
 

 
 

 

 

 

平成 １８ 年 １２ 月期   個別財務諸表の概要    平成１９年２月１６日 

上場会社名  中 野 冷 機 株 式 会 社        上場取引所     ＪＡＳＤＡＱ 

コード番号  ６４１１               本社所在都道府県  東京都 

（ＵＲＬ  http://www.nakano-reiki.com/  ） 

代  表  者 役職名 代表取締役社長    氏名 中野 順造 

問合せ先責任者 役職名 取締役総務・経理部長 氏名 長谷川 学     ＴＥＬ (03) 3455－1311 

決算取締役会開催日 平成 19 年２月 16 日   配当支払開始予定日 平成 19 年３月 30 日 

定時株主総会開催日 平成 19 年３月 29 日   単元株制度採用の有無  有(１単元 100 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                                （百万円未満切り捨て） 

 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  24,953    （  8.3）   598    （△21.6）   737    （ △9.7） 
17 年 12 月期  23,050   （△13.0）   763    （△47.5）   816    （△49.6） 
 
 

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   334  （△20.9）  41 14 － 2.8 3.4 3.0 
17年 12月期   422  （△48.0）  50 54 － 3.6 3.9 3.5 
（注）①期中平均株式数 18 年 12 月期 8,121,684 株   17 年 12 月期 8,123,011 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                                （百万円未満切り捨て） 

 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       22,149       12,110 54.7  1,491  15 

17年 12月期       20,926       11,927 57.0  1,467  05 

（注）①期末発行済株式数  18 年 12 月期 8,121,621 株    17 年 12 月期 8,121,793 株 
   ②期末自己株式数   18 年 12 月期  832,379 株    17 年 12 月期  832,207 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    12,300      600      320 
通   期    24,500      850      450 

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期) 55 円 41 銭 
  
３．配当状況                                （百万円未満切り捨て） 
・現金配当 1株当たり配当金（円） 

 中間期末 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 － 18.00 18.00 146 35.6 1.3 

18 年 12 月期 － 18.00 18.00 146 43.8 1.2 

19 年 12 月期（予想） － 12.00 12.00    
（注） 18 年 12 月期期末配当金の内訳  普通配当     12 円 00 銭   特別配当    6 円 00 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

は今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。 



【財務諸表等】 

 

【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） 
対前年比 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％） 

増減（△）

（千円）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  9,343,359 10,703,424  

２．受取手形 ※２ 1,525,902 903,376  

３．売掛金  2,669,331 3,303,771  

４．有価証券  50,070 －  

５．製品  548,837 467,376  

６．原材料  514,454 494,307  

７．仕掛品  309,198 293,565  

８．前渡金  53,901 －  

９．前払費用  44,095 38,052  

10．繰延税金資産  141,141 160,483  

11．関係会社短期貸付金  33,200 33,200  

12．その他  45,579 52,426  

貸倒引当金  △48,991 △29,566  

流動資産合計  15,230,080 72.8 16,420,418 74.1 1,190,337

Ⅱ 固定資産    

(1）有形固定資産    

１．建物 ※１ 2,347,901 2,328,349   

減価償却累計額  1,499,378 848,522 1,544,305 784,044  

２．構築物  151,124 143,411   

減価償却累計額  129,054 22,069 123,850 19,560  

３．機械及び装置  948,551 993,709   

減価償却累計額  696,262 252,289 739,365 254,344  

４．車両運搬具  60,606 59,188   

減価償却累計額  49,722 10,884 47,628 11,559  

５．工具器具備品  706,091 677,348   

減価償却累計額  629,620 76,470 611,060 66,288  

６．土地 ※１ 880,441 880,441  

有形固定資産合計  2,090,677 10.0 2,016,239 9.1 △74,438
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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） 
対前年比 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％） 

増減（△）

（千円）

(2）無形固定資産    

１．借地権  175 －  

２．その他  9,533 8,921  

無形固定資産合計  9,708 0.0 8,921 0.0 △787

(3）投資その他の資産    

１．投資有価証券  1,569,825 1,718,793  

２．関係会社株式  269,392 257,642  

３．関係会社出資金  916,716 916,716  

４．従業員長期貸付金  13,364 10,510  

５．関係会社長期貸付金  83,000 49,800  

６．長期前払費用  5,888 5,302  

７．繰延税金資産  632,008 642,975  

８．差入保証金  105,886 102,052  

９．破産債権、再生債権、

更生債権その他これら

に準ずる債権 

 15,411 15,103  

貸倒引当金  △15,749 △14,764  

投資その他の資産合計  3,595,744 17.2 3,704,132 16.8 108,388

固定資産合計  5,696,130 27.2 5,729,293 25.9 33,162

資産合計  20,926,211 100.0 22,149,711 100.0 1,223,500
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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） 
対前年比 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％） 

