
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） 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 18円38銭 

３．配当状況 

※ 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判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

(財)財務会計基準機構会員

平成１８年１２月期 個別財務諸表の概要 平成19年2月20日

上場会社名 理研コランダム株式会社 上場取引所 東証市場（第２部） 

コード番号 5395 本社所在都道府県  埼玉県 

(URL http://www.rikencorundum.co.jp/) 

代  表  者 役職名  代表取締役社長 氏名 坂爪 康一 

問合せ先責任者 役職名  常務取締役管理本部長 氏名 西村 恭幸 ＴＥＬ  （０４８）５９６－４４１１ 

決算取締役会開催日 平成19年2月20日 配当支払開始予定日 平成19年3月28日 

定時株主総会開催日 平成19年3月27日 単元株制度採用の有無 有（１単元1,000株） 

(1）経営成績                 （注）単位未満の端数については四捨五入によっております。

 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 5,461 4.4 206 △33.5 211 △34.7 

17年12月期 5,228 3.2 310 △3.1 323 4.6 

 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 130 △26.5 13 78 13 71 3.9 3.4 3.9 

17年12月期 174 0.6 16 70 16 70 5.5 5.6 6.2 

（注）①期中平均株式数 18年12月期   9,413,719株 17年12月期 9,419,198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、対前期増減率であります。 

(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 6,178 3,338 54.0 354 64 

17年12月期 6,222 3,341 53.7 352 93 

（注）①期末発行済株式数 18年12月期    9,411,227株 17年12月期 9,417,449株

②期末自己株式数 18年12月期    588,773株 17年12月期 582,551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 2,720  90  85  

通 期 5,600  235  173  

・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（％）  中間期末 期末 年間 

17年12月期 2.5 4.5 7.0 66 41.9 2.1 

18年12月期 3.0 3.0 6.0 56 43.5 1.7 

19年12月期（予想） 3.0 3.0 6.0       
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６．個別財務諸表等 
(1）貸借対照表 

    
第107期 

（平成17年12月31日） 
第108期 

（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     325,930     246,687     

２ 受取手形 ※４   351,594     245,653     

３ 売掛金     961,496     1,035,659     

４ 商品     220,117     253,471     

５ 製品     221,359     253,449     

６ 原材料     179,863     198,036     

７ 仕掛品     625,654     640,365     

８ 貯蔵品     7,473     8,237     

９ 前払費用     11,192     15,682     

10 繰延税金資産     61,140     63,234     

11 その他     20,064     70,580     

貸倒引当金     △7,200     △4,000     

流動資産合計     2,978,682 47.9   3,027,053 49.0 48,371 

 

- 2 -



    
第107期 

（平成17年12月31日） 
第108期 

（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） 

Ⅱ 固定資産                 

１ 有形固定資産                 

(1）建物 ※１ 3,084,321     3,076,539       

減価償却累計額   1,930,388 1,153,933   1,979,940 1,096,599   △57,334 

(2）構築物   133,693     148,188       

減価償却累計額   113,725 19,968   117,214 30,974   11,006 

(3）機械及び装置   1,317,391     1,388,756       

減価償却累計額   1,103,336 214,055   1,142,087 246,669   32,614 

(4）車両及び運搬具   34,604     34,575       

減価償却累計額   30,763 3,841   30,848 3,727   △114 

(5）工具器具及び備品   220,056     227,253       

減価償却累計額   184,783 35,273   193,132 34,121   △1,152 

(6）土地 ※１   314,504     314,504   － 

(7) 建設仮勘定     17,977     4,528   △13,449 

有形固定資産合計     1,759,551 28.3   1,731,122 28.0 △28,429 

２ 無形固定資産                 

(1）借地権     26,197     26,197   － 

(2）電話加入権     1,884     1,884   － 

(3）ソフトウェア     325     257   △68 

(4）水道施設利用権     －     6,173   6,173 

無形固定資産合計     28,406 0.4   34,511 0.6 6,105 

３ 投資その他の資産                 

(1）投資有価証券     1,162,161     1,092,404   △69,757 

(2）関係会社株式     40,000     40,000   － 

(3）関係会社出資金     219,853     219,853   － 

(4）出資金     －     2,299   2,299 

(5）従業員長期貸付金     －     1,240   1,240 

(6）破産更生債権等     2,062     2,798   736 

(7）敷金保証金     9,705     10,157   452 

(8）その他     24,103     19,939   △4,164 

貸倒引当金     △2,100     △2,900   △800 

投資その他の資産合
計 

    1,455,784 23.4   1,385,790 22.4 △69,994 

固定資産合計     3,243,741 52.1   3,151,423 51.0 △92,318 

資産合計     6,222,423 100.0   6,178,476 100.0 △43,947 
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第107期 

