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１．19年１月期の業績（平成18年４月１日～平成19年１月31日）

(1）経営成績 （記載金額は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 ％

19年１月期 72,450 － 8,814 － 9,537 －

18年３月期 72,557 11.2 3,883 △5.3 4,403 △0.9

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 ％ ％ ％

19年１月期 8,655 － 286.60 － 24.4 9.6 13.2

18年３月期 3,760 33.9 124.51 － 12.7 5.1 6.1

（注）①期中平均株式数 19年１月期 30,199,953株 18年３月期 30,199,953株

②会計処理の方法の変更 有

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

④平成19年１月期は、決算期変更に伴い10ヶ月決算となっておりますので、対前期増減率は記載しておりません。

(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

19年１月期 106,192 39,545 37.2 1,309.46

18年３月期 91,742 31,412 34.2 1,040.15

（注）①期末発行済株式数 19年１月期 30,199,953株 18年３月期 30,199,953株

②期末自己株式数 19年１月期 47株 18年３月期 47株

２．20年１月期の業績予想（平成19年２月１日～平成20年１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 45,000 4,500 4,700 2,800

通期 93,000 9,500 10,000 6,000

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　198円68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
（％）中間期末 期末 年間

18年３月期 5.00 7.00 12.00 362 9.6 1.2

19年１月期 8.00 8.00 16.00 483 5.6 1.2

20年１月期（予想） 12.00 12.00 24.00

※　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

要因によって予想値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は、連結決算短信の添付資料７ページを参照して下さい。
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６．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

  
第61期

（平成18年３月31日）
第62期

（平成19年１月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   445   2,960   

２．受取手形 ※５  140   491   

３．売掛金 ※５  17,274   20,169   

４．たな卸資産   12,729   14,092   

５．繰延税金資産   937   952   

６．短期貸付金 ※５  1,251   －   

７．その他   1,510   2,571   

貸倒引当金   △34   △41   

流動資産合計   34,254 37.3  41,196 38.8 6,942

Ⅱ　固定資産         

(1）有形固定資産         

１．建物 ※１，２  11,007   10,681   

２．機械及び装置 ※１，２  28,226   28,815   

３．土地 ※１  3,213   3,213   

４．建設仮勘定   979   649   

５．その他 ※１，２  1,182   1,262   

有形固定資産合計   44,609 48.6  44,623 42.0 14

(2）無形固定資産   878 1.0  1,120 1.1 241

(3）投資その他の資産         

１．投資有価証券   328   264   

２．関係会社株式   10,549   15,115   

３．繰延税金資産   3,404   3,541   

４．その他   171   336   

投資損失引当金   △2,448   －   

貸倒引当金   △4   △4   

投資その他の資産合計   12,000 13.1  19,252 18.1 7,252

固定資産合計   57,488 62.7  64,996 61.2 7,508

資産合計   91,742 100.0  106,192 100.0 14,450
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第61期

（平成18年３月31日）
第62期

（平成19年１月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．支払手形   1,667   1,976   

２．買掛金 ※５  10,811   11,820   

３．短期借入金 ※５  14,950   17,390   

５．未払金   5,990   6,309   

６．未払法人税等   1,296   2,792   

７．賞与引当金   1,273   818   

８．設備関係支払手形   921   2,293   

９．その他   549   773   

流動負債合計   37,459 40.9  44,174 41.6 6,714

Ⅱ　固定負債         

１．長期借入金   18,550   17,650   

２．長期未払金   －   145   

３．退職給付引当金   4,320   4,677   

固定負債合計   22,870 24.9  22,473 21.2 △397

負債合計   60,330 65.8  66,647 62.8 6,316
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第61期

（平成18年３月31日）
第62期

（平成19年１月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※３  11,636 12.7  － － －

Ⅱ　資本剰余金   12,824 14.0  － － －

Ⅲ　利益剰余金   6,831 7.4  － － －

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

  120 0.1  － － －

Ⅴ　自己株式 ※４  △0 △0.0  － － －

資本合計   31,412 34.2  － － －

負債資本合計   91,742 100.0  － － －

         

