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定時株主総会開催日 平成19年３月23日 単元株制度採用の有無 無

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 41,278 7.1 5,026 △14.9 5,036 △21.7

17年12月期 38,549 △5.6 5,907 △37.0 6,434 △30.3

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 3,049 △6.6 11,437 80 －  13.0 11.9 12.2

17年12月期 3,266 △38.1 12,477 44 －  17.2 16.7 16.7

（注）①期中平均株式数 18年12月期 266,575株 17年12月期 260,000株

②17年12月期の１株当たり当期純利益は、平成17年９月20日付で普通株式１株を２株に株式分割しておりますが、

期首に分割が行われたものとみなして計算しております。

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）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 42,647 27,136 63.6 93,573 78

17年12月期 42,144 19,631 46.6 75,422 14

（注）①期末発行済株式数 18年12月期 290,000株 17年12月期 260,000株

②期末自己株式数 18年12月期 －株 17年12月期 －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 21,500 3,000 2,000

通期 41,300 5,500 3,500

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　 12,068円 97銭 

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）
配当金総額
(百万円)

配当性向
（％）

純資産
配当率
(％)第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間

17年12月期 － 2,000 － 2,000 － 4,000 1,040 32.1 5.6

18年12月期 － 2,000 － 2,000 － 4,000 1,100 36.1 4.7

19年12月期
(予想)

－ 2,000 － 2,000 － 4,000    

（注）当社は平成17年９月20日付で株式分割を行い、普通株式１株を２株に分割しておりますが、17年12月期の中間期末

につきましては、分割後の株式数260,000株に対する１株当たり配当金を記載しております。 

上記に記載した予想に関する記述は、当社及び当社グループが現時点で入手可能な情報から得られた判断に基づいて

おり、実際の結果とは異なる可能性があります。
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６．個別財務諸表等
(1）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）
増減

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額
(百万円)

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１　現金及び預金   439   73  △365

２　受取手形 ※1,2  673   617  △55

３　売掛金 ※1,2  11,917   13,179  1,262

４　製品   3,393   3,433  40

５　原材料   435   1,091  655

６　仕掛品   126   120  △5

７　貯蔵品   323   307  △16

８　前払費用   109   76  △32

９　繰延税金資産   714   1,370  655

10　短期貸付金 ※１  741   957  216

11　未収入金 ※1,2  2,367   2,278  △88

12　未収消費税   444   42  △402

13　その他   8   112  104

貸倒引当金   △706   △1,151  △445

流動資産合計   20,987 49.8  22,510 52.8 1,523

Ⅱ　固定資産         

１　有形固定資産         

(1）建物  3,423   3,400    

減価償却累計額  2,040 1,382  2,149 1,251  △130

(2）構築物  1,366   1,367    

減価償却累計額  849 516  890 477  △38

(3）機械及び装置  8,477   8,487    

減価償却累計額  7,140 1,336  7,274 1,212  △123

(4）車両及び運搬具  84   82    

減価償却累計額  78 6  75 6  0

(5）工具器具及び備品  3,249   3,514    

減価償却累計額  2,572 677  2,875 639  △38

(6）土地   1,622   1,541  △80

(7）建設仮勘定   68   47  △20

有形固定資産合計   5,610 13.3  5,177 12.1 △433
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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）
増減

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額
(百万円)

２　無形固定資産         

(1）営業権   21   －  △21

(2）特許権   1,100   954  △146

(3）商標権   5,951   5,323  △628

(4）意匠権   365   308  △56

(5）ソフトウェア   263   232  △31

(6）その他   1   2  0

無形固定資産合計   7,703 18.3  6,820 16.0 △882

３　投資その他の資産         

(1）投資有価証券   139   219  80

(2）関係会社株式   3,883   3,915  31

(3）関係会社長期貸付金 ※１  2,951   2,901  △50

(4）従業員長期貸付金   4   4  0

(5）長期前払費用   351   271  △80

(6）繰延税金資産   690   881  191

(7）差入保証金   776   782  5

(8）前払年金費用   375   519  144

関係会社株式評価引当金   △1,330   △1,356  △26

投資その他の資産合計   7,841 18.6  8,138 19.1 296

固定資産合計   21,156 50.2  20,136 47.2 △1,019

資産合計   42,144 100.0  42,647 100.0 503
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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）
増減

