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上 場 会 社 名  上場取引所 東証 第二部
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代 表 者 代 表取締役 社長 碓 井 初 秋  
問 合 せ 先 責 任 者 常務取締役管理部長 石 井 紀 六 TEL（03）3846－2651 
決算取締役会開催日 平成 19 年 2 月 22 日   
米国会計基準採用の有無 無   
 

１．平成１８年１２月期の連結業績（平成18年1月1日～平成18年12月31日） 

（1）連結経営成績                       （百万円未満切捨て） 

       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 10,006 16.0 177 － 186 － 

17 年 12 月期 8,626 △17.4 △332 － △414 － 
  

1 株当 た り 潜在株式調整後 自己資本 総 資 産 売 上 高       
       

当 期 純 利 益 
当期純利益 1株当たり当期純利益 当期純利益率 経常利益率 経常利益率

 百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18 年 12 月期 202 － 4.53 － 5.4 1.5 1.9
17 年 12 月期 △1,960 － △46.15 － △46.2 △3.2 △4.8 

（注）①持 分 法 投 資 損 益 18 年 12 月期 19 百万円 17 年 12 月期 △11 百万円 

 ②期中平均株式数（連結）18 年 12 月期 44,648,521 株 17 年 12 月期 42,486,709 株 

 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）連結財政状態 

       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 12,304 3,418 27.6 76 . 16 
17 年 12 月期 13,156 4,056 30.8 90 . 85 
（注）期末発行済株式数（連結）18 年 12 月期  44,644,594 株   17 年 12 月期 44,651,824 株 

 
（3）連結キャッシュ・フローの状況 

営業活動による 投資活動による 財務活動による 現金及び現金同等物       
       キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー 期 末 残 高

 百万円 百万円 百万円 百万円

18 年 12 月期 580 286 △438 1,857 

17 年 12 月期 △202 △227 726 1,430 

 
（4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

連結子会社数 １社  持分法適用非連結子会社数 ０社  持分法適用関連会社数 ２社 
 
（5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結（新規） －社 （除外） －社    持分法（新規） －社  （除外） －社 
 

２．平成１９年１２月期の連結業績予想（平成19年1月1日～平成19年12月31日） 

      売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 当期純利益 
 百万円 百万円 百万円 百万円 

中 間 期 4,870 △10 △40 △60 
通 期 10,200 150 80 50 
（参考）1株当たり予想当期純利益（通期） 1 円 12 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予想数値と異なる結果となる可能性があります。 
 

 

 



 

2 

 

 

 

１．企業集団の概況 
 

当社グループは、当社、子会社 3社及び関連会社 2社で構成され、ロボットマシン及び文具の

製造販売を主たる事業内容としております。 

ロボットマシンのうち標準機（プラスチック射出成形品用自動取出ロボット）及び、特注機（プ

ラスチック射出成形品の二次、三次工程の自動化、ストック装置、プラスチック射出成形工場の

FA 化システム及び DVD 等のディスク一貫製造システム等のオーダーメード装置）につきまして

は、当社で設計、製造及び販売を行っております。海外における販売会社として連結子会社

SAILOR  AUTOMATION,INC. 非連結子会社 THE SAILOR(THAILAND)CO.,LTD. 及び製造・販売会社と

して写楽精密機械(上海)有限公司があります。 

文具のうち主に筆記具関連は当社で製造販売をしておりますが、一部を持分法適用関連会社株

式会社 サンライズ貿易より仕入れております。 

また、持分法適用関連会社として絵本を出版するセーラー出版株式会社があります。 

 

上記の企業集団の状況について、事業系統図を示すと次のとおりであります。 
 

得 意 先 

 

 

 
 
 

連結子会社（販売） 
SAILOR  AUTOMATION,INC. 
非連結子会社（販売） 
THE SAILOR(THAILAND)CO.,LTD.
 
 

製品 

 
 

非連結子会社（製造・販売） 
写楽精密機械(上海)有限公司

商品        製品 

部品   部品・製品 
 

セ ー ラ ー 万 年 筆 株 式 会 社（当 社） 

文 具 事 業 部 ロボット機器事業部 

 

 

商品 

 
持分法適用関連会社 
株式会社 サンライズ貿易 

 

出版 

持分法適用関連会社 

セーラー出版株式会社 
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２ ． 経 営 方 針 
 

１．経営の基本方針 

当社グループは創業以来一貫して技術主導型の企業体質づくりに精励してまいりました。この技
術力を活かしてお客様のニーズに対応した独自の製品開発と、徹底した品質管理をモットーとして
市場に質の高い商品を提供し広く社会貢献を図ることを基本としております。 
 
２．利益配分に関する基本方針 

当社は、株主に対する利益還元を経営の 重要政策として位置付けており、収益の向上、財務体
質の強化を図りながら、基本的に業績の動向、１株当たりの利益水準等を総合的に勘案して利益の
配分を行うことにしております。内部留保につきましては、財務体質の強化に加え、企業の成長に
必要な商品開発、高度化する技術に対処するための技術開発に有効に投資してまいります。 
 

３．目標とする経営指標  

当社グループは、このたび事業及び財務内容に係る調査を踏まえ、更なる収益性の向上、財務体

質健全化のため「中期事業計画」を策定しました。これを確実に推進することにより、収益力の向

上を図り安定した経営を目指します。経営指標としては、ROA（総資産利益率）を重視しております。 
 
４．中長期的な会社の経営戦略 

経営の効率化を目指しており、資本投下を絞り込み、かつ効果の出る経営をすべく努めておりま
す。製造・販売を行う企業としては、近年新製品開発の重要性が益々増大しております。 
ロボット機器部門におきましては、近年取り組んできましたプレス業界向けハンドリングロボッ

トも昨年は実を結び、大型プラズマＴＶ用パーツとしてプレス工程はもとより、その後工程をも含
むピンのカシメ機用ハンドリングシステムを大口受注し、海外へ納入稼動させました。また、液晶
テレビも大型化していますのでこれらのプレス用ハンドリングも吟味しています。プレス業界をプ
ラスチック成形業界に続く第 2の業界として地固めをしています。 
一方、新規分野の防犯防災ではマンションの防犯設備工事を開始しました。また、防災設備では

可燃気化物工場で使用可能な防爆型・自動無人消火走行ロボットの開発に着手いたします。 
文具部門は、少子高齢化という大きな市場環境の変化や、製品のライフサイクルが近年短くなる

中にあって、新製品の売上高に占める割合を増加させることを目標とし開発を進めてまいります。
文具業界における流通網の変化が当社にはプラスに作用し、さらに顧客ニーズにあった新製品を投
入することにより製品売上高の増加を計画しております。また、自社製品売上割合の増加による収
益性の改善を行います。 
 