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金 ※３  － －  11,636 10.9 －

２．資本剰余金   － －  12,824 12.1 －

３．利益剰余金   － －  15,033 14.2 －

４．自己株式 ※４  － －  △0 △0.0 －

株主資本合計   － －  39,494 37.2 －

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  － －  80 0.0 －

２．繰延ヘッジ損益   － －  △29 △0.0 －

評価・換算差額等合計   － －  51 0.0 －

純資産合計   － －  39,545 37.2 －

負債純資産合計   － －  106,192 100.0 －
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(2）損益計算書

  
第61期

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第62期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年１月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   72,557 100.0  72,450 100.0

Ⅱ　売上原価 ※２  59,507 82.0  55,524 76.6

売上総利益   13,050 18.0  16,925 23.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１，２  9,166 12.6  8,111 11.2

営業利益   3,883 5.4  8,814 12.2

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息及び受取配当金 ※３ 89   260   

２．その他 ※４ 809 899 1.2 815 1,076 1.5

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  307   295   

２．その他  71 379 0.5 57 353 0.5

経常利益   4,403 6.1  9,537 13.2

Ⅵ　特別利益        

１．子会社株式売却益  －   196   

２．投資損失引当金戻入額  1,052 1,052 1.4 2,448 2,644 3.6

Ⅶ　特別損失        

１．減損損失 ※５ 108   －   

２．統合関連費用  － 108 0.1 256 256 0.3

税引前当期純利益   5,347 7.4  11,925 16.5

法人税、住民税及び事業税  1,258   3,375   

法人税等調整額  328 1,587 2.2 △105 3,270 4.6

当期純利益   3,760 5.2  8,655 11.9

前期繰越利益   3,221   －  

中間配当額   150   －  

当期未処分利益   6,831   －  
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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61期

株主総会承認日
（平成18年６月22日）

区分
注記
番号

金額（百万円）

Ⅰ　当期未処分利益   6,831

Ⅱ　利益処分額    

配当金  211 211

Ⅲ　次期繰越利益   6,619

    

株主資本等変動計算書

第62期（自　平成18年４月１日　至　平成19年１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
資本準備金

資本剰余金
合計

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計繰越利益

剰余金

平成18年３月31日　残高
（百万円）

11,636 12,824 12,824 6,831 6,831 △0 31,291

事業年度中の変動額

剰余金の配当（注）    △211 △211  △211

剰余金の配当    △241 △241  △241

当期純利益    8,655 8,655  8,655

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
（百万円）

   8,202 8,202  8,202

平成19年１月31日　残高
（百万円）

11,636 12,824 12,824 15,033 15,033 △0 39,494

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

平成18年３月31日　残高
（百万円）

120 － 120 31,412

事業年度中の変動額

剰余金の配当（注）    △211

剰余金の配当    △241

当期純利益    8,655

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△40 △29 △69 △69

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△40 △29 △69 8,133

平成19年１月31日　残高
（百万円）

80 △29 51 39,545

　（注）　平成18年６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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財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
第61期

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第62期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年１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

移動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

①　時価のあるもの

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。）

(2）その他有価証券

①　時価のあるもの

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。）

②　時価のないもの

移動平均法による原価法

②　時価のないもの

同左

２．デリバティブ等の

評価基準及び評価方法

(1）デリバティブ

時価法

(1）デリバティブ

同左

３．たな卸資産の評価基準

及び評価方法

製品・半製品・仕掛品

…総平均法による原価法

製品・半製品・仕掛品

…　　　　　同左

原材料・貯蔵品

…移動平均法による原価法

原材料・貯蔵品

…　　　　　同左

４．固定資産の減価償却の

方法

(1）有形固定資産

定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

建物　　　　　15～50年

機械及び装置　５～７年

(1）有形固定資産

同左

(2）無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における見込利用可能期間

（５年）に基づいております。

(2）無形固定資産

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、換算差額は当期

の損益として処理しております。

同左

－ 40 －



項目
第61期

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第62期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年１月31日）

６．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権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）投資損失引当金

関係会社等への投資に係る損失に備え

るため、資産内容等を勘案して必要額

を計上しております。

(2）投資損失引当金

同左

(3）賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備えるた

め、支給見込額のうち当期負担分を計

上しております。

(3）賞与引当金

同左

(4）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見込額に基づ

き計上しております。

数理計算上の差異は、その発生時にお

ける従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（10年）による定額法によ

り按分した額をそれぞれ発生の翌期か

ら費用処理しております。

(4）退職給付引当金

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

主として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

当処理の要件を満たしている場合は振

当処理を採用しております。

(1）ヘッジ会計の方法

主として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

当処理の要件を満たしている場合は振

当処理を、金利スワップについては特

例処理の要件を満たしている場合は特

例処理を採用しております。

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…先物為替予約

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ及び先物為

替予約

ヘッジ対象…外貨建債権 ヘッジ対象…借入金並びに外貨建債権
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項目
第61期