（平成17年12月31日） 
第108期 

（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 ※４   637,543     634,058     

２ 買掛金     266,845     303,081     

３ 短期借入金     162,000     274,000     

４ 一年内返済予定長期
借入金 

※１   306,040     411,920     

５ 未払金     34,546     31,884     

６ 未払費用     86,980     102,672     

７ 未払法人税等     90,250     63,314     

８ 未払消費税等     －     5,628     

９ 預り金     22,636     24,073     

10 賞与引当金     61,000     62,000     

11 役員賞与引当金     －     8,000     

12 保証債務     2,500     1,800     

13 その他     110     11,221     

流動負債合計     1,670,450 26.8   1,933,651 31.3 263,201 

Ⅱ 固定負債                 

１ 長期借入金 ※１   585,790     313,830     

２ 繰延税金負債     202,646     170,534     

３ 修繕引当金     69,272     77,379     

４ 退職給付引当金     212,606     200,946     

５ 役員退職慰労引当金     90,962     94,512     

６ 長期預り金     50,000     50,000     

固定負債合計     1,211,276 19.5   907,201 14.7 △304,075 

負債合計     2,881,726 46.3   2,840,852 46.0 △40,874 
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第107期 

（平成17年12月31日） 
第108期 

（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 ※２   500,000 8.0   － － － 

Ⅱ 資本剰余金                 

     資本準備金   89,675     －     － 

    資本剰余金合計     89,675 1.5   － － － 

Ⅲ 利益剰余金                 

１ 利益準備金   125,000     －     － 

２ 任意積立金                 

(1）配当準備積立金   250,000     －     － 

(2）固定資産圧縮積立
金 

  124,872     －     － 

(3）別途積立金   1,648,700     －     － 

３ 当期未処分利益   295,497     －     － 

利益剰余金合計     2,444,069 39.3   － － － 

Ⅳ その他有価証券評価差
額金 

    416,213 6.7   － － － 

Ⅴ 自己株式 ※３   △109,260 △1.8   － － － 

資本合計     3,340,697 53.7   － － － 

負債資本合計     6,222,423 100.0   － － － 
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第107期 

（平成17年12月31日） 
第108期 

（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） 

（純資産の部）                 

Ⅰ 株主資本                 

１ 資本金     － －   500,000 8.1 － 

２ 資本剰余金                 

   資本準備金   －     89,675     － 

資本剰余金合計      － －   89,675 1.4 － 

３ 利益剰余金                 

(1）利益準備金   －     125,000     － 

(2）その他利益剰余金               － 

  配当準備積立金   －     250,000     － 

  固定資産圧縮積立
金 

  －     112,798     － 

  別途積立金   －     1,748,700     － 

繰越利益剰余金   －     249,665     － 

利益剰余金合計      － －   2,486,163 40.2 － 

４ 自己株式     － －   △112,852 △1.8 － 

株主資本合計      － －   2,962,986 47.9 － 

Ⅱ 評価・換算差額等                 

１ その他有価証券評価
差額金 

    － －   374,638 6.1 － 

評価・換算差額等合計      － －   374,638 6.1 － 

純資産合計      － －   3,337,624 54.0 － 

負債純資産合計      － －   6,178,476 100.0 － 
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(2）損益計算書 

    
第107期 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

第108期 
（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                 

１ 製品売上高   3,454,650     3,511,610       

２ 商品売上高   1,444,415     1,624,079       

３ 不動産賃貸収入   329,281 5,228,346 100.0 324,860 5,460,549 100.0 232,203 

Ⅱ 売上原価                 

１ 製品期首棚卸高   206,503     221,359       

２ 当期製品製造原価 ※３ 2,536,268     2,732,739       

計   2,742,771     2,954,098       

３ 他勘定へ振替高 ※１ 264     33       

４ 製品期末棚卸高   221,359     253,449       

５ 製品売上原価   2,521,148     2,700,616       

６ 商品期首棚卸高   159,623     220,117       

７ 当期商品仕入高   1,248,997     1,406,914       

計   1,408,620     1,627,031       

８ 他勘定へ振替高 ※１ 15     －       

９ 商品期末棚卸高   220,117     253,471       

10 商品売上原価   1,188,488     1,373,560       

11 不動産賃貸原価   91,670 3,801,306 72.7 86,948 4,161,124 76.2 359,818 

売上総利益     1,427,040 27.3   1,299,425 23.8 △127,615 
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第107期 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