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額
(百万円)

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１　支払手形 ※２  645   473  △171

２　買掛金 ※1,2  5,227   4,859  △368

３　短期借入金   7,000   －  △7,000

４　未払金 ※1,2  2,292   1,832  △459

５　未払費用   174   154  △19

６　未払法人税等   873   100  △772

７　預り金 ※１  5,401   7,181  1,780

８　賞与引当金   96   76  △20

９　役員賞与引当金   －   16  16

10　その他   0   4  4

流動負債合計   21,710 51.5  14,699 34.5 △7,011

Ⅱ　固定負債         

１　長期未払金   461   461  －

２　退職給付引当金   333   342  9

３　その他   6   7  1

固定負債合計   801 1.9  811 1.9 10

負債合計   22,512 53.4  15,510 36.4 △7,001

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※４  6,500 15.4  － － △6,500

Ⅱ　資本剰余金         

１　資本準備金  6,500   －    

資本剰余金合計   6,500 15.4  － － △6,500

Ⅲ　利益剰余金         

１　任意積立金         

(1）別途積立金  1,750   －    

２　当期未処分利益  4,868   －    

利益剰余金合計   6,618 15.8  － － △6,618

Ⅳ　その他有価証券評価差額金 ※５  13 0.0  － － △13

資本合計   19,631 46.6  － － △19,631

負債・資本合計   42,144 100.0  － － △42,144
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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）
増減

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額
(百万円)

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１　資本金   － －  9,207 21.6 9,207

２　資本剰余金         

(1）資本準備金  －   9,207    

資本剰余金合計   － －  9,207 21.6 9,207

３　利益剰余金         

(1）その他利益剰余金         

別途積立金  －   2,500    

繰越利益剰余金  －   6,105    

利益剰余金合計   － －  8,605 20.1 8,605

株主資本合計   － －  27,020 63.3 27,020

Ⅱ　評価・換算差額等         

１　その他有価証券評価差額金   － －  69 0.2 69

２　繰延ヘッジ損益   － －  46 0.1 46

評価・換算差額等合計   － －  116 0.3 116

純資産合計   － －  27,136 63.6 27,136

負債純資産合計   － －  42,647 100.0 42,647
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(2）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）

増減

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額
(百万円)

Ⅰ　売上高 ※４  38,549 100.0  41,278 100.0 2,728

Ⅱ　売上原価 ※１        

１　製品期首たな卸高  2,691   3,393    

２　当期製品製造原価  4,379   4,605    

３　他勘定からの振替高 ※２ 1,106   1,203    

４　当期外注製品仕入高 ※４ 16,482   18,502    

合計  24,660   27,704    

５　他勘定への振替高 ※３ 593   623    

６　製品期末たな卸高 ※５ 3,393 20,673 53.6 3,433 23,647 57.3 2,974

売上総利益   17,876 46.4  17,630 42.7 △246

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１        

１　広告費  3,975   4,671    

２　販売奨励金  155   －    

３　拡販対策費  2,345   2,654    

４　給与諸手当  760   816    

５　販売雑費  439   468    

６　物流費  1,172   1,172    

７　減価償却費  110   62    

８　貸倒引当金繰入額  319   115    

９　賞与引当金繰入額  45   34    

10　役員賞与引当金繰入額  －   16    

11　退職給付引当金繰入額  45   －    

12　退職給付費用  －   52    

13　その他  2,599 11,969 31.1 2,539 12,604 30.5 634

営業利益   5,907 15.3  5,026 12.2 △880

Ⅳ　営業外収益         

１　受取利息  42   58    

２　受取配当金 ※４ 343   275    

３　諸権利使用料  77   105    

４　ソフトウェア使用料 ※４ 85   70    

５　為替差益  117   50    

６　その他  30 698 1.8 32 593 1.4 △104
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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）