増減（△）

（千円） 

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．支払手形 ※２ 821,082 857,405  

２．買掛金 ※５ 3,907,099 4,738,401  

３．短期借入金 ※１ 250,000 250,000  

４．未払金  134,640 74,970  

５．未払費用  581,519 587,795  

６．未払法人税等  40,404 216,234  

７．未払消費税等  9,682 42,221  

８．前受金  125,027 30,123  

９．預り金  96,947 95,157  

10．賞与引当金  121,286 124,212  

11．役員賞与引当金  － 12,000  

12．製品保証引当金  153,878 150,379  

13．その他  6,420 6,376  

流動負債合計  6,247,988 29.9 7,185,277 32.4 937,289

Ⅱ 固定負債    

１．退職給付引当金  2,183,149 2,253,476  

２．役員退職給与引当金  178,144 197,644  

３．預り保証金  389,812 402,745  

固定負債合計  2,751,107 13.1 2,853,866 12.9 102,759

負債合計  8,999,095 43.0 10,039,144 45.3 1,040,048
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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） 
対前年比 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％） 

増減（△）

（千円） 

（資本の部）    

Ⅰ 資本金 ※３ 822,650 3.9 － － －

Ⅱ 資本剰余金    

１．資本準備金  522,058 －   

資本剰余金合計  522,058 2.5 － － －

Ⅲ 利益剰余金    

１．利益準備金  205,662 －   

２．任意積立金    

(1)買換資産圧縮積立金  175,172 －   

(2)別途積立金  9,464,000 －   

３．当期未処分利益  666,574 －   

利益剰余金合計  10,511,409 50.2 － － －

Ⅳ その他有価証券評価差額金  550,907 2.6 － － －

Ⅴ 自己株式 ※４ △479,910 △2.2 － － －

資本合計  11,927,115 57.0 － － －

負債及び資本合計  20,926,211 100.0 － － －
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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） 
対前年比 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）

増減（△） 

（千円） 

構成比

（％） 

増減（△）

（千円） 

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金  － － 822,650 3.7 －

２．資本剰余金    

(1）資本準備金  － 522,058   

資本剰余金合計  － － 522,058 2.4 －

３．利益剰余金    

(1）利益準備金  － 205,662   

(2）その他利益剰余金    

買換資産圧縮積立金  － 164,312   

別途積立金  － 9,714,000   

繰越利益剰余金  － 603,349   

利益剰余金合計  － － 10,687,325 48.3 －

４．自己株式  － － △480,166 △2.2 －

株主資本合計  － － 11,551,867 52.2 －

Ⅱ 評価・換算差額等    

１．その他有価証券評価差額金  － － 558,699  

評価・換算差額等合計  － － 558,699 2.5 －

純資産合計  － － 12,110,567 54.7 －

負債純資産合計  － － 22,149,711 100.0 －
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【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） 

対前年比 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比

（％） 

増減（△）

（千円） 

Ⅰ 売上高  23,050,507 100.0 24,953,540 100.0 1,903,033

Ⅱ 売上原価    

１．製品期首たな卸高  414,512 548,837   

２．当期製品製造原価 ※１ 19,985,940 21,914,527   

合計  20,400,452 22,463,365   

３．製品期末たな卸高  548,837 19,851,614 86.1 467,376 21,995,989 88.1 2,144,374

売上総利益  3,198,892 13.9 2,957,550 11.9 △241,341

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

１．販売費 ※２ 578,121 563,987   

２．一般管理費 ※1・2 1,857,658 2,435,780 10.6 1,794,996 2,358,983 9.5 △76,796

営業利益  763,112 3.3 598,567 2.4 △164,545

Ⅳ 営業外収益 ※３   

１．受取利息  3,435 9,175   

２．受取配当金  11,888 88,773   

３．貸倒引当金戻入益  9,256 20,389   

４．受取保険配当金収入  6,391 6,655   

５．受取地代家賃  8,963 9,082   

６．雑収入  21,589 61,523 0.2 14,797 148,874 0.6 87,350

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  6,332 7,827   

２．売上割引  1,501 1,776   

３．為替差損  － 7,834 0.0 180 9,784 0.0 1,950

経常利益  816,802 3.5 737,657 3.0 △79,144

Ⅵ 特別利益    

１．固定資産売却益 ※４ 70 215   

２．投資有価証券売却益  895 966 0.0 － 215 0.0 △751
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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） 