第108期 
（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） 

Ⅲ 販売費及び一般管理費                 

１ 運賃荷造費   171,740     173,992       

２ 役員報酬   84,640     76,070       

３ 給料及び手当   364,709     351,704       

４ 賞与引当金繰入額   21,480     22,190       

５ 役員賞与引当金繰入
額 

  －     8,000       

６ 福利厚生費   104,173     93,728       

７ 退職給付引当金繰入
額 

  17,659     16,800       

８ 役員退職慰労引当金
繰入額 

  18,349     21,610       

９ 旅費交通費   73,763     65,588       

10 減価償却費   8,295     8,200       

11 賃借料   70,751     72,965       

12 その他   181,536 1,117,095 21.4 182,463 1,093,310 20.0 △23,785 

営業利益     309,945 5.9   206,115 3.8 △103,830 

Ⅳ 営業外収益                 

１ 受取利息   1,183     3,631       

２ 受取配当金 ※４  15,449     20,045       

３ 受取商標使用料   8,617     9,676       

４ 技術指導料 ※４  5,812     5,933       

５ その他   6,438 37,499 0.7 6,325 45,610 0.8 8,111 

Ⅴ 営業外費用                 

１ 支払利息   13,223     16,894       

２ 手形売却損   7,087     9,509       

３ 売上割引   3,611     8,041       

４ 為替差損   －     6,293       

５ その他   253 24,174 0.4 34 40,771 0.7 16,597 

経常利益     323,270 6.2   210,954 3.9 △112,316 
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第107期 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

第108期 
（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） 

Ⅵ 特別利益                 

１ 投資有価証券売却益   355     －       

２ 貸倒引当金戻入益   1,900     2,232       

３ 破産更生債権取立益   － 2,255 0.0 302 2,534 0.0 279 

Ⅶ 特別損失                 

１ 固定資産除却損 ※２ 11,298 11,298 0.2 1,799 1,799 0.0 △9,499 

税引前当期純利益     314,227 6.0   211,689 3.9 △102,538 

法人税、住民税及び
事業税 

  145,400     88,000       

法人税等調整額   △5,500 139,900 2.7 △6,023 81,977 1.5 △57,923 

当期純利益     174,327 3.3   129,712 2.4 △44,615 

前期繰越利益     144,717     148,192   3,475 

中間配当額     23,547     28,239   4,692 

当期未処分利益     295,497     249,665   △45,832 
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製造原価明細書 

不動産賃貸原価明細書 

    
第107期 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

第108期 
（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） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

増減 
（千円） 

Ⅰ 材料費   976,128 37.2 975,157 35.5   

Ⅱ 製品外注費   367,539 14.0 383,483 14.0   

Ⅲ 労務費 ※１ 786,376 30.0 825,158 30.0   

Ⅳ 経費 ※２ 495,579 18.8 563,652 20.5   

当期総製造費用   2,625,622 100.0 2,747,450 100.0 121,828 

仕掛品期首棚卸高   536,300   625,654     

計   3,161,922   3,373,104     

仕掛品期末棚卸高   625,654   640,365     

当期製品製造原価   2,536,268   2,732,739   196,471 

第107期 第108期 

原価計算の方法 原価計算の方法 

材料費、労務費および経費の計算は、いずれも実際発

生額によっております。また、発生原価はこれを工程

別製品組別に集計して組別工程別総合原価計算の方法

で製品別原価を計算しております。 

なお、製品別原価の算定に当っては、組別計算のうち

で更に一部等価比率にもとづく配分計算の方法を併用

しております。 

同左 

※１ このうち賞与引当金繰入額を次のとおり含んでお

ります。 

※１ このうち賞与引当金繰入額を次のとおり含んでお

ります。 

賞与引当金繰入額 39,520千円 賞与引当金繰入額 39,810千円

※２ 製造経費の主なものは次のとおりであります。 ※２ 製造経費の主なものは次のとおりであります。 

荷造運搬費 52,398千円

消耗品費 65,274千円

修繕費 47,165千円

減価償却費 76,499千円

荷造運搬費      55,440千円

消耗品費       62,713千円

修繕費       32,694千円

減価償却費       86,551千円

    
第107期 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

第108期 
（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） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