５．会社の対処すべき課題 

ロボット機器部門の課題としましては、近年特注機関連の受注が好不調の波を大きく受けました。
安定的な売上高を確保するために標準機の拡販を増員補強して国内・海外ともに積極的に行い、大
手ユーザーの開拓を更に進めます。それには高品質の製品をいかに競争力ある価格で出荷するかを
テーマに上海市に設立した写楽精密機械有限公司を拠点として、さらにコストダウンを目指し取出
機用パーツの現地調達率を高めるよう新規業者開拓を進めています。販売面では売上高を大幅に伸
ばしたアメリカの連結子会社 SAILOR AUTOMATION,INC.は、市場が大きすぎほんの一部地区での販売
高であり、販売・技術・サービス員を増強して飛躍を期します。また、タイの現地法人を増強して、
ここを拠点とし近隣諸国をそれぞれの国柄に合わせた戦略で標準機の拡販計画をすすめていきます。 
文具部門におきましては、児童数の減少、通信販売の拡大及び異業種の参入等により老舗文具卸・

小売店の淘汰が進み、個人消費や法人納品需要が伸び悩む中、競争はますます厳しさを増しており
ます。こうした課題に対応するため、新製品開発力を強化し個性化、多様化する消費者のニーズに
応えられる製品開発に重点をおいてまいります。具体的には新素材高級万年筆、DAKS 万年筆、ボー
ルペン、シャープペンシル、新規市場向低価格ボールペン、シャープペンシル、ゲルインクボール
ペン等の上市を予定しております。また、重点市場である量販市場、新規市場の得意先に対して組
織的に対応できるよう販売体制の見直し、法人納品需要に対する納期の短縮化を図ります。 
 

６．親会社等に関する事項 
 
当社は、親会社等を有しておりません。 
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３．経営成績及び財政状態 
（１）当期の概況 

当連結会計年度における我が国経済は、原油価格や素材価格の高止まり、米国経済の減速などの
懸念材料がありましたが、大企業を牽引役とした企業収益の改善に伴う設備投資の増加や雇用及び
所得環境の改善などから個人消費もゆるやかながら改善が見られ、景気は回復基調で推移いたしま
した。 
当社グループが関連する業界におきましては、少子化等により企業間の競争は激しさを増し、価

格競争は一段と厳しい状況で推移いたしました。 
このような状況下、当社グループは鋭意販売活動の展開を行い、売上高は 100 億 6 百万円（前期

比 16.0％増加）となりました。 
利益面につきましては、売上高の大幅な増加により経常利益 1億 8千 6百万円となり、特別利益

として投資有価証券売却益、特別損失として棚卸資産整理損、固定資産売却・除却損等を計上した
ため、当期純利益は 2億 2百万円となりました。 
 

事業の種類別セグメント概況は次のとおりであります。 
 

（ロボット機器部門） 
国内における民間設備投資は若干の増加が見られましたが、しかしながら当社が不得意な大型ロ

ボットを使用する自動車・大型家電製品業界等に集中いたしました。このような状況下、鋭意販売
活動の展開を行い国内向けは前年並みとなりましたが、海外輸出はプレス業界向けの新型ハンドリ
ングロボットを梃子に大幅に伸ばすことができました。この結果、売上高は 34 億 9 千万円（前期
比 45.0％増加）、営業利益 9千 4百万円となりました。 

（文具部門） 

文具業界においてもようやく需要回復の兆しが感じられるようになりましたが、アジアからの流

入する低価格商品との競合、又、原材料の上昇という厳しい状況が続いております。しかしながら、

近年万年筆の人気が再熱し、限定品の万年筆や高級万年筆の新製品等が売上高を引き上げ、対前年

比で 30％増加しましたので、売上高は 65 億 1 千 5百万円（前期比 4.8％増加）、営業利益 8千 2

百万円（前期比 2,643.9％増加）となりました。 
 
（２）次期の見通し 

次期の見通しといたしましては、景気回復は引き続き堅調に推移すると思われます。当社はこの

たび、更なる収益性の向上、財務体質健全化のため「中期事業計画」を策定しました。 

ロボット機器部門におきましては、特注機主体の販売体質から標準機を主体とした販売体制に見

直しを図ります。特に成長が期待される海外市場別に担当を設け、そこから販売子会社を統括する

ことで、海外市場での拡販に努めます。特に市場の大きいアメリカはまだ未開拓の地であり、当社

が得意とする医療機器業界や食品容器業界向けのオートメーション・システムを含む自動化を武器

に販売・技術・サービス員を増強して飛躍を期します。特注機については、プロジェクトにより内

容が異なり、標準原価を設定することは困難なため、特注機のプロジェクト別に採算管理を行い、

予算を意識した設計図の作成、設計・製造工数の削減等による原価低減が期待でき、更に概算見積

の精度向上により、不採算案件の減少や、適正価格の提示による利益拡大も見込めます。 

文具部門におきましては、販売体制を見直し、量販店直接取引、OEM、通販カタログ等といった

今後の重点取引先に、組織的に対応できる体制へ変更します。企画開発室については、製造本部・

販売本部とは独立した組織として検討しており、製品開発の機能強化、販売本部と製造本部の調整

を図ります。新製品開発については、マイナーチエンジ、フルモデルチエンジ、研究開発製品等の

分類別に新製品計画を策定し、計画的な開発・販売を実行してまいります。また、基礎研究の強化

を図ってまいります。このため、企画開発室を強化すべく増員を行います。 
 

通期の業績の見通しにつきましては、連結売上高 102 億円、経常利益 8千万円、当期純利益 5千

万円を予想いたしております。 

 

（３）財政状況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローの増加及

び投資活動によるキャッシュ・フローとして投資有価証券の売却による収入等があったため、前連

結会計年度末より 4億 2千 6百万円増加し 18 億 5 千 7百万円となりました。 
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（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、5億 8千万円（前期は 2億 2百万円の支出）となりました。主

な増加要因としては、売上債権の減少による収入 3億 6千万円、税金等調整前当期純利益 2億 3千

1百万円、減価償却費 1億 7千 1百万円などがありました。一方減少要因としては、有価証券売却

益としての支出 1億 4千 3百万円がありました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果得られた資金は、2億 8千 6百万円（前期は 2億 2千 7百万円の支出）となりま

した。主な増加要因としては、投資有価証券の売却による収入 3億 1千 4百万円、貸付金の回収に

よる収入 5千 1百万円がありました。主な減少要因としては、有形固定資産の取得による支出 9千

1百万円であります。 
 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果支出した資金は、4億 3千 8百万円（前期は 7億 2千 6百万円の収入）となりま

した。資金の増加要因はありませんでした。主な減少要因としては、短期借入金の純減少額 2億 1

千 9百万円、長期借入金の返済による支出 1億 4千 8百万円であります。 
 
当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは次のとおりであります。 

 
 平成15年12月期 平成16年12月期 平成17年12月期 平成18年12月期

自己資本比率（％） 33.1 34.6 30.8 27.6 

時価ベースの株主資本比率（％） 98.1 78.3 83.3 57.0 

債務償還年数（年） 5.2 － － 8.0 

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) 7.4 － － 5.2 
 

（注）1. 自己資本比率 ： 自己資本 / 総資産 

 2. 時価ベースの株主資本比率 ： 株式時価総額 / 総資産 

 3. 債務償還年数 ： 有利子負債 / 営業キャッシュ・フロー  

 4. 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 

※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。 

※ 営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フロ

ーを使用ししています。 

※ 有利子負債は、連結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全ての負債を対

象としております。 

※ 利払いについては連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 
 

４．事業等のリスク 
 
（1）受注額の異常な変動 

ロボット機器部門におきまして、ディスク関連の特注機に関する大型プロジェクトの成約が確定

した年と、それが途切れた年では、標準機と特注機のウエイトの差が大きくなる状況がここ数年続

いております。この受注額を平準化するため標準機の拡販に注力します。その方法として販売体制

の見直しを図ります。特に、成長が期待される海外市場別に担当を設け、そこから販売子会社を統

括することで多くの日本企業が進出している海外市場での拡販に努めます。 

利益を確保するためのコスト削減につきましては、製造原価の半分以上を占める原材料費は、外

注品、購入品で構成されますが、その調達先を世界中に求めると同時に標準機の販売量が増加する

ことで購入単価の下落を図ってまいります。 
 

（2）海外市場での売掛債権管理 

ロボット機器部門においては、需要の多い中国を初め東南アジア、米国市場へ積極的に販売促進

を行いますが、その際売掛サイトも長期化しやすく、カントリーリスク、為替リスクを含めた総合

的な債権管理の強化が現状より一層必要となります。 
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（3）新製品の開発 