増減

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額
(百万円)

Ⅴ　営業外費用         

１　支払利息  32   28    

２　たな卸資産処分損  124   72    

３　休止設備減価償却費  1   －    

４　上場関係費用  －   101    

５　貸倒引当金繰入額  －   330    

６　その他  12 171 0.4 50 583 1.4 411

経常利益   6,434 16.7  5,036 12.2 △1,397

Ⅵ　特別損失         

１　固定資産除却損 ※６ 90   43    

２　関係会社株式評価引当金繰入
額

 549   26    

３　過年度ロイヤリティ支払額 ※4,7 776   －    

４　減損損失 ※８ － 1,416 3.7 80 150 0.4 △1,265

税引前当期純利益   5,017 13.0  4,885 11.8 △132

法人税、住民税及び事業税  1,999   2,753    

法人税等調整額  △247 1,751 4.5 △917 1,836 4.4 85

当期純利益   3,266 8.5  3,049 7.4 △217

前期繰越利益   2,122      

中間配当額   520      

当期未処分利益   4,868      
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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）

増減

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額
(百万円)

Ⅰ　材料費  1,169 26.3 1,282 27.6 113

Ⅱ　労務費  1,483 33.4 1,545 33.3 61

Ⅲ　経費 ※１ 1,787 40.3 1,814 39.1 26

当期総製造費用  4,441 100.0 4,642 100.0 201

期首仕掛品たな卸高  94  126  31

合計  4,535  4,769  233

期末仕掛品たな卸高  126  120  △5

他勘定への振替高 ※２ 29  43  13

当期製品製造原価  4,379  4,605  226

　（脚注）

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）

(注)１　当社の原価計算は、組別工程別総合原価計算制度

によっております。

(注)１　同左

※１　主な内訳は、次のとおりであります。 ※１　主な内訳は、次のとおりであります。

減価償却費 782百万円

修繕維持費 179百万円

技術研究費 205百万円

動力費・光熱費 192百万円

減価償却費 782百万円

修繕維持費 190百万円

技術研究費 195百万円

動力費・光熱費 214百万円

※２　他勘定への振替高は、仕掛品の売却等であります。 ※２　同左
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(3）利益処分計算書及び株主資本等変動計算書

利益処分計算書

  
前事業年度

（平成18年６月29日
株主総会承認）

区分
注記
番号

金額（百万円）

Ⅰ　当期未処分利益   4,868

Ⅱ　利益処分額    

１　配当金  520  

２　役員賞与金  22  

（うち監査役賞与金）  (2)  

３　任意積立金    

別途積立金  750 1,292

Ⅲ　次期繰越利益   3,576
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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

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合計

別途積立金 繰越利益剰余金

　金額（百万円） 　金額（百万円） 　金額（百万円） 　金額（百万円） 　金額（百万円） 　金額（百万円）

平成17年12月31日　残高 6,500 6,500 1,750 4,868 6,618 19,618

事業年度中の変動額       

新株の発行 2,707 2,707 － － － 5,415

剰余金の配当 － － － △1,040 △1,040 △1,040

役員賞与の支給 － － － △22 △22 △22

別途積立金の積立 － － 750 △750 － －

当期純利益 － － － 3,049 3,049 3,049

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

－ － － － － －

事業年度中の変動額合計 2,707 2,707 750 1,237 1,987 7,402

平成18年12月31日　残高 9,207 9,207 2,500 6,105 8,605 27,020

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算
差額等合計

　金額（百万円） 　金額（百万円） 　金額（百万円） 　金額（百万円）

平成17年12月31日　残高 13 － 13 19,631

事業年度中の変動額     

新株の発行 － － － 5,415

剰余金の配当 － － － △1,040

役員賞与の支給 － － － △22

別途積立金の積立 － － － －

当期純利益 － － － 3,049

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

56 46 102 102

事業年度中の変動額合計 56 46 102 7,504

平成18年12月31日　残高 69 46 116 27,136
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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）子会社株式及び関連会社株式