増減 
（千円） 

減価償却費   39,051 42.6 36,877 42.4 △2,174 

租税公課   41,610 45.4 39,116 45.0 △2,494 

その他   11,009 12.0 10,956 12.6 △53 

   合計   91,670 100.0 86,949 100.0 △4,721 
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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107期 

  （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     295,497 

Ⅱ 任意積立金取崩額       

固定資産圧縮積立金取
崩額 

  6,435 6,435 

合計     301,932 

Ⅲ 利益処分額       

１ 配当金   42,379   

２ 取締役賞与金   17,000   

３ 別途積立金   100,000 159,379 

Ⅳ 次期繰越利益     142,553 
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株主資本等変動計算書 

（第108期）（自平成18年１月１日 至平成18年12月31日） 

 (注)固定資産圧縮積立金の取崩しの内6,435千円、別途積立金の積立△100,000千円、剰余金の配当△42,379千円、利益 

   処分による役員賞与△17,000千円は、前事業年度の定時株主総会における利益処分に増減であります。 

 

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 資本準

備金 

資本剰
余金合
計 

利益準
備金 

その他利益剰余金 

利益剰余
金合計 配当準備

積立金 

固定資産
圧縮積立
金 

別途積立
金 

繰越利益
剰余金 

平成17年12月31日 残
高 
（千円） 

500,000 89,675 89,675 125,000 250,000 124,872 1,648,700 295,497 2,444,069 △109,260 2,924,484 

事業年度中の変動額            

固定資産圧縮積立金
の取崩し（千円） 

          △12,074   12,074 －   － 

別途積立金の積立
（千円） 

            100,000 △100,000 －   － 

剰余金の配当（千
円） 

              △70,618 △70,618   △70,618 

利益処分による役員
賞与（千円） 

              △17,000 △17,000   △17,000 

当期純利益（千円）               129,712 129,712   129,712 

自己株式の取得（千
円） 

                  △3,592 △3,592 

株主資本以外の項目
の事業年度中の変動
額（純額） 
（千円） 

                    － 

事業年度中の変動額合
計 
（千円） 

－ － － － － △12,074 100,000 △45,832 42,094 △3,592 38,502 

平成18年12月31日 残
高 
（千円） 

500,000 89,675 89,675 125,000 250,000 112,798 1,748,700 249,665 2,486,163 △112,852 2,962,986 

 
評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 

平成17年12月31日 残高 
（千円） 

416,213 416,213 3,340,697 

事業年度中の変動額    

固定資産圧縮積立金の取崩し（千円）   － － 

別途積立金の積立（千円）   － － 

剰余金の配当（千円）   － △70,618 

利益処分による役員賞与（千円）   － △17,000 

当期純利益（千円）   － 129,712 

自己株式の取得（千円）   － △3,592 

株主資本以外の項目の事業年度中の変
動額（純額） 
（千円） 

△41,575 △41,575 △41,575 

事業年度中の変動額合計 
（千円） 

△41,575 △41,575 △3,073 

平成18年12月31日 残高 
（千円） 

374,638 374,638 3,337,624 
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重要な会計方針 

項目 
第107期 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

第108期 
（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を採用し

ております。 

(1）子会社株式 

       同左 

 (2）その他有価証券 

時価のあるもの 

  決算期末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）を採用しておりま

す。 

(2）その他有価証券 

時価のあるもの 

  決算期末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）を採用しておりま

す。 

 時価のないもの 

移動平均法による原価法を採用し

ております。 

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 

デリバティブ 

  原則として時価法を採用しておりま

す。 

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 

  移動平均法による原価法を採用してお

ります。 

 同左 

４ 固定資産の減価償却の方

法 

(1)有形固定資産 

   定率法を採用しております。          

    但し、平成10年4月1日以降に取得した 

  建物（建物附属設備を除く）について 

  は、定額法によっております。 

   なお、主な耐用年数は、以下のとおり 

  です。                                                 

(1)有形固定資産 

 同左 

 建物 31～47年

機械及び装置 10年

 

     ───── (2)無形固定資産 

  定額法を採用しております。 

  但し、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）に基づく定額法によっており

ます。 

５ 引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

  期末現在に有する売掛金等の債権

の貸倒れ損失に備えるため、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）賞与引当金 

  従業員に対し支給する賞与に備え

て計上しているもので、賞与支給見

込額の当期負担額を計上しておりま

す。 

(2）賞与引当金 

同左 

     ───── (3）役員賞与引当金 

 役員に対する賞与の支給に備える

ため、賞与支給見込額の当期負担額

を計上しております。 
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項目 
第107期 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

