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１．平成19年１月期の業績（平成18年２月１日～平成19年１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 ％

19年１月期 12,376 40.3 4,397 49.4 4,397 51.2

18年１月期 8,820 19.9 2,944 23.9 2,907 23.3

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 ％ ％ ％

19年１月期 2,656 45.5 525 06 － － 29.2 30.2 35.5

18年１月期 1,826 28.4 373 32 － － 30.7 26.4 33.0

（注）①期中平均株式数 19年１月期 5,060,000株 18年１月期 4,758,685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 （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。

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 16,420 10,230 62.3 2,021 74

18年１月期 12,742 7,975 62.6 1,566 26

（注）①期末発行済株式数 19年１月期 5,060,000株 18年１月期 5,060,000株

　　　②期末自己株式数 19年１月期 －株 18年１月期 －株

２．平成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 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 7,053 2,126 1,310

通期 15,000 4,715 2,913

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　575円85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
（％）

株主資本配
当率（％）中間期末 期末 その他 年間

18年１月期 － 70 － 70 354 18.8 4.5

19年１月期 － 90 － 90 455 17.1 4.5

20年１月期（予想） － 90 － 90    

（注）18年１月期期末配当金の内訳　普通配当　40円　　記念配当　20円　　特別配当　10円　

※　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。
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７．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成18年１月31日現在）
当事業年度

（平成19年１月31日現在）
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   4,558,074   4,274,417  △283,657

２．受取手形   306,208   194,300  △111,908

３．売掛金   2,019,160   2,877,563  858,402

４．製品   287,737   368,125  80,387

５．原材料   113,396   160,932  47,536

６．仕掛品   176,626   257,727  81,101

７．貯蔵品   3,919   6,343  2,424

８．前払費用   32,653   51,038  18,384

９．繰延税金資産   85,000   112,000  27,000

10．その他   7,499   8,785  1,286

流動資産合計   7,590,275 59.6  8,311,233 50.6 720,957

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1) 建物 ※１ 2,342,691   2,420,486    

減価償却累計額  △916,974 1,425,716  △1,011,447 1,409,039  △16,677

(2) 構築物  72,788   78,948    

減価償却累計額  △40,924 31,864  △48,164 30,784  △1,079

(3) 機械装置  2,446,265   3,085,722    

減価償却累計額  △1,654,702 791,563  △1,941,240 1,144,481  352,918

(4) 車両運搬具  33,856   35,927    

減価償却累計額  △22,883 10,972  △26,545 9,382  △1,590

(5) 工具器具備品  294,495   417,044    

減価償却累計額  △215,981 78,514  △278,099 138,944  60,430

(6) 金型  1,820,128   2,299,302    

減価償却累計額  △1,425,164 394,963  △1,651,426 647,875  252,911

(7) 土地 ※１  863,291   863,291  －

(8) 建設仮勘定    －   840,000  840,000

有形固定資産合計   3,596,886 28.2  5,083,799 31.0 1,486,913
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前事業年度

（平成18年１月31日現在）
当事業年度

（平成19年１月31日現在）
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) ソフトウェア   14,004   26,716  12,712

(2) 電話加入権   1,564   1,455  △108

無形固定資産合計   15,568 0.1  28,172 0.2 12,604

３．投資その他の資産         

(1) 投資有価証券   52,931   100,869  47,938

(2) 関係会社株式   －   1,268,250  1,268,250

(3) 保険積立金   372,121   459,052  86,930

(4) 繰延税金資産   85,707   148,288  62,580

(5) 長期性預金   1,000,000   1,000,000  －

(6) その他   28,634   20,945  △7,689

投資その他の資産合
計

  1,539,395 12.1  2,997,406 18.2 1,458,010

固定資産合計   5,151,850 40.4  8,109,378 49.4 2,957,528

資産合計   12,742,126 100.0  16,420,612 100.0 3,678,485
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前事業年度

（平成18年１月31日現在）
当事業年度

（平成19年１月31日現在）
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   894,372   1,204,619  310,246

２．買掛金   188,436   316,339  127,903

３．１年以内返済予定の
長期借入金

※１  464,532   334,597  △129,935

４．未払金   181,499   373,666  192,167

５．未払費用   25,114   39,081  13,966

６．未払法人税等   696,000   1,328,134  632,134

７．未払消費税等   64,260   94,388  30,127

８．預り金   10,609   18,923  8,314

９．賞与引当金   73,570   100,800  27,230

10．設備関係支払手形   249,455   690,029  440,574

11．その他   1,564   23,683  22,119

流動負債合計   2,849,414 22.4  4,524,263 27.6 1,674,848

Ⅱ　固定負債         

１．長期借入金 ※１  1,601,517   1,266,920  △334,597

２．退職給付引当金   93,433   194,305  100,872

３．役員退職慰労引当金   217,670   －  △217,670

４．役員退職慰労未払金   －   196,990  196,990

５．その他   4,800   8,102  3,301

固定負債合計   1,917,420 15.0  1,666,318 10.1 △251,102

負債合計   4,766,835 37.4  6,190,581 37.7 1,423,746
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前事業年度