総平均法による原価法

(1）子会社株式及び関連会社株式

同左

 (2）その他有価証券

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、売却原価は総平均法によ

り算定しております。）

(2）その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は総平均法に

より算定しております。）

 時価のないもの

　総平均法による原価法

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

(1）製品・仕掛品

総平均法による低価法

(1）製品・仕掛品

同左

 (2）原材料

総平均法による原価法

(2）原材料

同左

 

 

(3）貯蔵品

最終仕入原価法

(3）貯蔵品

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

　なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

建物　　　　　　　２～43年

構築物　　　　　　10～50年

機械及び装置　　　５～17年

工具器具及び備品　２～20年

(1）有形固定資産

　同左

 (2）無形固定資産

　定額法

　なお、自社利用目的のソフトウェア

については、社内における利用可能期

間（５年）に基づいて償却しておりま

す。

　また、商標権については10年、特許

権については８年にて償却しておりま

す。

(2）無形固定資産

　同左

４　繰延資産の処理方法 －

 

 

(1）株式交付費 

  支出時に全額費用処理しております。

５　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、回収不能見込額を計上してお

ります。

①　一般債権

　　貸倒実績率によっております。

②　貸倒懸念債権等特定の債権

　　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

　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。
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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）

 (2）関係会社株式評価引当金

　関係会社に対する投資により発生が

見込まれる損失に備えるため、その資

産内容等を検討して計上しております。

(2）関係会社株式評価引当金

同左

 (3）賞与引当金

　従業員の賞与の支出に備えるため、

当事業年度に負担すべき支給見込額

を計上しております。

(3）賞与引当金

　同左

 (4）役員賞与引当金

　－

 

 

(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。

　過去勤務債務については、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（15年）による按分額を費

用処理しております。

　数理計算上の差異については、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（15年）による按分額

を翌事業年度より費用処理することと

しております。

　会計基準変更時差異については５年

による按分額を費用処理しております。

(4）役員賞与引当金

　役員の賞与の支出に備えるため、

当事業年度に負担すべき支給見込額

を計上しております。

(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。

　過去勤務債務については、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（15年）による按分額を費

用処理しております。

　数理計算上の差異については、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（15年）による按分額

を翌事業年度より費用処理することと

しております。

 (6）役員退職慰労引当金

－

（追加情報）

　従来、役員に対する退職慰労金の

支出に備えるため、内規に基づく期

末要支給額相当額を計上しておりま

したが、平成17年３月１日の取締役

会において、役員退職慰労金制度の

廃止を決定いたしました。この役員

退職慰労金制度の廃止に伴い、前事

業年度末の役員退職慰労引当金残高

の当事業年度未使用残高18百万円を

取崩し、営業外収益に計上しており

ます。

(6）役員退職慰労引当金

－
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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）関係会社事業損失引当金