文具部門におきましては、少子化は依然として進行しており、筆記具市場は競争が激化しており

ます。このような中で新製品が市場からの支持を獲得できるか否かが売上げに直結します。市場の

ニーズは多様化し、しかも製品のサイクルは年々短くなってきております。このような中で、新製

品をタイムリーに上市できるかどうかが将来の成長と収益に影響を与える可能性があります。 
 
（4）棚卸資産の緩動化 

文具部門では製品のサイクルの短縮化、ロボット機器部門では技術革新による仕様変更が今後も

引き続き、製品のみならず原材料についても緩動化の可能性があり、今後一層の在庫管理が必要と

なります。 
 

（5）有利子負債と利子負担 

設備投資資金や運転資金につき、銀行借入金等の調達によるところがかなりの部分あります。有

利子負債は低下傾向にはありますが、平成 18 年 12 月期末の有利子負債の残高は 46 億 6 千 5 百万

円であり、金利情勢、その他金融市場の変動が業績に影響を与える可能性があります。 
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１【連結財務諸表等】 

(1）【連結財務諸表】 

①【連結貸借対照表】 

  
前連結会計年度 

（平成17年12月31日） 
当連結会計年度 

（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 ※３ 1,480,725  1,907,508

２ 受取手形及び売掛金 ※６ 3,417,793  3,063,959

３ 棚卸資産  2,200,063  2,175,051

４ その他  184,077  180,421

貸倒引当金  △14,543  △12,205

流動資産合計  7,268,115 55.2  7,314,736 59.4

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産   

(1) 建物及び構築物 ※３ 1,683,874 1,656,300 

減価償却累計額  1,070,541 613,332 1,090,427 565,873

(2) 機械装置及び運搬具 ※３ 2,472,800 2,503,167 

減価償却累計額  2,179,968 292,832 2,221,961 281,205

(3) 土地 ※3,4 1,533,892  1,493,431

(4) 建設仮勘定  5,093  64,796

(5) その他 ※３ 1,673,835 1,705,635 

減価償却累計額  1,499,933 173,902 1,571,155 134,480

有形固定資産合計  2,619,052 19.9  2,539,787 20.6

２ 無形固定資産  32,382 0.3  24,026 0.2

３ 投資その他の資産   

(1) 投資有価証券 ※1,3 2,831,352  2,114,822

(2) 長期貸付金  100,000  －

(3) その他  704,486  702,220

貸倒引当金  △398,419  △391,250

投資その他の資産合計  3,237,418 24.6  2,425,792 19.7

固定資産合計  5,888,853 44.8  4,989,607 40.6

資産合計  13,156,969 100.0  12,304,343 100.0
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前連結会計年度 

（平成17年12月31日） 
当連結会計年度 

（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
（％）

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１ 支払手形及び買掛金 ※６ 1,910,551  1,907,423

２ 短期借入金 ※３ 3,690,000  3,470,808

３ 一年以内返済長期借入金 ※３ 148,000  30,000

４ 一年以内償還社債  70,000  70,000

５ 未払法人税等  37,773  35,128

６ 賞与引当金  13,926  13,894

７ その他  236,834  273,214

流動負債合計  6,107,084 46.4  5,800,469 47.1

Ⅱ 固定負債   

１ 社債  765,000  695,000

２ 長期借入金 ※３ 430,000  400,000

３ 繰延税金負債   635,297  416,221

４ 退職給付引当金  1,054,961  1,036,465

５ 再評価に係る繰延税金負債 ※４ 22,660  457,911

６ その他  79,106  79,803

固定負債合計  2,987,025 22.7  3,085,402 25.1

負債合計  9,094,110 69.1  8,885,871 72.2

（少数株主持分）   

少数株主持分  6,312 0.1  － －

（資本の部）   

Ⅰ 資本金  5,381,449 40.9  － －

Ⅱ 資本剰余金  500,000 3.8  － －

Ⅲ 利益剰余金  △2,985,382 △22.7  － －

Ⅳ 土地再評価差額金 ※４ 33,029 0.2  － －

Ⅴ その他有価証券評価差額金  1,141,892 8.7  － －

Ⅵ 為替換算調整勘定  △13 △0.0  － －

Ⅶ 自己株式 ※５ △14,429 △0.1  － －

資本合計  4,056,546 30.8  － －

負債、少数株主持分及び資
本合計 

 13,156,969 100.0  － －
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前連結会計年度 

（平成17年12月31日） 
当連結会計年度 

（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  － －  5,381,449 43.7

２ 資本剰余金  － －  500,000 4.1

３ 利益剰余金  － －  △2,815,430 △22.9

４ 自己株式  － －  △15,751 △0.1

株主資本合計  － －  3,050,267 24.8

Ⅱ 評価・換算差額等   

１ その他有価証券評価差額金  － －  723,399 5.9

２ 土地再評価差額金 ※４ － －  △373,482 △3.0

３ 為替換算調整勘定  － －  109 0.0

評価・換算差額等合計  － －  350,027 2.8

Ⅲ 少数株主持分  － －  18,176 0.1

純資産合計  － －  3,418,471 27.8

負債純資産合計  － －  12,304,343 100.0
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②【連結損益計算書】 

  
前連結会計年度 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当連結会計年度 
（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  8,626,409 100.0  10,006,117 100.0

Ⅱ 売上原価 ※５ 6,470,012 75.0  7,154,498 71.5

売上総利益  2,156,396 25.0  2,851,618 28.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1,5 2,488,418 28.8  2,674,241 26.7

