書関係） 

前事業年度 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日） 

当事業年度 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年12月31日） 

※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 

売上高 4,427,330千円

受取利息 44,273千円
 

※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 

売上高 6,056,930千円

受取利息 46,952千円

受取配当金 137,250千円
 

※２ 他勘定受入高の内訳は次のとおりであります。 

 業務委託料 518,407千円
 

※２ 他勘定受入高の内訳は次のとおりであります。 

 業務委託料 454,931千円
 

※３ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

運賃荷造費 393,551千円

給料手当 698,217千円

賞与 307,681千円

退職給付費用 28,208千円

法定福利費 139,654千円

旅費交通費 159,172千円

賃借料 216,291千円

支払手数料 313,691千円

減価償却費 22,297千円
 

※３ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

運賃荷造費 398,716千円

給料手当 690,135千円

賞与 283,784千円

退職給付費用 28,133千円

旅費交通費 178,270千円

賃借料 220,292千円

支払手数料 382,387千円

減価償却費 18,107千円
 

※４ 研究開発費 

当期製造費用に含まれる研究開発費 

 177,950千円
 

※４ 研究開発費 

当期製造費用に含まれる研究開発費 

 208,004千円
 

※５         ―――― 

 

※５ 他勘定振替の内訳は次のとおりであります。 

寄付金 5,144千円
 

※６ 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 3,252千円

車両運搬具 24千円

工具器具備品 3千円

 計 3,280千円
 

※６       ────── 

 

※７ 私財提供受贈益 

前代表取締役宮野利治氏から現金を譲り受け、当

該価額で受贈益を計上しております。 

※７       ────── 

 

※８ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

建物 5,801千円

機械及び装置 59,462千円

車両運搬具 341千円

工具器具備品 7,067千円

土地 119,460千円

 計 192,133千円

 
 

※８ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

機械及び装置 6,524千円

電話加入権 62千円

 計 6,587千円
 

※９ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

建物 5,162千円

機械及び装置 11,413千円

車両運搬具 1,509千円

工具器具備品 7,748千円

ソフトウエア 312千円

 計 26,146千円
 

※９ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

建物 28,145千円

構築物 502千円

機械及び装置 7,013千円

工具器具備品 4,101千円

ソフトウエア 80千円

 計 39,843千円
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前事業年度 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日） 

当事業年度 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年12月31日） 

※10    ────── 

 

※10 減損損失 

当社は、事業用資産については事業所別に、遊休

資産については個別物件単位でグルーピングしてお

ります。 

このうち、遊休となっている資産で、将来の用途

が定まっていない資産の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。 

なお、当該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、固定資産税評価額を基準として

おります。 

場所 用途 種類 
減損損失

（千円）

長野県 福利厚生施設 土地 4,896

  計 4,896
 

 

 

（株主資本等変動計算書関係） 

当事業年度（自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 前事業年度末 

株式数（千株） 

当事業年度増加 

株式数（千株） 

当事業年度 

減少株式数（千株） 

当事業年度末 

株式数（千株） 

普通株式（注）１ 2,308 7 1,154 1,161

Ａ種優先株式（注）２ ─ 15,000 15,000 ─

合計 2,308 15,007 16,154 1,161

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加７千株は、単元未満株式の買取りによるものであります。また、

減少1,154千株は、平成18年５月23日付で普通株式につき２株を１株にする株式併合を行ったことに

よるものであります。 

２．Ａ種優先株式の増加15,000千株は、平成18年６月27日付でＡ種優先株式（取得請求権付株式）15,000

千株について取得請求を受けたため、会社法の規定に基づき当該株式を取得し自己株式としたことに

よるものであります。また、当該株式の減少15,000千株は、平成18年６月28日開催の取締役会におい

て、当社の保有するＡ種優先株式（取得請求権付株式）の全てを消却することを決議し、消却手続が

完了したことによるものであります。 

 

（リース取引関係） 

  ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため省略しております。 

 

（有価証券関係） 

前事業年度（自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日）及び当事業年度（自 平成18年１月１日 至

平成18年12月31日）における子会社株式で時価のあるものはありません。 

 



 

－  － 
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（税効果会計関係） 

前事業年度 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日） 

当事業年度 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年12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) 