　－

（追加情報）

　従来、関係会社の事業の損失に備

えるため、関係会社に対する出資金

額及び貸付金等債権を超えて当社が

負担することとなる損失見込み額を

引当計上しておりましたが、当該関

係会社の増資に伴い前事業年度末の

関係会社事業損失引当金を関係会社

株式評価引当金に振替えております。

(7）関係会社事業損失引当金

　－

６　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

７　ヘッジ会計の方法 ①　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用しております。

なお、為替予約については振当処理を

採用しております。

①　ヘッジ会計の方法

同左

 ②　ヘッジ手段とヘッジ対象

（ヘッジ手段） （ヘッジ対象）

為替予約 外貨建金銭債権債務

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

（ヘッジ手段） （ヘッジ対象）

為替予約 外貨建金銭債権債務

及び外貨建予定取引

 ③　ヘッジ方針

　当社の内部規程に基づき、為替変動

リスクを回避するために行っておりま

す。

③　ヘッジ方針

同左

 ④　ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ手段とヘッジ対象の資産・負

債又は予定取引に関する重要な条件が

同一であり、かつ、ヘッジ開始時及び

その後も継続してキャッシュ・フロー

変動を完全に相殺するものと想定する

ことができるため、事後的なヘッジ有

効性評価は実施しておりません。

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

８　消費税等の会計処理 　税抜方式によっております。 同左

９　連結納税制度の適用 　－ 　当社は当事業年度より住友ゴム工業

㈱を連結親法人とする連結納税制度の

適用を受けておりましたが、当社が上

場したことに伴い、住友ゴム工業㈱の

完全子会社ではなくなったことから、

同社の連結納税制度から離脱しており

ます。
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会計処理の変更

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）

――― （役員賞与に関する会計基準）

　当事業年度より「役員賞与に関する会計基準」（企業会

計基準委員会　平成17年11月29日　企業会計基準第４号）

を適用しております。

　この結果、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が、16百万円減少しております。

――― （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」（企業会計基準委員会　平

成15年10月31日　企業会計基準適用指針第６号）を適用し

ております。これにより税引前当期純利益は80百万円減少

しております。

　なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表等

規則に基づき各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」（企業会計基準委員会　平成17年12月９日　

企業会計基準第５号）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。

　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27,090百万円であります。

　なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度におけ

る貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務諸表

等規則により作成しております。

表示方法の変更

前事業年度
（自　平成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）

１　前事業年度まで販売費及び一般管理費に区分掲記して

おりました「販売奨励金」（当事業年度は19百万円）

については、販売費及び一般管理費の総額の100分の

５以下であるため、当事業年度より販売費及び一般管

理費の「その他」に含めて表示しております。

２　前事業年度まで販売費及び一般管理費に区分掲記して

おりました「退職給付引当金繰入額」については、当

事業年度より「退職給付費用」として表示しておりま

す。

３　前事業年度まで営業外費用に区分掲記しておりました

「休止設備減価償却費」（当事業年度は0百万円）に

ついては、営業外費用総額の100分の10以下であるた

め、当事業年度より営業外費用の「その他」に含めて

表示しております。
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成17年12月31日）

当事業年度
（平成18年12月31日）

※１　関係会社に対する債権及び債務

　区分掲記した科目以外の関係会社に対する債権及び

債務で重要なものは下記のとおりであります。

※１　関係会社に対する債権及び債務

　区分掲記した科目以外の関係会社に対する債権及び

債務で重要なものは下記のとおりであります。

 科目   金額 

 百万円

受取手形 452

売掛金 11,568

短期貸付金 741

未収入金 2,322

  

買掛金 2,297

預り金 5,362

 科目   金額 

 百万円

受取手形  324

売掛金 12,933

短期貸付金  957

未収入金  2,203

  

買掛金  1,989

預り金  7,136

※２　期末日満期手形等の処理

　当期の決算日は銀行休業日でありましたが、同日が

満期日の下記の手形等は、実際の決済日に処理してお

ります。

※２　期末日満期手形等の処理

　当期の決算日は銀行休業日でありましたが、同日が

満期日の下記の手形等は、実際の決済日に処理してお

ります。

受取手形等 2,503百万円

支払手形等 1,251百万円

受取手形 45百万円

売掛金 2,913百万円

未収入金 445百万円

支払手形 160百万円

買掛金 992百万円

未払金 102百万円

※３　偶発債務

　関係会社等の金融機関からの借入れに対する債務保

証額等

①　保証債務

Srixon Sports USA, Inc.

342百万円

（2,900千米ドル）

※３　偶発債務

　関係会社の金融機関からの借入れに対する債務保証

額等

①　保証債務

Srixon Sports USA, Inc.

601百万円

（5,050千米ドル）

②　経営指導念書

Srixon Sports Australasia Pty. Ltd.

302百万円

（3,500千豪ドル）

②　経営指導念書

Srixon Sports Australasia Pty. Ltd.