営業利益又は営業損失(△)  △332,022 △3.8  177,376 1.8

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息  4,483 9,693 

２ 受取配当金  11,280 14,362 

３ 保険金収入  12,529 － 

４ 為替差益  18,677 6,706 

５ 持分法による投資利益  － 19,398 

６ 投資事業組合収益  － 75,362 

７ その他  20,783 67,755 0.8 16,015 141,538 1.4

Ⅴ 営業外費用   

１ 支払利息  104,992 113,632 

２ 社債発行費用  26,657 － 

３ 持分法による投資損失  11,900 － 

４ その他  6,577 150,128 1.8 18,775 132,407 1.3

経常利益又は経常損失（△）  △414,395 △4.8  186,507 1.9

Ⅵ 特別利益   

１ 投資有価証券売却益  － 143,995 

２ 貸倒引当金戻入益  － 1,506 

３ 子会社売却益 ※２ 88,724 － 

 ４ その他  6,543 95,268 1.1 － 145,501 1.5

Ⅶ 特別損失   

１ 固定資産売却・除却損 ※３ 94,672 17,640 

２ 棚卸資産整理損  242,228 72,956 

３ 投資有価証券評価損  55,641 995 

４ 貸倒引当金繰入額  251,093 － 

５ ゴルフ会員権評価損  20,020 － 

６ 減損損失 ※４ － 8,732 

７ 前期損益修正損  29,667 693,323 8.0 － 100,325 1.0

税金等調整前当期純利
益又は税金等調整前当
期純損失（△） 

 △1,012,450 △11.7  231,683 2.3

法人税、住民税及び事業税  19,562 21,127 

法人税等調整額  928,955 948,517 11.0 △3,548 17,579 0.2

少数株主損益  －  11,864 0.1

当期純利益又は当期純損失（△）  △1,960,968 △22.7  202,239 2.0
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③【連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書】 

連結剰余金計算書 

  
前連結会計年度 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 

（資本剰余金の部）  

Ⅰ 資本剰余金期首残高  694,605

Ⅱ 資本剰余金増加高   

新株発行による資本準備
金増加高 

 500,000 500,000

Ⅲ 資本剰余金減少高  

資本準備金取崩しによる
欠損填補 

 694,605 694,605

Ⅳ 資本剰余金期末残高  500,000

  

（利益剰余金の部）  

Ⅰ 利益剰余金期首残高  △1,711,888

Ⅱ 利益剰余金増加高  

  資本準備金取崩しによる
欠損填補 

 694,605 694,605

Ⅲ 利益剰余金減少高  

１ 連結子会社増加による剰
余金減少高 

 7,131

２ 当期純損失  1,960,968 1,968,099

Ⅳ 利益剰余金期末残高  △2,985,382
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連結株主資本等変動計算書 
 
当連結会計年度（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 自己株式 株主資本合計 

平成17年12月31日 残高（千円） 5,381,449 500,000 △2,985,382 △14,429 2,881,638

連結会計年度中の変動額  

当期純利益（千円） 202,239  202,239

自己株式の取得（千円） △1,322 △1,322

土地再評価差額金の取崩(千円) △32,288  △32,288

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額） 
（千円） 

 

連結会計年度中の変動額合計 
（千円） 

－ － 169,951 △1,322 168,629

平成18年12月31日 残高（千円） 5,381,449 500,000 △2,815,430 △15,751 3,050,267

      
 

評価・換算差額等 

 
その他有価証
券評価差額金 

土地再評価差
額金 

為替換算調整
勘定 

評価・換算差額
等合計 

少数株主持分 純資産合計 

平成17年12月31日 残高（千円） 1,141,892 33,029 △13 1,174,908 6,312 4,062,858

連結会計年度中の変動額   

当期純利益（千円）   202,239

自己株式の取得（千円）   △1,322

土地再評価差額金の取崩(千円)   △32,288

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額） 
（千円） 

△418,492 △406,511 122 △824,880 11,864 △813,016

連結会計年度中の変動額合計 
（千円） 

△418,492 △406,511 122 △824,880 11,864 △644,386

平成18年12月31日 残高（千円） 723,399 △373,482 109 350,027 18,176 3,418,471
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】 

  
前連結会計年度 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当連結会計年度 
（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） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前当期純利益又は税
金等調整前当期純損失（△） 

 △1,012,450 231,683 

減価償却費  198,129 171,190 

投資有価証券評価損  55,641 995 

ゴルフ会員権評価損  20,020 － 

固定資産売却・除却損  94,672 17,640 

貸倒引当金の増減額  210,303 △9,507 

退職給付引当金の増減額  14,917 △18,495 

受取利息及び受取配当金  △4,483 △24,055 

支払利息  104,992 113,632 

持分法による投資損益  11,900 △19,398 

為替差損益  △2,048 1,934 

投資有価証券売却益  － △143,995 

売上債権の増減額  23,497 360,374 

棚卸資産の減少額  183,398 25,012 

仕入債務の増減額  52,671 22,681 

その他  △34,594 △23,895 

小計  △83,431 705,797 

利息及び配当金の受取額  4,483 24,055 

利息の支払額  △104,859 △112,305 

法人税等の支払額  △18,837 △37,064 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △202,644 580,483 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

定期預金等の預入による支出  △50,480 △5,000 

定期預金の払戻による収入  － 5,000 

有形固定資産の取得による支出  △68,549 △91,355 

有形固定資産の売却による収入  － 21,443 

無形固定資産の取得による支出  △6,016 △998 

投資有価証券の取得による支出  △164,686 － 

投資有価証券の売却による収入  33,623 314,204 

貸付による支出  △3,657 △1,900 

貸付金の回収による収入  12,332 51,710 

その他  19,479 △6,355 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △227,953 286,748 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の純減少額  △360,000 △219,191 

長期借入金の返済による支出  △245,000 △148,000 

社債の発行による収入  1,400,000 － 

社債の償還による支出  △65,000 △70,000 

その他  △3,676 △1,322 

財務活動によるキャッシュ・フロー  726,323 △438,513 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  2,048 △1,934 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  297,774 426,783 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,035,021 1,430,245 
Ⅶ 連結子会社増加に伴う現金及び現

金同等物の増加額 
 112,094 － 

Ⅷ 子会社の連結除外に伴う現金及び
現金同等物の減少額 

 △14,645 － 

Ⅸ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 1,430,245 1,857,028 
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 
 

前連結会計年度（自平成 17 年１月１日 至平成 17 年 12 月 31 日） 
 
 当社グループは、営業損失の発生及び営業キャッシュ・フローのマイナスが前連結会計年度及

び当連結会計年度と２期連続して発生しており、また、当期純損失は特別損失の発生や繰延税金

資産の取り崩し等により 1,960 百万円となり、前連結会計年度に続き２期連続して大幅な純損失

となりました。当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。当社

グループはこのような状況を解消すべく「経営改善計画」を策定し、これを確実に実行すること

により、収益性の改善と財務体質の健全化をはかり、継続的に安定した経営を目指します。 
 
 経営改善計画の骨子は、次のとおりであります。 
 
 ロボット機器部門におきましては、前連結会計年度までは黒字を確保しておりましたが当連結

会計年度は営業損失となりましたため、売上増を確保するため米国・ベトナム等海外販売に注力

するとともに、競争力のある価格設定で、かつ利益を確保するためのコスト削減が必要となりま

す。このため大きなウエートを占める材料費につきましては、海外からの調達を含め広範囲での

適調達を行うことによりコスト削減を図る一方、加工業者への発注条件の改訂、取付作業の標

準化や賃借している工場の家賃交渉を含め、経費全体の見直しを行います。これらによりロボッ

ト機器部門全体で 10％の売上原価の低減を図ります。また、販売価格の見直しと代行店の仕切価

格の変更により、売上確保を図ります。 
 
 文具部門は、品質の安定とコスト削減の効果を維持するため、リストラや業務改善を継続しま

す。また更に一段と見直しを行い、文具部門の黒字化を確定し定着させます。具体的には、赤字

体質から抜け出せないメディア事業部の縮小、製造原価の削減と品質の向上を狙い、プラスチッ

ク成形における材料歩留りの向上及び生産プロセスの見直し、名入れ印刷を強化し外作の内製化

により納期の短縮等を実施いたします。そして新製品の投入を増加させ、そのキャンペーンを実

施し自社製品の売上構成比を 60％までアップさせ、利益の確保を図ります。 
 
 連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を連結財

務諸表には反映しておりません。 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1)連結子会社の数       １社 (1)連結子会社の数       １社 

 主要な連結子会社の名称 連結子会社の名称 

 SAILOR AUTOMATION,INC. 