第108期 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

 (4）修繕引当金 

  固定資産（賃貸設備）について行

う修繕に要する費用に充てるため計

上しているもので、その計上は不動

産賃貸契約による所定の率によって

おります。 

(4）修繕引当金 

同左 

 (5）退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるため、

当期末における退職給付債務および

年金資産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給に備える

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 

６ 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、決算期末日の

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おります。 

同左 

７ 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 

８ ヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 

  金利スワップについては、特例処

理の要件を満たしておりますので、

特例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） 

金利スワップ 

（ヘッジ対象） 

借入金の利息 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

（ヘッジ手段） 

同左 

（ヘッジ対象） 

同左 

 ③ ヘッジ方針 

  借入金の金利変動リスクを回避す

る目的で金利スワップ取引を行って

おり、ヘッジ対象の識別は個別契約

毎に行っております。 

③ ヘッジ方針 

同左 

 ④ ヘッジ有効性評価の方法 

  金利スワップについては、特例処

理の要件を満たしており有効性が保

証されているため、有効性の評価を

省略しております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

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 

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。 

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） 

──────  (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））および「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）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。 

──────   (役員賞与に係る会計基準)                            

   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、従来の方法と比較して、営業利益、経常利

益および税引前当期純利益は8,000千円減少しております。                                                   

──────  (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）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、3,337,624千

円であります。     

  なお、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、会社計算規則（平成18年２月７日 法務省令第13

号）により作成しております。 
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

第107期（平成17年12月31日） 第108期（平成18年12月31日） 

※１ このうち次のとおり借入金の担保に供しておりま

す。 

※１ このうち次のとおり借入金の担保に供しておりま

す。 

建物 48,780千円

土地 39,635千円

合計 88,415千円

建物 48,536千円

土地 39,635千円

合計 88,171千円

同上に対応する債務額 同上に対応する債務額 

長期借入金 200,000千円 長期借入金 168,300千円

一年以内返済予定長期借入金 31,700千円

※２ 発行する株式および発行済株式の総数は次のとお

りであります。 

※２ 発行する株式および発行済株式の総数は次のとお

りであります。 

授権株数 普通株式 20,000,000株

発行済株式総数 普通株式 10,000,000株

授権株数 普通株式    20,000,000株

発行済株式総数 普通株式    10,000,000株

※３ 自己株式 

当社が保有する自己株式の数は、普通株式582,551 

株であります。 

※３ 自己株式 

当社が保有する自己株式の数は、普通株式588,773

株であります。 

※４ 決算期末日満期手形の会計処理については、当事

業年度末日は金融機関休業日にあたりましたが、

満期日に決済が行われたものとして処理しており

ます。当事業年度末日満期手形は、次のとおりで

あります。 

※４ 決算期末日満期手形の会計処理については、当事

業年度末日は金融機関休業日にあたりましたが、

満期日に決済が行われたものとして処理しており

ます。当事業年度末日満期手形は、次のとおりで

あります。 

受取手形 2,572千円

支払手形 31,192千円

受取手形 6,954千円

支払手形  18,433千円

 ５ 受取手形割引高          457,594千円  ５ 受取手形割引高           628,533千円 

 ６ 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416,213千

円であります。 

────── 
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（損益計算書関係） 

（株主資本等変動計算書関係） 

（第108期）（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 

第107期 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

第108期 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

※１ 製品および商品他勘定へ振替高は販売費および一

般管理費振替高等であります。 

※１ 製品および商品他勘定へ振替高は販売費および一

般管理費振替高等であります。 

※２ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 ※２ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

機械及び装置 10,622千円

工具器具及び備品 676千円

計 11,298千円

建物   1,054千円

機械及び装置      399千円

車両及び運搬具     70千円

工具器具及び備品 276千円

計    1,799千円

※３ 研究開発費の総額 ※３ 研究開発費の総額 

当期製造費用に含まれる研

究開発費 
46,098千円

当期製造費用に含まれる研

究開発費 
65,022千円

※４ 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。 

※４ 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。 

関係会社よりの受取配当金 6,889千円

関係会社よりの技術指導料 5,812千円

関係会社よりの受取配当金    6,932千円

関係会社よりの技術指導料  5,933千円

 
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） 

自己株式     

普通株式 582,551 6,222 － 588,773 

合計 582,551 6,222 － 588,773 
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① リース取引 