329百万円

（3,500千豪ドル）

※４　会社が発行する株式及び発行済株式の総数 ―――

授権株式数 普通株式 1,000,000株

発行済株式総数 普通株式 260,000株

※５　商法施行規則第124条第３号に規定する純資産額

13百万円

―――
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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　研究開発費の総額

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

1,507百万円

※１　研究開発費の総額

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

1,389百万円

※２　他勘定からの振替高

　主に住友ゴム工業㈱から買取ったスポーツ用品に係

る産業財産権（特許権、商標権及び意匠権）の償却費

及びゴルフボールに係る付加原価であります。

※２　他勘定からの振替高

　同左

※３　他勘定への振替高

　主に拡販対策費への振替高であります。

※３　他勘定への振替高

　同左

※４　関係会社との取引

　関係会社との取引で重要なものは下記のとおりであ

ります。

※４　関係会社との取引

　関係会社との取引で重要なものは下記のとおりであ

ります。

 科目   金額 

 百万円

売上高 34,431

外注製品仕入高 7,612

営業外収益  

受取配当金 342

ソフトウェア使用料 75

特別損失  

過年度ロイヤリティ支払額 776

 科目   金額 

 百万円

売上高 36,420

外注製品仕入高 9,476

営業外収益  

受取配当金 271

ソフトウェア使用料 60

※５　製品の低価基準による評価減の金額

18百万円

※５　製品の低価基準による評価減の金額

58百万円

※６　固定資産除却損

　主として機械及び装置の更新に伴う廃棄損でありま

す。

※６　固定資産除却損

　主として機械及び装置の更新に伴う廃棄損でありま

す。

※７　過年度ロイヤリティ支払額

　住友ゴム工業㈱からの産業財産権買取りに伴い発生

した過年度分のロイヤリティ支払額であります。

※７　－

※８　－ ※８　減損損失

　当事業年度において以下の資産について減損損失を

計上しております。

場所 用途 種類
減損損失

(百万円)

兵庫県丹波市 遊休資産 土地 80

当社は、事業用資産については原則として事業区

分毎に、遊休資産については物件単位毎にグルーピ

ングを実施しております。

市場価格の著しい下落により、帳簿価格に対して時

価が下落している上記資産について、回収可能額ま

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、回収可能価額は正味売却価額にて算定して

おります。
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（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

　該当事項はありません。

（リース取引関係）

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）

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・リース取引に係る注記

（借主側）

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

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・リース取引に係る注記

（借主側）

１　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計相当額及び期末残高相当額

 
取得価額
相当額

（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円）

期末残高
相当額

（百万円）

工具器具及
び備品

146 91 54

ソフトウェ
ア

17 3 14

合計 164 95 69

 
取得価額
相当額

（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円）

期末残高
相当額

（百万円）

工具器具及
び備品

99 39 59

ソフトウェ
ア

23 8 14

合計 122 47 74

（注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が　

有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定しております。

（注）同左

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等

　　未経過リース料期末残高相当額

一年内 29百万円

一年超 39百万円

合計 69百万円

一年内 26百万円

一年超 48百万円

合計 74百万円

（注）未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース

料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割

合が低いため、支払利子込み法により算定しており

ます。

（注）同左

３　支払リース料及び減価償却費相当額 ３　支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額及び減損損失

支払リース料 32百万円

減価償却費相当額 32百万円

支払リース料 39百万円

減価償却費相当額 39百万円

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

 

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はありません。

 

（有価証券関係）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

前事業年度（平成17年12月31日）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

当事業年度（平成18年12月31日）

　子会社株式及び関連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
（平成17年12月31日）

当事業年度
（平成18年12月31日）

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別内訳

（単位：百万円）

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別内訳

（単位：百万円）

（繰延税金資産）  

①　流動資産  

貸倒引当金損金算入限度超過額 285

未払事業税否認 86

たな卸資産評価損否認 174

その他 168

計 714

  

②　固定資産  

関係会社株式評価引当金繰入額否認 537

関係会社株式評価損否認 446

退職給付引当金 123

その他 42

計 1,149

繰延税金資産合計 1,864

  