前連結会計年度において関連会社

でありましたSAILOR AUTOMATION, 

INC.は株式追加取得により当連結

会計年度において子会社となりま

したので、連結の範囲に含めており

ます。 

なお、前連結会計年度において連結

子会社でありましたSailor 

Corporation of America,INC.は株

式売却により、SAILOR U.S.A.,INC

は清算結了により子会社でなくな

ったため、連結の範囲から除外いた

しました。 

SAILOR AUTOMATION,INC. 

 

 

 (2)非連結子会社        ２社 (2)非連結子会社        ２社 

 THE SAILOR (THAILAND).,LTD. 

写楽精密機械（上海）有限公司 

なお、上記非連結子会社の総資産、

売上高、当期純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金等（持分に見合

う額）は、いずれも小規模であり連

結財務諸表に重要な影響を及ぼし

ておりません。 

同左 

(1)持分法適用の関連会社数   ２社 (1)持分法適用の関連会社数   ２社 ２．持分法の適用に関する事項 

主要な会社名 主要な名会社名 

 セーラー出版㈱ 

㈱サンライズ貿易 

同左 

 (2)持分法を適用していない上記非連結子

会社２社は、当期純損益（持分に見合

う額）及び利益剰余金（持分に見合う

額）等からみて、持分法の対象から除

いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽

微であり、かつ全体としても重要性が

ないため、持分法の適用範囲から除外

しております。 

(2)       同左 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

連結子会社SAILOR AUTOMATION,INC.の決

算日は9月30日であります。 

連結財務諸表の作成に当たっては当該連

結子会社の決算日現在の財務諸表を使用

しております。ただし、連結決算日との

間に生じた重要な取引については、連結

上必要な調整を行っております。 

        同左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

４．会計処理基準に関する事項   

① 有価証券 ① 有価証券 (1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 その他有価証券 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 

なお、投資事業有限責任組合お

よびそれに類する組合への出資

（証券取引法第2条第2項により

有価証券とみなされるもの）に

ついては組合契約に規定される

決算報告日に応じて、入手可能

な 近の決算書を基礎として損

益を計上しております。また、

この組合の構成資産として時価

のあるその他有価証券が含まれ

ている場合は、当該有価証券を

時価評価し、その評価差額に対

する持分相当額をその他有価証

券評価差額金に計上しておりま

す。 

同左 

 ② 棚卸資産……当社は総平均法による

原価法を、また、在外

連結子会社は先入先出

法による低価法を採用

しております。 

② 棚卸資産……同左 

① 有形固定資産 ① 有形固定資産 (2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 当社は定率法のほか一部については

定額法を、米国子会社は定額法をそ

れぞれ採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

 建物及び構築物    5～50年 

 機械装置         11年 

同左 

 ② 無形固定資産 ② 無形固定資産 

 定額法 同左 

(3) 重要な引当金の計上基準 ① 貸倒引当金 ① 貸倒引当金 

同左  売上債権、貸付金等の貸倒損失に備

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 
前連結会計年度 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

 ② 賞与引当金 ② 賞与引当金 

 当社は従業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。 

同左 

 ③ 退職給付引当金 ③ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計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。 

なお、当社は簡便法によっておりま

す。 

同左 

(4) 重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算基準 

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直

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。なお、

在外子会社等の資産、負債、収益及び費

用は、連結決算日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は資本の部にお

ける為替換算調整勘定に含めて計上して

おります。 

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直

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。なお、

在外子会社等の資産、負債、収益及び費

用は、連結決算日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は純資産の部に

おける為替換算調整勘定及び少数株主持

分に含めて計上しております。 

(5) 重要なリース取引の処

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 

① ヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 (6) 重要なヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用しておりま

す。また、金利スワップについて特

例処理の要件を満たしている場合に

は特例処理を採用しております。 

金利スワップについて特例処理の要

件を満たしている場合には特例処理

を採用しております。 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段…金利スワップ ヘッジ手段…同左 

 ヘッジ対象…借入金 ヘッジ対象…同左 

 ③ ヘッジ方針 ③ ヘッジ方針 

 金利変動リスクをヘッジするため、

内部規定に基づきデリバティブ取引

を利用しております。 

同左 

 ④ ヘッジの有効性評価の方法 ④ ヘッジの有効性評価の方法 

 ヘッジ対象の相場変動又はキャッシ

ュ・フロー変動の累計とヘッジ手段

の相場変動の累計を比較し、その変

動額の比率によって有効性を評価し

ております。ただし、特例処理によ

っている金利スワップについては、

有効性の評価を省略しております。

特例処理によっている金利スワップ

については、有効性の評価を省略し

ております。 

(7) 消費税等の会計処理 税抜方式によっております。 同左 
   

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価に

ついては、全面時価評価法を採用し

ております。 

同左 

６．連結調整勘定の償却に関

する事項 

連結子会社ごとに適切な償却期間を

設定することとしております。なお、

重要性が乏しい場合には発生した期

で損益処理しております。 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

７．利益処分項目等の取扱い

に関する事項 

連結剰余金計算書は、連結会計年度中に

確定した利益処分等に基づいて作成して

おります。 

８．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

連結キャッシュ・フロー計算書における

資金（現金及び現金同等物）は、手許現

金、随時引き出し可能な預金及び容易に

換金可能であり、かつ価値の変動につい

て僅少なリスクしか負わない取得日から

３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投

資からなっております。 

同左 

 

会計方針の変更 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当連結会計年度 
（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） 

当連結会計年度より、「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3,400,295千円

であります。 

なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度

における連結貸借対照表の純資産の部については、改正

後の連結財務諸表規則より作成しております。 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当連結会計年度より、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。これにより税金等調整前当期純利益は8,732千円減少

しております。 

なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務諸

表規則に基づき各資産の金額から直接控除しておりま

す。 
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追加情報 
前連結会計年度 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当連結会計年度 
（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連結損益計算書

上の表示方法 

 

「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律第9

号）が平成15年3月31日に公布され、平成16年4月1日以降

に開始する連結会計年度より外形標準課税制度が導入さ

れたことに伴い、当連結会計年度から「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」（平成16年2月13日 企業会計基準委員

会実務対応報告第12号）に従い法人事業税の付加価値割

および資本割については、販売費及び一般管理費に計上

しております。 

この結果、販売費及び一般管理費が17,508千円増加し、

営業損失および税金等調整前当期純損失が同額増加して

おります。 

 

 