対前年比 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比

（％） 

増減（△）

（千円） 

Ⅶ 特別損失    

１．固定資産売却・除却損 ※５ 1,923 6,542   

２．投資有価証券売却損  14 －   

３．投資有価証券評価損  2,220 29,779   

４．ゴルフ会員権評価損  2,400 －   

５．事故賠償金  3,812 10,369 0.0 121 36,443 0.2 26,074

税引前当期純利益  807,399 3.5 701,430 2.8 △105,969

法人税、住民税及び事業税  379,643 402,935   

法人税等調整額  5,213 384,856 1.7 △35,613 367,322 1.5 △17,534

当期純利益  422,543 1.8 334,107 1.3 △88,435

前期繰越利益  244,031 －  

当期未処分利益  666,574 －  

    

 

 

【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30日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益   666,574 

Ⅱ 任意積立金取崩額    

１．買換資産圧縮積立金取
崩額 

 5,554 5,554 

合計   672,129 

Ⅲ 利益処分額    

１．配当金  146,192  

２．取締役賞与金  12,000  

３．任意積立金    

別途積立金  250,000 408,192 

Ⅳ 次期繰越利益   263,937 
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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 

資本剰余
金合計 

利益準備
金 

買換資産
圧縮 
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） 

822,650 522,058 522,058 205,662 175,172 9,464,000 666,574 10,511,409 △479,910 11,376,207

事業年度中の変動
額 

     

その他利益剰余
金の取崩（注1） 

－ － － － △10,859 － 10,859 － － －

その他利益剰余
金の積立（注2） 

－ － － － － 250,000 △250,000 － － －

剰余金の配当
（注2） 

－ － － － － － △146,192 △146,192 － △146,192

役員賞与の支給
（注2） 

－ － － － － － △12,000 △12,000 － △12,000

当期純利益 － － － － － － 334,107 334,107 － 334,107

自己株式の取得    － － － － △255 △255

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（千円） 

－ － － － △10,859 250,000 △63,224 175,915 △255 175,659

平成18年12月31日 
残高（千円） 

822,650 522,058 522,058 205,662 164,312 9,714,000 603,349 10,687,325 △480,166 11,551,867

      

 

評価・換算差額等 

 
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12月31日 
残高（千円） 

550,907 550,907 11,927,115

事業年度中の変動
額 

 

その他利益剰余
金の取崩（注1） 

－ － －

その他利益剰余
金の積立（注2） 

－ － －

剰余金の配当
（注2） 

－ － △146,192

役員賞与の支給
（注2） 

－ － △12,000

当期純利益 － － 334,107

自己株式の取得 － － △255

株主資本以外の
項目の事業年度
中の変動額（純
額） 

7,792 7,792 7,792

事業年度中の変動額
合計（千円） 

7,792 7,792 183,451

平成18年12月31日 
残高（千円） 

558,699 558,699 12,110,567

  

 

(注1) 買換資産圧縮積立金の取崩△10,859千円は、平成18年3月の定時株主総会における第60期利益処分による取崩

△5,554千円と平成18年12月に取崩した△5,304千円の合計額であります。 

(注2) 平成18年3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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【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）製品及び仕掛品 (1）製品及び仕掛品 １．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 総平均法による原価法（半成工事は

個別法による原価法） 

同左 

 (2）原材料 (2）原材料 

 先入先出法による原価法 同左 

(1)子会社株式 (1)子会社株式及び関連会社株式 ２．有価証券の評価基準及び

評価方法 移動平均法による原価法 同左 

 (2）その他有価証券 (2）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 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 ３．固定資産の減価償却の方