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第62期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年１月31日）

(3）ヘッジ方針

当社の市場リスク管理規程に基づき、

為替変動リスクをヘッジしております。

為替変動リスクについては、外貨建債

権・債務のネット受取予想額に対して

一定のヘッジ比率を維持しております。

(3）ヘッジ方針

当社の市場リスク管理規程に基づき、

金利変動リスク及び為替変動リスクを

ヘッジしております。金利変動リスク

については、総借入に占める固定金利

建借入比率を一定割合以上に維持して

おります。

為替変動リスクについては、外貨建債

権・債務のネット受取予想額に対して

一定のヘッジ比率を維持しております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ手段及びヘッジ対象について、

個別取引毎のヘッジ効果を検証してお

ります。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ手段及びヘッジ対象について、

個別取引毎のヘッジ効果を検証してお

ります。ただし、ヘッジ手段とヘッジ

対象に関する元本・利率・期間等の重

要な条件が同一の場合はヘッジ効果が

極めて高いことから、ヘッジ有効性の

判断は省略しております。

９．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

(1）消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

(1）消費税等の会計処理

同左

会計処理方法の変更

第61期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第62期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年１月31日）

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当期より、固定資産の減損に係る会計基準（「固定資

産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業

会計審議会　平成14年８月９日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第６号　平成15年10月31日）を適用しております。これ

により税引前当期純利益は108百万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）

　当期より、「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。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額は39,574百万

円であります。

　なお、当期における貸借対照表の純資産の部については、

財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸表等規則に

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61期
（平成18年３月31日）

第62期
（平成19年１月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

129,175百万円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

135,815百万円

※２．国庫補助金により、有形固定資産の取得価額から控

除している圧縮記帳額は、次のとおりであります。

※２．国庫補助金により、有形固定資産の取得価額から控

除している圧縮記帳額は、次のとおりであります。

建物 235百万円

構築物 282

機械及び装置 1,015

工具、器具及び備品 2

計 1,536

建物 235百万円

構築物 273

機械及び装置 869

工具、器具及び備品 2

計 1,381

※３．授権株式数及び発行済株式総数 ※３．授権株式数及び発行済株式総数

授権株式数 普通株式 100,000,000株

発行済株式総数 普通株式 30,200,000

授権株式数 普通株式 100,000,000株

発行済株式総数 普通株式 30,200,000

※４．自己株式

当社が保有する自己株式の数は普通株式47株であり

ます。 

※４．自己株式

当社が保有する自己株式の数は普通株式47株であり

ます。 

※５．関係会社に係る主な資産

区分掲記されたもの以外で、各科目に含まれている

関係会社に対する主なものは、次のとおりでありま

す。

※５．関係会社に係る主な資産

区分掲記されたもの以外で、各科目に含まれている

関係会社に対する主なものは、次のとおりでありま

す。

流動資産  

　受取手形及び売掛金 1,582百万円

　短期貸付金 1,250百万円

流動負債  

　買掛金 1,149百万円

流動資産  

　売掛金 2,214百万円

流動負債  

　買掛金 934百万円

　短期借入金 540百万円

　６．配当制限

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120百万円

であります。

　６．　　　　　　 ──────

　７．偶発債務

債務保証

次の関係会社等の金融機関等からの借入等に対し、

債務保証を行っております。

　７．偶発債務

債務保証

次の関係会社等の金融機関等からの借入等に対し、

債務保証を行っております。

㈱サイマックス 115百万円 ㈱サイマックス 57百万円
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（損益計算書関係）

第61期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第62期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年１月31日）

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は35％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は65％であり

ます。

主要な費目及び金額は次のとおりであります。

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は34％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は66％であり