注記事項 
（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
（平成17年12月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年12月31日） 

※１．非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと

おりであります。 

※１．非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと

おりであります。 
 

投資有価証券（株式） 81,951千円
  

 
投資有価証券（株式） 98,456千円

  
 ２．保証債務  ２．保証債務 

取引先の金融機関からの借入に対する保証 取引先の金融機関からの借入に対する保証 
 

大分セーラー商事㈱ 19,000千円

計 19,000 
  

 
大分セーラー商事㈱ 19,000千円

計 19,000 
  

※３．担保に供している資産 ※３．担保に供している資産 
 

建物 
232,342千円
(216,346) 

構築物 
4,783 
(4,783) 

機械及び装置 
257,774 
(257,774) 

工具器具及び備品 
148,362 
(148,362) 

土地 
1,226,059 
(1,115,922) 

預金 45,480 

投資有価証券 1,993,513 

計 
3,908,315 

（1,743,188）

 上記に対する債務 

長期借入金（一年以内返済
分含む） 

578,000千円
（258,000）

短期借入金 
2,690,000 
（950,000）

計 
3,268,000 

（1,208,000）

上記のうち（ ）内書は工場財団抵当並びに当該債

務であります。 

 

建物 
216,178千円
(200,480) 

構築物 
4,421 
(4,421) 

機械及び装置 
244,465 
(244,465) 

工具器具及び備品 
113,100 
(113,100) 

土地 
1,220,342 
(1,110,205) 

預金 45,480 

投資有価証券 1,613,399 

計 
3,457,388 

（1,672,674）

 上記に対する債務 

長期借入金（一年以内返済
分含む） 

430,000千円
（190,000）

短期借入金 
2,470,808 
（950,000）

計 
2,900,808 

（1,140,000）

上記のうち（ ）内書は工場財団抵当並びに当該債

務であります。 
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前連結会計年度 
（平成17年12月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年12月31日） 

※４．土地の再評価 ※４．土地の再評価 

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、土地再評価差額金を資本の部へ計上して

おります。 

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、土地再評価差額金を純資産の部へ計上し

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４

号に定める路線価及び同条第３号に定める固定資

産税評価額に基づいて合理的な調整を行って算出

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４

号に定める路線価及び同条第３号に定める固定資

産税評価額に基づいて合理的な調整を行って算出

しております。 

・再評価を行った年月日 ・再評価を行った年月日 

・・・・平成13年12月31日 ・・・・平成13年12月31日

・再評価を行った土地の当連結会計年度末における

時価と再評価後の帳簿価額との差額 

・再評価を行った土地の当連結会計年度末における

時価と再評価後の帳簿価額との差額 

・・・・△323,304千円 ・・・・△368,562千円

※５．当社が保有する自己株式の数 ※５．当社が保有する自己株式の数 
 

普通株式 58,763株
  

 
普通株式 65,993株

 
※６．期末日満期手形の処理について ※６．期末日満期手形の処理について 

   期末日は金融機関の休日でありますが、下記期末

   日満期手形は満期日に入・出金があったものとし

て処理しております。 

    受取手形           89,211千円 

    支払手形            384,069千円 

   期末日は金融機関の休日でありますが、下記期末

   日満期手形は満期日に入・出金があったものとし

て処理しております。 

    受取手形           45,026千円 

    支払手形            426,400千円 

７．当社の取引先であった三和自転車工業株式会社に対

する保証債務（極度額５億円）の存否をめぐり、金

融機関から調停の申立てがあり、平成18年４月18日

より調停を開始する予定であります。 

なお、当社は、今後発生する損失見込額を計上済で

あります。 

７．当社の取引先であった三和自転車工業株式会社に対

する保証債務（極度額５億円）の存否をめぐり、金

融機関と調停中であります。 

なお、当案件は、平成19年1月15日調停が成立いたし

ました。この件における、当社の損益に与える影響

はありません。 

 

（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

※１．販売費及び一般管理費の主なものは次のとおりで

あります。 

※１．販売費及び一般管理費の主なものは次のとおりで

あります。 
 

広告宣伝費 172,470千円

運賃荷造費 385,742 

貸倒引当金繰入額 924 

従業員給与・手当 669,218 

従業員賞与 37,156 

賞与引当金繰入額 7,369 

減価償却費 26,280 

旅費交通費 164,476 

退職給付費用 67,806 
  

 
広告宣伝費 141,435千円

運賃荷造費 448,208 

従業員給与・手当 674,584 

従業員賞与 24,602 

賞与引当金繰入額 6,765 

減価償却費 25,790 

旅費交通費 187,177 

退職給付費用 89,734 

  

※２．主に為替換算調整勘定の実現によるものであります。 ※２． 
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（連結損益計算書関係） 
前連結会計年度 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

※３．固定資産売却・除却損の内訳 ※３．固定資産売却・除却損の内訳 
 

建物 97千円

構築物 70 

機械及び装置 25,070 

工具器具及び備品 54,629 

車両運搬具 4 

電話加入権 13,356 

その他 1,443 

計 94,672 
  

 
建物 2,499千円

機械及び装置 133 

工具器具及び備品 1,710 

土地 13,296 

計 17,640 

  

  

  
  

※４. 

─────

※４．減損損失 

当連結会計期間において、当社グループは以下の

資産グループについて減損損失を計上いたしまし

た。 

場所 用途 種類 
減損損失 
（千円） 

広島県呉市 遊休地 土地 2,803 

広島県呉市 遊休地 
土地
建物 

2,924 

北海道札幌市西区 
賃貸用
資産 

土地 3,003 

当社グループは、原則として事業部単位に、遊休資産

及び賃貸用資産については、個々の資産単位にグルー

ピングを行っております。 

これらの資産グループのうち将来使用が見込まれな

い遊休資産については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

しました。 

また、将来キャッシュ・フローが帳簿価額を下回ると

見込まれる賃貸用資産については、帳簿価額を回収可

能額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損

失に計上しました。 

なお、回収可能価額は、固定資産税評価額又は路線化

に合理的な調整を行って算出しております。 
 

※５．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 ※５．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

81,903千円 84,670千円

 

（連結株主資本等変動計算書関係） 

当連結会計年度（自平成 18 年１月１日 至平成 18 年 12 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 

 
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式     

普通株式 44,710,587 － － 44,710,587 

合計 44,710,587 － － 44,710,587 

自己株式     

普通株式 58,763 7,230 － 65,993 

合計 58,763 7,230 － 65,993 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加 7,230 株は単元未満株式の買取りによる増加であります。 

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

     該当事項はありません。 

３．配当に関する事項 

 該当事項はありません。 
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

（平成17年12月31日現在） （平成18年12月31日現在）
 

現金及び預金勘定 1,480,725千円

預入期間が3ヶ月超の定期預金等 △50,480 

現金及び現金同等物 1,430,245 
  

 
現金及び預金勘定 1,907,508千円

預入期間が3ヶ月超の定期預金等 △50,480 

現金及び現金同等物 1,857,028 
  

２．重要な非資金取引の内容 ２．重要な非資金取引の内容 
 

新株予約権の権利行使による資本
金増加額 

500,000千円

新株予約権の権利行使による資本
準備金増加額 

500,000 

新株予約権の行使による新株予約
権付社債減少額 

1,000,000 

  