法 平成10年４月１日以降に取得した建

物（附属設備を除く） 

同左 

  定額法  

 その他の有形固定資産  

  定率法  

 (2)長期前払費用 (2）長期前払費用 

 定額法 同左 

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上しており

ます。 

同左 

 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備えるため、

支給見込額基準に基づき計上してお

ります。 

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） 

 （3） ───── （3）役員賞与引当金 

  役員に対する賞与の支払に備える

ため、支給見込額の当事業年度負

担額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12,000千円減少しておりま

す。 

 （4）製品保証引当金 （4）製品保証引当金 

 製品及び工事の保証規定に基づく費

用支出に備えるため、売上高に対す

る過年度の発生率を基準にした金額

を計上しております。 

同左 

 （5）退職給付引当金 （5）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、

期末における退職給付債務の見込

額に基づき計上しております。な

お、数理計算上の差異は、その発

生年度において一括処理しており

ます。 

同左 

 （6）役員退職給与引当金 (6）役員退職給与引当金 

 役員に対する退職慰労金の支払いに

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。 

同左 

５．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為

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います。 

同左 

同左 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。 

 消費税等の処理方法  消費税等の処理方法 ７．その他財務諸表作成のた

めの重要な事項 消費税等の処理方法は、税抜方式に

よっております。 

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

の部の合計に相当する金額は12,110,567千円でありま

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。これによる損益に与える影響はありません。 

 

【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） 

────── 

 

１．前期において「雑収入」に含めておりました「受取

保険配当金収入」（前期584千円）は、営業外収益の

100分の10を超えたため独立掲記しております。 

２．前期において「雑収入」に含めておりました「貸倒

引当金戻入益」（前期225千円）は、営業外収益の

100分の10を超えたため独立掲記しております。 

３．前期において「雑収入」に含めておりました「受取

地代家賃」（前期7,947千円）は、営業外収益の100

分の10を超えたため独立掲記しております。 

 

 

【追加情報】 

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） 

（法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書

上の表示方法） 

────── 

実務対応報告第12号「法人事業税における外形標準課

税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱

い」（企業会計基準委員会 平成16年２月13日）が公

表されたことに伴い、当事業年度から同実務対応報告

に基づき、法人事業税の付加価値割及び資本割19,501

千円を販売費及び一般管理費として処理しておりま

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．有形固定資産中、下記のものは、短期借入金 

150,000千円の担保に供しております。 

※１．有形固定資産中、下記のものは、短期借入金 

150,000千円の担保に供しております。 
 

建物 124,637千円  

土地 574,459千円  

合計 699,097千円  
  

 
建物 111,264千円  

土地 574,459千円  

合計 685,724千円  
  

※２．期末日満期手形の処理 ※２．期末日満期手形の処理 

期末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもっ

て決済処理しております。従って当事業年度末日

は金融機関の休日のため次の期末日満期手形が当

事業年度末残高に含まれております。 

期末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもっ

て決済処理しております。従って当事業年度末日

は金融機関の休日のため次の期末日満期手形が当

事業年度末残高に含まれております。 
 

受取手形 121,964千円

支払手形 185,509千円
  

 
受取手形 38,399千円

支払手形 161,476千円
  

※３．会社が発行する株式の総数及び発行済株式総数 ※３． ────── 
 

会社が発行する株式の総数  普通株式 16,000,000株

発行済株式総数    普通株式 8,954,000株
  

 
 

 
  

※４．保有する自己株式数 ※４． ────── 

当社が保有する自己株式の数は、普通株式 

832,207株であります。 

 

※５．関係会社に対する資産及び負債には、区分掲記さ

   れたもののほか次のものがあります。 

※５．関係会社に対する資産及び負債には、区分掲記さ

   れたもののほか次のものがあります。 

買掛金 158,696千円
  

買掛金 160,067千円
  

 ６．保証債務  ６．保証債務 

下記関係会社の金融機関からの借入に対し、債務

保証を行っております。 

下記関係会社の金融機関からの借入に対し、債務

保証を行っております。 
 

テクノ冷熱株式会社  15,000千円
  

 
テクノ冷熱株式会社  15,000千円

  
 ７．当座貸越契約及び貸出コミットメント  ７．当座貸越契約及び貸出コミットメント 

 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取

引銀行２行と当座貸越契約及び貸出コミットメン

ト契約を締結しております。これら契約に基づく

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。 

 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取

引銀行１行と当座貸越契約及び貸出コミットメン

ト契約を締結しております。これら契約に基づく

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。 

当座貸越限度額及び貸出

コミットメントの総額 
1,000,000千円

借入実行残高 150,000千円

差引額 850,000千円
  

当座貸越限度額及び貸出

コミットメントの総額 
1,300,000千円

借入実行残高 250,000千円

差引額 1,050,000千円
  

 ８．配当制限  ８． ────── 

 商法施行規則第124条第3号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550,907

千円であります。 
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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） 

※１．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費                98,850千円

※１．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費                88,819千円