（繰延税金負債）  

①　固定負債  

固定資産圧縮積立金 △306

前払年金費用 △144

その他有価証券評価差額金 △9

計 △459

繰延税金負債合計 △459

差引：繰延税金資産の純額 1,404

（繰延税金資産）  

①　流動資産  

貸倒引当金 465

未払事業税 4

たな卸資産評価損 168

広告宣伝費 159

税務上の繰越欠損金 543

その他 62

計 1,403

  

②　固定資産  

関係会社株式評価引当金 544

関係会社株式評価損 519

退職給付引当金 138

広告宣伝費 139

その他 73

計 1,415

繰延税金資産合計 2,819

  

（繰延税金負債）  

①　流動負債  

繰延ヘッジ利益 △31

その他 △1

計 △33

  

②　固定負債  

固定資産圧縮積立金 △276

前払年金費用 △209

その他有価証券評価差額金 △47

計 △533

繰延税金負債合計 △566

差引：繰延税金資産の純額 2,252

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

との差異原因

（単位：％）

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

との差異原因

（単位：％）

法定実効税率 40.4

  

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.8

受取配当金等永久に益金に算入されない

項目
△6.0

その他 0.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 35.3

法定実効税率 40.4

  

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.3

受取配当金等永久に益金に算入されない

項目
△1.9

試験研究費税額控除 △1.1

その他 △0.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 37.6

－ 56 －



（１株当たり情報）

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株当たり純資産額 75,422円14銭 93,573円78銭

１株当たり当期純利益 12,477円44銭 11,437円80銭

 　潜在株式調整後１株当たり当期純利

益については、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。

 　

（追加情報）

　当社は、平成17年９月20日付で株式

１株につき２株の株式分割を行ってお

ります。

　なお、当該株式分割が前期首に行わ

れたと仮定した場合の前事業年度にお

ける１株当たりの情報については、以

下のとおりとなります。

 １株当たり純資産額 70,207円75銭

１株当たり当期純利益 20,181円04銭

 　潜在株式調整後１株当たり当期純利

益については、潜在株式が存在しない

ため、記載しておりません。

　（注）算定上の基礎は以下のとおりであります。

  １ 　１株当たり純資産額

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）

純資産の部の合計額（百万円） － 27,136

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） － －

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） － 27,136

期末の普通株式の数（株） － 290,000

　２ 　１株当たり当期純利益

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）

当期純利益（百万円） 3,266 3,049

普通株主に帰属しない金額（百万円） 22 －

（利益処分による役員賞与金） (22） （－）

普通株式に係る当期純利益（百万円） 3,244 3,049

普通株式の期中平均株式数（株） 260,000 266,575
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７．役員の異動
 

　　２月15日(木)開催の取締役会で次のとおり内定いたしました。　　　

　　　

    １. 取締役の就退任（３月23日(金)付）　　

　　　

　　　（1）新任　　※(　 )内は現職　
　　　　　 　　　　　　            　           

３月23日(金)開催予定の定時株主総会において、次の取締役の選任についての議案を提

出いたします。 　　　　

　　　　　　　　　　　　
　　　　　 　　　　　　              　           さわだ　   りょうち

　　　　　  取締役          澤 田　良 知　  （住友ゴム工業㈱代表取締役 専務執行役員）

　　　　　 

（注）同氏は３月29日(木)開催予定の住友ゴム工業㈱定時株主総会において現職を

退任する予定であります。

　　　　　 
　　　　　 　　　　  　　            　           　　　　　　 　 みずの　    たかお

　　　　 　 取締役 執行役員          水 野　隆 生　　（執行役員）

　　　　　
　　　　　 　　　　  　　            　           　　 　　　　　 さ 　の　   ひでき

　　　　 　 取締役 執行役員          佐 野　英 起　　（執行役員）

　　　　　
　　　　　 　　　  　　　            　         　　　　 　　　  やまぐち　   てつお

　　　　 　 取締役 執行役員          山 口　哲 男　　（執行役員）

 