   

 

 

（リース取引関係） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

１．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 81,156 65,994 15,162

工具器具及び
備品 

99,425 61,243 38,182

その他 93,708 35,941 57,767

合計 274,291 163,179 111,111
  

 

 
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 22,248 18,670 3,577

工具器具及び
備品 

57,258 28,851 28,406

その他 83,160 43,056 40,104

合計 162,667 90,578 72,088
  

(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 45,966千円

１年超 69,496 

合計 115,463 
  

 
１年内 29,882千円

１年超 45,545 

合計 75,427 
  

(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 66,563千円

減価償却費相当額 62,089千円

支払利息相当額 3,501千円
  

 
支払リース料 48,259千円

減価償却費相当額 45,195千円

支払利息相当額 2,058千円
  

(4）減価償却費相当額の算定方法 (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。 

同左 

(5）利息相当額の算定方法 (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、各期への配分方法につい

ては、利息法によっております。 

同左 
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（有価証券関係） 

有価証券 
１．その他有価証券で時価のあるもの 

前連結会計年度（平成17年12月31日） 当連結会計年度（平成18年12月31日） 

 種類 
取得原価 
（千円） 

連結貸借対照
表計上額 

（千円） 
差額（千円）

取得原価 
（千円） 

連結貸借対照
表計上額 

（千円） 
差額（千円）

(1）株式 742,739 2,445,431 1,702,692 685,234 1,791,202 1,105,968

(2）債券   

① 国債・地方債等 － － － － － －

② 社債 － － － － － －

③ その他 － － － － － －

(3)その他 129,027 149,863 20,835 124,592 150,785 26,193

連結貸借対照表計
上額が取得原価を
超えるもの 

小計 871,766 2,595,294 1,723,528 809,826 1,941,988 1,132,162

(1）株式 － － － － － －

(2）債券   

① 国債・地方債等 － － － － － －

② 社債 － － － － － －

③ その他 － － － － － －

(3)その他 10,309 10,285 △23 10,309 10,015 △293

連結貸借対照表計
上額が取得原価を
超えないもの 

小計 10,309 10,285 △23 10,309 10,015 △293

合計 882,075 2,605,580 1,723,504 820,135 1,952,004 1,131,868

 
２．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

前連結会計年度 
（自平成17年１月１日 至平成17年12月31日） 

当連結会計年度 
（自平成18年１月１日 至平成18年12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） 

33,623 58 － 314,204 143,995 －

 
３．時価のない主な有価証券の内容 

前連結会計年度 
（平成17年12月31日現在） 

当連結会計年度 
（平成18年12月31日現在） 種類 

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

非上場株式 10,667 9,671 

投資事業組合出資金（注） 133,152 54,690 

（注）投資事業組合出資金の構成資産として含まれるその他有価証券を時価評価した評価差額は、前連結会計年度

52,006 千円、当連結会計年度 4,541 千円であります。 

 

（デリバティブ取引関係） 

１．取引の状況に関する事項 
前連結会計年度 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

１ 取引の内容 １ 取引の内容 

当社の利用しているデリバティブ取引は金利スワッ

プ取引であります。 

同左 

２ 取引に対する取組方針 ２ 取引に対する取組方針 

当社のデリバティブ取引は、金利の変動によるリス

ク回避を目的としており、投機的な取引は行わない

方針であります。 

同左 

３ 取引の利用目的 ３ 取引の利用目的 

当社のデリバティブ取引は、借入金利等の将来の金

利市場における利率上昇による変動リスクを回避す

る目的で利用しております。 

同左 
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前連結会計年度 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

４ 取引に係るリスクの内容 ４ 取引に係るリスクの内容 

当社が利用している金利スワップ取引は市場金利の

変動によるリスクを有しております。また、金利ス

ワップ取引の契約先は信用度の高い国内の銀行であ

るため、相手先の契約不履行による信用リスクはほ

とんどないと認識しております。 

同左 

５ 取引に係るリスク管理体制 ５ 取引に係るリスク管理体制 

デリバティブ取引の執行・管理については、取引限

度額等を定めた社内ルールに従い、資金担当部門が

決裁担当者の承認を得て行っております。 

同左 

６ 取引の時価等に関する事項についての補足説明 ６ 取引の時価等に関する事項についての補足説明 

──────            

 

２．取引の時価等に関する事項 

 当社グループのデリバティブ取引には、ヘッジ会計を適用しておりますので、該当事項はあり

ません。 

 

（退職給付関係） 
前連結会計年度 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

１．採用している退職給付制度の概要 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、適格退職年金制

度及び退職一時金制度を設けております。 

同左 

２．退職給付債務に関する事項 ２．退職給付債務に関する事項 

（平成17年12月31日現在） （平成18年12月31日現在）
 

① 退職給付債務 △1,493,178千円

② 年金資産 438,217 

③ 未積立退職給付債務 
（①＋②） 

△1,054,961 

④ 退職給付引当金（③） △1,054,961 
  

 
① 退職給付債務 △1,400,339千円

② 年金資産 363,873 

③ 未積立退職給付債務 
（①＋②） 

△1,036,465 

④ 退職給付引当金（③） △1,036,465 
  

３．退職給付費用に関する事項 ３．退職給付費用に関する事項 

（自平成17年１月１日 至平成17年12月31日） （自平成18年１月１日 至平成18年12月31日）
 

① 勤務費用 133,451千円

② 実際運用収益 △26,543 

③ 退職給付費用（①＋②） 106,908 
  

 
① 勤務費用 129,418千円

② 実際運用収益 △8,779 

③ 退職給付費用（①＋②） 120,638 
  

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

退職給付債務の算定方法は簡便法を採用しております。 同左 

 

（ストック・オプション等関係） 
 
  該当事項はありません。
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（税効果会計関係） 

前連結会計年度 
（平成17年12月31日） 

当連結会計年度 
（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 
 － －千円

繰延税金資産合計 －千円

繰延税金負債  
その他有価証券評価差額金 △633,619 
その他 △1,678 

繰延税金負債計 △635,297 

繰延税金資産の純額 △635,297 

評価性引当額 △3,274,836千円
  

 
繰延税金資産 
 － －千円

繰延税金資産合計 －千円

繰延税金負債  
その他有価証券評価差額金 △416,125 
その他 △95 

繰延税金負債計 △416,221 

繰延税金資産の純額 △416,221 

評価性引当額 △2,407,478千円
  

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 

当連結会計年度は税金等調整前当期純損失のた

め、記載しておりません。 

 
法定実効税率（調整）  40.69％ 
住民税等均等割り 8.27％ 
交際費等永久に損金に 
算入されない項目 

4.97％ 

繰越欠損金評価性引当額 △42.69％ 

その他 △3.65％ 

税効果会計適用後の 
法人税等の負担率 

7.59％ 

  
 

 

（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度（自平成 17 年１月１日 至平成 17 年 12 月 31 日） 