※２．販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

※２．販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

(1）販売費 (1）販売費 
 

荷造運賃 179,530千円 

製品保証引当金繰入額 142,024千円 
  

 
荷造運賃 186,887千円 

製品保証引当金繰入額 145,696千円 
  

(2）一般管理費 (2）一般管理費 
 

役員報酬 117,438千円 

給料手当 982,200千円 

賞与引当金繰入額 37,507千円 

退職給付費用 25,430千円 

役員退職給与引当金繰入額 21,591千円 

福利厚生費 156,367千円 

減価償却費 22,976千円 
  

 
役員報酬 125,037千円 

給料手当 939,005千円 

賞与引当金繰入額 37,799千円 

退職給付費用 37,323千円 

役員退職給与引当金繰入額 19,500千円 

福利厚生費 151,608千円 

役員賞与引当金繰入額 12,000千円 

減価償却費 20,437千円 
  

※３．このうち関係会社に係る営業外収益は次のとおり

であります。 

※３．このうち関係会社に係る営業外収益は次のとおり

であります。 
 

受取利息 2,820千円 

受取地代家賃 7,549千円 

雑収入 1,600千円 
  

 
受取利息 2,156千円 

受取配当金 74,574千円 

受取地代家賃 7,668千円 

雑収入 2,232千円 
  

※４．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 ※４．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。
 

土地 70千円 

合計 70千円 
  

 
建物 20千円 

機械装置 87千円 

車輌運搬具 106千円 

工具器具備品 0千円 

合計 215千円 
    

※５．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※５．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。
 

建物 17千円 

構築物 104千円 

機械及び装置 156千円 

車輌運搬具 481千円 

工具器具備品 1,162千円 

合計 1,923千円 
  

 
建物 2,295千円 

構築物 420千円 

機械及び装置 162千円 

車輌運搬具 203千円 

工具器具備品 2,848千円 

無形固定資産の「その他」 612千円 

合計 6,542千円 
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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 

 
前事業年度末株式数

（株） 
当事業年度増加株式数

（株） 
当事業年度減少株式数

（株） 
当事業年度末株式数

（株） 

自己株式     

普通株式 832,207 172 － 832,379 

合計 832,207 172 － 832,379 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加172株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 
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【リース取引関係】 

ＥＤＩＮＥＴにより開示を行っているため記載を省略しております。 

 

【有価証券関係】 

前事業年度、当事業年度における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。 

 

【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 

製品保証引当金繰入限度超過額 62,320千円

退職給付引当金繰入限度超過額 848,073千円

役員退職給与引当金否認 72,148千円

有価証券評価損否認 62,965千円

ゴルフ会員権評価損否認 82,430千円

未払事業税否認 2,715千円

固定資産評価損否認 35,212千円

その他 97,757千円

繰延税金資産合計 1,263,624千円

繰延税金負債 

買換資産圧縮積立金 115,453千円

その他有価証券評価差額金 375,020千円

繰延税金負債合計 490,474千円

繰延税金資産純額 773,149千円
  

 
繰延税金資産 

製品保証引当金繰入限度超過額 60,903千円

退職給付引当金繰入限度超過額 912,658千円

役員退職給与引当金否認 80,046千円

有価証券評価損否認 75,026千円

ゴルフ会員権評価損否認 82,430千円

未払事業税否認 18,778千円

固定資産評価損否認 35,212千円

その他 104,816千円

繰延税金資産小計 1,369,872千円

評価性引当額 △74,278千円

繰延税金資産合計 1,295,594千円

繰延税金負債 

買換資産圧縮積立金 111,843千円

その他有価証券評価差額金 380,291千円

繰延税金負債合計 492,134千円

繰延税金資産純額 803,459千円
  

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 

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 40.5％

（調整） 

交際費等永久に損益に算入されない項目 6.1％

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.7％

住民税均等割等 1.5％

その他 0.3％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 47.7％
 

法定実効税率 40.5％

（調整） 

交際費等永久に損益に算入されない項目 3.2％

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △1.1％

住民税均等割等 0.5％

税額控除 △2.9％

評価性引当額 10.6％

その他 1.6％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 52.4％
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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 1,467円05銭 

１株当たり当期純利益金額 50円54銭 

  

 

１株当たり純資産額 1,491円15銭 

１株当たり当期純利益金額 41円14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（千円） 422,543 334,107 

普通株主に帰属しない金額（千円） 12,000 － 

（うち利益処分による役員賞与金） ( 12,000 ) (－) 

普通株式に係る当期純利益（千円） 410,543 334,107 

期中平均株式数（株） 8,123,011 8,121,684 

 

 

 

 

16



【役員の異動】 

該当事項はございません。 
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