② 有価証券 

（第107期）（平成17年12月31日現在） 

 子会社株式で時価のあるものはありません。 

（第108期）（平成18年12月31日現在） 

 子会社株式で時価のあるものはありません。 

第107期 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

第108期 
（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 

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 

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 179,595 45,458 134,137 

工具器具及び
備品 

63,472 37,632 25,840 

ソフトウェア 67,802 38,010 29,792 

合計 310,869 121,100 189,769 

  
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 172,095 56,266 115,829 

工具器具及び
備品 

51,933 31,851 20,082 

ソフトウェア 68,330 48,738 19,592 

合計 292,358 136,855 155,503 

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 39,897千円

１年超 158,864千円

合計 198,761千円

１年内 38,302千円

１年超 127,654千円

合計      165,956千円

３．支払リース料、減価償却費相当額および支払利息相

当額 

３．支払リース料、減価償却費相当額および支払利息相

当額 

支払リース料 51,844千円

減価償却費相当額 44,517千円

支払利息相当額 9,542千円

支払リース料    49,768千円

減価償却費相当額      42,836千円

支払利息相当額     8,391千円

４．減価償却費相当額および支払利息相当額の算定方法 

 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．減価償却費相当額および支払利息相当額の算定方法 

 減価償却費相当額の算定方法 

          同左 

 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の差

額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。 

 利息相当額の算定方法 

          同左 
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③ 税効果会計 

第107期 
(平成17年12月31日) 

第108期 
(平成18年12月31日) 

１．繰延税金資産およ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 

１．繰延税金資産およ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 

(流動) 

(固定) 

繰延税金負債 

たな卸資産評価損否認 24,482千円

未払事業税否認 7,474千円

賞与引当金否認 24,644千円

その他 4,540千円

計 61,140千円

退職給付引当金否認 85,893千円

役員退職慰労引当金否認 36,749千円

投資有価証券評価損否認 8,685千円

修繕引当金否認 27,986千円

その他 1,069千円

計 160,382千円

評価性引当額 △614千円

繰延税金資産合計 220,908千円

固定資産圧縮積立金 80,283千円

その他有価証券評価差額金 282,131千円

計 362,414千円

繰延税金負債の純額 141,506千円

(流動) 

(固定) 

繰延税金負債 

たな卸資産評価損否認     24,523千円

未払事業税否認  5,656千円

賞与引当金否認    25,048千円

その他   8,007千円

計     63,234千円

退職給付引当金否認    81,182千円

役員退職慰労引当金否認     38,183千円

投資有価証券評価損否認    8,685千円

修繕引当金否認     31,261千円

その他     1,179千円

計    160,490千円

評価性引当額 △614千円

繰延税金資産合計    223,110千円

固定資産圧縮積立金    76,461千円

その他有価証券評価差額金    253,949千円

計    330,410千円

繰延税金負債の純額   107,300千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

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 1.5％

受取配当金等永久に益金に算入されない

項目 △0.4％

住民税均等割 0.8％

試験研究費の税額控除                 △1.5％

過年度法人税等 3.5％

その他 0.2％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 44.5％

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 2.1％

受取配当金等永久に益金に算入されない

項目 △1.0％

住民税均等割 1.1％

試験研究費の税額控除               △3.1％

その他 △0.8％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 38.7％
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（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり当期純利益金額および潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。 

（重要な後発事象） 

 特記すべき事項はありません。 

第107期 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

第108期 
（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 352.93円

１株当たり当期純利益金額 16.70円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 16.70円

１株当たり純資産額 354.64円

１株当たり当期純利益金額 13.78円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   13.71円

  
第107期 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

第108期 
（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） 174,327 129,712 

普通株主に帰属しない金額（千円） 17,000 － 

（うち利益処分による取締役賞与金(千円)） (17,000) (－) 

普通株式に係る当期純利益（千円） 157,327 129,712 

期中平均株式数（株） 9,419,198 9,413,719 

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（株）  4,129 44,045 

（うち新株予約権）  (4,129) (44,045) 
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７．役員の異動（平成19年３月27日付） 

(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 

① 新任取締役候補 

取締役 中島哲二（現 オカモト㈱ 福島工場統括マネージャー） 

② 辞任予定取締役 

取締役 鳥山正文 

③ 補欠監査役候補 

  補欠監査役 大岩準（現 小菱商事㈱ 相談役） 

  

(3) 就任予定日 

平成19年3月27日 

以上
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