 
ロボット機器
（千円） 

文具（千円） 計（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結（千円）

Ⅰ 売上高及び営業損益  
売 上 高  

(1）外部顧客に対する売上高 2,407,512 6,218,897 8,626,409 － 8,626,409

(2）セグメント間の内部売上高又
は振替高 

－ － － － －

計 2,407,512 6,218,897 8,626,409 － 8,626,409

営  業  費  用 2,742,538 6,215,892 8,958,431 － 8,958,431

営業利益又は営業損失（△） △335,026 3,004 △332,022 － △332,022

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支出  

資産 2,974,520 7,299,332 10,273,852 2,883,116 13,156,969

減価償却費 29,523 168,605 198,129 － 198,129

資本的支出 8,127 66,437 74,565 － 74,565

 

当連結会計年度（自平成 18 年１月１日 至平成 18 年 12 月 31 日） 

 
ロボット機器
（千円） 

文具（千円） 計（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結（千円）

Ⅰ 売上高及び営業損益  
売 上 高  

(1）外部顧客に対する売上高 3,490,850 6,515,266 10,006,117 － 10,006,117

(2）セグメント間の内部売上高又
は振替高 

－ － － － －

計 3,490,850 6,515,266 10,006,117 － 10,006,117

営  業  費  用 3,395,920 6,432,819 9,828,740 － 9,828,740

営業利益 94,930 82,446 177,376 － 177,376

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支出  

資産 2,952,859 7,192,310 10,145,169 2,159,174 12,304,343

減価償却費 26,897 144,292 171,190 － 171,190

資本的支出 10,671 122,151 132,823 － 132,823

（注）１．事業区分の方法 

事業は製品の種類・性質及び市場の類似性を考慮して区分しております。 
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２．各区分に属する主要な製品 

ロボット機器   射出成形品自動取出装置、自動組立装置、自動ストック装置等 

文 具   万年筆、ボールペン、シャープペンシル、マーキングペン、加圧式塗布具、イン

キ、レフィール、景品払出機、印刷関連用品、他社製筆記具、日用雑貨品等 

３．資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は前連結会計年度 2,883,116 千円、当連結会計年

度 2,159,174 千円であり、その主なものは親会社での余資運用資金（現金預金及び有価証券）、長期投資

資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。 

 

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度（自平成 17 年１月１日 至平成 17 年 12 月 31 日） 

 
日本 

（千円） 
北米 

（千円） 
欧州 

（千円） 
計（千円）

消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益   
売上高   

(1）外部顧客に対
する売上高 

8,516,525 2,043 107,540 8,626,409 － 8,626,409

(2）セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

－ － － － (  －) －

計 8,516,825 2,043 107,540 8,626,409 (  －) 8,626,409

営業費用 8,838,123 9,655 110,652 8,958,431 (  －) 8,958,431

営業損失(△) △321,298 △7,611 △3,112 △332,022 － △332,022

Ⅱ 資産 12,829,367 258,898 68,703 13,156,969 － 13,156,969

当連結会計年度（自平成 18 年１月１日 至平成 18 年 12 月 31 日） 

 
日本 

（千円） 
北米 

（千円） 
欧州 

（千円） 
計（千円）

消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益   
売上高   

(1）外部顧客に対
する売上高 

9,355,191 503,652 147,273 10,006,117 － 10,006,117

(2）セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

－ － － － (  －) －

計 9,355,191 503,652 147,273 10,006,117 － 10,006,117

営業費用 9,207,008 477,083 144,648 9,828,740 (  －) 9,828,740

営業利益 148,182 26,569 2,624 177,376 － 177,376

Ⅱ 資産 11,982,744 255,216 66,382 12,304,343 － 12,304,343

（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．日本以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）北米………………米国 

(2）欧州………………イギリス 

 

【海外売上高】 

前連結会計年度（自平成 17 年１月１日 至平成 17 年 12 月 31 日） 
 アジア 欧州 北米 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 548,318 151,291 206,051 18,495 924,156 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － － 8,626,409 

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占
める割合（％） 

6.4 1.7 2.4 0.2 10.7 

当連結会計年度（自平成 18 年１月１日 至平成 18 年 12 月 31 日） 
 アジア 欧州 北米 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 666,599 441,052 626,663 405,831 2,140,147 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － － 10,006,117 

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占
める割合（％） 

6.7 4.4 6.3 4.1 21.4 

（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1) アジア…………台湾、、タイ他 

(2) 欧州……………イギリス、フランス、スペイン、イタリア他 

(3）北米……………米国 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 
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【関連当事者との取引】 

前連結会計年度（自平成 17 年１月１日 至平成 17 年 12 月 31 日） 
関係内容 

属性 氏名 住所 
資本金又
は出資金 
（千円） 

事業の内容又
は職業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 

（％） 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高
（千円）

役員 西本博行 － － 

オリエンタル
チエン工業㈱
代表取締役会
長（当社代表
取締役会長）

被所有 
直接 0.1

－ － 

建物の賃借
（オリエンタ
ルチエン工業
㈱から） 

48,572  
その他 
（前払費
用） 

4,250 

役員 西本博行 － － 

三和自転車工
業㈱代表取締
役社長（当社
代表取締役会
長） 

被所有 
直接 0.1

－ － － － 
その他 
（破産・更
生債権等）

37,510

役員 西本博行 － － 
当社代表取締
役会長 

被所有 
直接 0.1

－ － － － 
その他 

（未収入金）
3,000

（注）１．取引金額には消費税が含まれておらず、前払費用期末残高には消費税等が含まれております。 

２．上記会社との取引は、いわゆる第三者のための取引であります。 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

家賃その他の取引条件は、一般の市場取引条件によっております。 
 

当連結会計年度（自平成 18 年１月１日 至平成 18 年 12 月 31 日） 
関係内容 

属性 氏名 住所 
資本金又
は出資金 
（千円） 

事業の内容又
は職業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 

（％） 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高
（千円）

役員 西本博行 － － 

オリエンタル
チエン工業㈱
代表取締役会
長（当社代表
取締役会長）

被所有 
直接 0.1

－ － 

建物の賃借
（オリエンタ
ルチエン工業
㈱から） 

48,572 
その他 
（前払費
用） 

4,250

役員 西本博行 － － 

三和自転車工
業㈱代表取締
役社長（当社
代表取締役会
長） 

被所有 
直接 0.1

－ － － － 
その他 
（破産・更
生債権等）

37,510

役員 西本博行 － － 
当社代表取締
役会長 

被所有 
直接 0.1

－ － 未収入金の回収 3,000 
その他 

（未収入金） 
－

（注）１．取引金額には消費税が含まれておらず、前払費用期末残高には消費税等が含まれております。 

２．上記会社との取引は、いわゆる第三者のための取引であります。 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

家賃その他の取引条件は、一般の市場取引条件によっております。 
 
（１株当たり情報） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当連結会計年度 
（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 90円85銭

１株当たり当期純損失 46円15銭
  

 
１株当たり純資産額 76円16銭

１株当たり当期純利益 4円53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、１株当たり当期純損失であり、また、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、
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又は当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前連結会計年度 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日）

当連結会計年度 
（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又は当期純損失(△)   

当期純利益又は当期純損失(△)（千円） △1,960,968 202,239 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純利益又は当金純損失(△)(千円) △1,960,968 202,239 

普通株式の期中平均株式数（株） 42,486,709 44,648,521 
 
（重要な後発事象） 
 
  該当事項はありません。 