退職給付引当金 331,678千円

未払金 139,080千円

未払事業税 74,620千円

たな卸資産評価損 70,725千円

その他 89,917千円

 繰延税金資産小計 706,022千円

 評価性引当額 △429,750千円

 繰延税金資産合計 276,272千円

(繰延税金負債) 

固定資産圧縮積立金 △66,805千円

 繰延税金負債合計 △66,805千円

繰延税金資産の純額 209,466千円
 

(繰延税金資産) 

退職給付引当金 336,480千円

未払金 119,829千円

未払事業税 52,123千円

たな卸資産評価損 57,622千円

その他 65,094千円

 繰延税金資産小計 631,151千円

 評価性引当額 △429,417千円

 繰延税金資産合計 201,733千円

(繰延税金負債) 

固定資産圧縮積立金 △64,779千円

 繰延税金負債合計 △64,779千円

繰延税金資産の純額 136,954千円
 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の主な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の主な項目別の内訳 

法定実効税率                             40.2 ％ 

（調整） 

交際費等永久に損金に算入され

ない項目 
0.3 ％

住民税均等割 0.9 ％

評価性引当額の増減 △ 14.4 ％

その他 △  0.5 ％

税効果会計適用後の法人税等の

負担率 
 26.5 ％

 

当該差異が５％未満でありますので記載を省略し

ております。 

 



 

－  － 
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（１株当たり情報） 

前事業年度 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日） 

当事業年度 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年12月31日） 

 

１株当たり純資産額 50.97円 

１株当たり当期純利益金額 17.53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、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非

上場であり、期中平均株価が把握できませんので記載し

ておりません。 

 

１株当たり純資産額 152.84円 

１株当たり当期純利益金額 36.38円 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益金額 
36.07円 

当社は、平成18年５月23日付で普通株式２株を１株に

する株式併合を行っております。当該株式併合が前期首

に行われたと仮定した場合の１株当たり情報については、

それぞれ以下のとおりとなります。 

１株当たり純資産額 101.94円

１株当たり当期純利益金額 35.05円

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益について

は、新株予約権の残高はありますが、前事業年度にお

いて当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握で

きませんので記載しておりません。 

 

（注） １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、次のとお

りであります。 

 

前事業年度 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日） 

当事業年度 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年12月31日） 

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益 （千円） 1,565,786 1,822,971 

普通株主に帰属しない金額 （千円） 32,750 ─ 

（うち利益処分による役員賞与） (29,000) ( ─ ) 

（うち累積型配当優先株式の優先配当額） (3,750) ( ─ ) 

普通株式に係る当期純利益 （千円） 1,533,036 1,822,971 

期中平均株式数 （千株） 87,467 50,108 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額 （千円） ─ ─ 

普通株式増加数 （千株） ─ 436 

（うち新株予約権） ─ (436) 

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 

新株予約権（新株予約権の数  

1,037個） 

──── 

 



 

－  － 
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（重要な後発事象） 

前事業年度 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日） 

当事業年度 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年12月31日） 

         ―――――― （資本・業務契約の締結） 
当社は、平成19年１月15日開催の取締役会において、

当社とシチズン時計株式会社及びシチズンマシナリー
株式会社との間で資本・業務提携契約を行うことを決
議し、同日付で契約を締結しております。 
当該契約の概要は、次のとおりであります。 
(1) 目的 

当社及びシチズングループが連携することによ
る事業の発展・拡大及び当社の資本構成の安定と
強化を図るため。 

(2) 契約の相手会社の名称 
シチズン時計株式会社 
シチズンマシナリー株式会社 

(3) 契約締結の時期 
平成19年１月15日 

(4) 契約の内容 
① 業務提携 

以下の事項について、今後共同で検討し、各
業務提携の実現に向けて相互に協力する。 
・事業分野の領域 
・開発 
・調達及び生産 
・販売・サービス 

② 資本提携 
当社の既存株主である日本エンデバーファン

ド有限会社、アント･カタライザー２号投資事業
有限責任組合、黒田電気株式会社が保有する全
ての当社普通株式17,500,000株（発行済株式数
の29.9％）をシチズン時計株式会社が取得する。

 

 

 