　　　（2）退任　　
　　　　　 　　　　　　            　           

　　　　　 　　　　　  　                   　    　　　　　　　  のぐち　   としゆき

　　　　　  社外取締役（非常勤）     野 口　紀 之　　

　　　

　

    ２. 取締役の異動（３月30日(金)付）　　※(　 )内は現職
　　　　　 　　　　　　            　           

３月30日(金)開催予定の取締役会において、次の取締役の異動についての議案を提出いた

します。

   
　　　　　 　　　　　　         　　　　　　　　　　　            さわだ　   りょうち

　　　　代表取締役 取締役会長      　澤 田　良 知　（住友ゴム工業㈱代表取締役 専務執行役員）

   
　　　　　 　　　　　　            　　　　  　　　　 　       　きなめり  　 かずお

　　　　取締役 常務執行役員          木 滑　和 生  （取締役 執行役員）
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    ３. 新取締役候補の略歴
 
　　　　　   さわだ　   りょうち

　　　 澤 田　良 知
 
          1946年（昭和21年）１月30日生 （61歳）

 　　　　 大阪府出身
 
　　　　　　　1971年（昭和46年）３月　　東京大学文学部卒業 　　　　

　　　　　　　1971年（昭和46年）４月　　住友ゴム工業㈱入社 　　　　

　　　　　　　1997年（平成９年）７月　　同社　総合企画本部 部長（国際企画担当） 　　　　

　　　　　　　1998年（平成10年）３月　　同社　取締役 　　　　

　　　　　　　2001年（平成13年）１月　　同社　常務取締役

　　　　　　　2003年（平成15年）３月　　同社　代表取締役 専務執行役員（現任） 　　　　
 
　　　　　   みずの　    たかお

　　　 水 野　隆 生
 
          1951年（昭和26年）10月18日生 （55歳）

 　　　　 大阪府出身
 
　　　　　　　1975年（昭和50年）３月　　関西学院大学法学部卒業 　　　　

　　　　　　　1975年（昭和50年）４月　　住友ゴム工業㈱入社 　　　　

　　　　　　　1999年（平成11年）１月　　同社　ゴルフ営業部長 　　　　

　　　　　　　2003年（平成15年）７月　　当社　取締役（ゴルフ営業部長） 　　　　

　　　　　　　2004年（平成16年）７月　　当社　執行役員（海外営業部長）（現任） 　　　　
 
　　　　　    さの　     ひでき

　　　 佐 野　英 起
 
          1952年（昭和27年）６月28日生 （54歳）

 　　　　 島根県出身
 
　　　　　　　1977年（昭和52年）３月　　大阪大学大学院工学研究科修士課程修了 　　　　

　　　　　　　1977年（昭和52年）４月　　住友ゴム工業㈱入社 　　　　

　　　　　　　1999年（平成11年）３月　　同社　スポーツ生産技術開発部長 　　　　

　　　　　　　2003年（平成15年）７月　　当社　取締役（生産技術部長） 　　　　

　　　　　　　2004年（平成16年）７月　　当社　執行役員（生産技術部長）（現任） 　　　　
 
　　　　　  やまぐち　   てつお

　　　 山 口　哲 男
 
          1952年（昭和27年）７月26日 （54歳）

 　　　　 兵庫県出身
 
　　　　　　　1975年（昭和50年）３月　　京都大学工学部卒業 　　　　

　　　　　　　1976年（昭和51年）４月　　住友ゴム工業㈱入社 　　　　

　　　　　　　1998年（平成10年）５月　　同社　スポーツ研究部長 　　　　

　　　　　　　2003年（平成15年）７月　　当社　技術部長 　　　　

　　　　　　　2004年（平成16年）３月　　当社　取締役（技術部長） 　　　　

　　　　　　　2004年（平成16年）７月　　当社　執行役員（技術部長） 　　　　

　　　　　　　2007年（平成19年）１月　　当社　執行役員（マーケティング部長）（現任） 　　　　

　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上
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