ます。

主要な費目及び金額は次のとおりであります。

研究開発費 2,395百万円

給与手当 2,160

運賃梱包費 1,824

租税公課  555

福利厚生費  503

業務委託費  476

減価償却費  418

賞与引当金繰入額 281

退職給付引当金繰入額  109

研究開発費 2,360百万円

給与手当 1,994

運賃梱包費 1,660

租税公課  440

福利厚生費  415

業務委託費 405

減価償却費  259

賞与引当金繰入額  174

退職給付引当金繰入額  89

※２．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

は、5,014百万円であります。

※２．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

は、4,607百万円であります。

　３．　　　　　　 ────── ※３．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。

関係会社受取配当金 249百万円

※４．区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関

係会社に対するものは次のとおりであります。

※４．区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関

係会社に対するものは次のとおりであります。

作業屑売却益 432百万円 作業屑売却益 506百万円

※５．減損損失

　当期において、当社は以下の資産グループについて

減損損失を計上しました。

場所 用途 種類
減損損失

(百万円)

 神奈川県平塚市  賃貸用資産  土地 66

長崎県大村市 遊休資産  土地 42

　当社の資産グループは事業用資産においては管理会

計上の区分ごとに、遊休資産及び休止資産、賃貸用資

産においては個別単位でグルーピングしております。

　このグルーピングに基づき、固定資産の減損を検討

した結果、将来キャッシュ・フローが著しく低い賃貸

用資産、地価の下落により帳簿価格に対し時価が著し

く下落している遊休資産について帳簿価格を回収可能

価額まで減損し、当該減少額を減損損失（108百万円）

として特別損失に計上しました。

　その内訳は、平塚市土地66百万円、大村市土地42百

万円であります。なお、減損対象とした固定資産の回

収可能価額は市場価格を反映していると考えられる固

定資産税評価額を適用し、評価しております。

　５．　　　　　　 ──────
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（株主資本等変動計算書関係）

当期（自　平成18年４月１日　至　平成19年１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）

普通株式 47 － － 47

合計 47 － － 47

①　リース取引

ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。

②　有価証券

　前期（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）及び当期（自　平成18年４月１日　至　平成19年１月31

日）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。

③　税効果会計

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

 
第61期

（平成18年３月31日）
 

第62期
（平成19年１月31日）

①流動の部        

繰延税金資産        

賞与引当金限度超過額  510百万円  328百万円

たな卸資産評価損  205   207 

その他  221   397 

繰延税金資産小計  937   932 

繰延ヘッジ損益  －   19 

繰延税金資産合計  937   952 

        

②固定の部        

繰延税金資産        

退職給付引当金限度超過額  1,732   1,875 

減価償却費限度超過額  1,210   1,165 

投資損失引当金  981   － 

投資有価証券評価損  562   562 

その他  135   178 

繰延税金資産小計  4,623   3,782 

評価性引当額  △1,138   △187 

繰延税金資産合計  3,485   3,595 

繰延税金負債        

その他有価証券評価差額金  △80   △53 

繰延税金負債合計  △80   △53 

繰延税金資産の純額  3,404   3,541 

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内訳

 
第61期

（平成18年３月31日）
 

第62期
（平成19年１月31日）

財務諸表提出会社の法定実効税率  40.1％   40.1％ 

（調整）評価性引当額増減  △5.5    △8.0  

法人税等の特別控除額  △5.1    △4.2  

その他  0.2    △0.5  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 29.7    27.4  
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（重要な後発事象）

第61期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第62期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年１月31日）

　平成18年６月14日に、当社親会社の株式会社小松製作所

（コマツ）と株式会社SUMCO（SUMCO）は、SUMCOが当社の

発行済み株式総数の51％（15,402,000株）を取得するため

に公開買付け（TOB）を実施し、コマツがその保有するす

べての当社株式（発行済み株式総数の61.93％、18,702,900

株）をもってこれに応募する事に関して基本合意書を締結

しました。

　今後、本基本合意書の内容に沿って、関係各社は協力し

ながら、買収監査の実施、関係各国の企業結合審査当局の

承認等の取得、その他必要な手続きを進め、その後、コマ

ツとSUMCOの両社間で公開買付けに関する契約を締結する

予定です。

──────
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７．役員の異動
　当社は、本日（平成19年３月15日）開催の取締役会において役員人事を内定いたしましたが、その内容は本日同時公

表の別紙「役員及び一般人事に関するお知らせ」を参照下さい。なお、代表取締役等の異動はありません。
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