（平成18年１月31日現在）
当事業年度

（平成19年１月31日現在）
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  1,111,000 8.7  － － －

Ⅱ　資本剰余金         

 　１．資本準備金  1,310,000   －    

 　　資本剰余金合計   1,310,000 10.3  － － －

Ⅲ　利益剰余金         

１．利益準備金  25,000   －    

２．任意積立金         

(1) 特別償却準備金  100,237   －    

(2) 別途積立金  3,040,000   －    

３．当期未処分利益  2,370,614   －    

利益剰余金合計   5,535,852 43.5  － － －

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

※３  18,438 0.1  － － －

資本合計   7,975,290 62.6  － － －

負債資本合計   12,742,126 100.0  － － －
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前事業年度

（平成18年１月31日現在）
当事業年度

（平成19年１月31日現在）
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   － －  1,111,000 6.8 －

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  －   1,310,000    

資本剰余金合計   － －  1,310,000 8.0 －

３．利益剰余金         

(1）利益準備金  －   25,000    

(2）その他利益剰余金         

特別償却準備金  －   71,207    

別途積立金  －   4,440,000    

繰越利益剰余金  －   3,252,255    

利益剰余金合計   － －  7,788,462 47.4 －

株主資本合計   － －  10,209,462 62.2 －

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価
差額金

  － －  20,567 0.1 －

評価・換算差額等合計   － －  20,567 0.1 －

純資産合計   － －  10,230,030 62.3 －

負債純資産合計   － －  16,420,612 100.0 －
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

当事業年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１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   8,820,418 100.0  12,376,958 100.0 3,556,540

Ⅱ　売上原価         

１．製品期首たな卸高  243,378   287,737    

２．当期製品製造原価  4,549,581   6,360,102    

３．当期商品仕入高  160,896   156,859    

合計  4,953,856   6,804,699    

４．他勘定振替高 ※１ 32,487   22,940    

５．製品期末たな卸高  287,737 4,633,631 52.5 368,125 6,413,634 51.8 1,780,002

売上総利益   4,186,786 47.5  5,963,324 48.2 1,776,537

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※2,3  1,242,753 14.1  1,565,400 12.7 322,646

営業利益   2,944,033 33.4  4,397,923 35.5 1,453,890

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  2,723   8,765    

２．受取配当金 ※４ 14,261   454    

３. 保険解約返戻金収入  11,439   16,127    

４．受取賃貸料  7,299   8,041    

５．その他  7,653 43,376 0.5 903 34,292 0.3 △9,084

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  41,933   34,632    

２．新株発行費  6,226   －    

３．上場関連費用  24,193   －    

４．その他  7,509 79,863 0.9 － 34,632 0.3 △45,230

経常利益   2,907,546 33.0  4,397,583 35.5 1,490,036

Ⅵ　特別利益         

１．貸倒引当金戻入額  14,530   －    

２．その他  5,726 20,256 0.2 － － － △20,256
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前事業年度

（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

当事業年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１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．固定資産除却損 ※５ 639   235    

２. ゴルフ会員権評価損  － 639 0.0 8,000 8,235 0.1 7.6

税引前当期純利益   2,927,163 33.2  4,389,348 35.4 1,462,184

法人税、住民税及び事
業税

 1,171,277   1,897,645    

還付法人税等  △66,618   △74,107    

法人税等調整額  △4,000 1,100,658 12.5 △91,000 1,732,537 14.0 631,879

当期純利益   1,826,505 20.7  2,656,810 21.4 830,305

前期繰越利益   544,109   －  －

当期未処分利益   2,370,614   －  －
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製造原価明細書

  
前事業年度

（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

当事業年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１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  2,023,659 41.4 3,060,886 44.0 1,037,226

Ⅱ　労務費  1,541,903 31.5 2,251,785 32.4 709,882

Ⅲ　経費 ※１ 1,326,700 27.1 1,642,812 23.6 316,112

当期総製造費用  4,892,263 100.0 6,955,485 100.0 2,063,222

期首仕掛品たな卸高  181,028  176,626   

合計  5,073,291  7,132,111   

期末仕掛品たな卸高  176,626  257,727   

他勘定振替高 ※２ 347,083  514,281   

当期製品製造原価  4,549,581  6,360,102   

　

  （注）※１．主な内訳は、次のとおりであります。

項目
前事業年度

（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

当事業年度
（自　平成18年２月１日

至　平成19年１月31日）

外注加工費 332,130千円        400,903千円

減価償却費 571,336 684,237

水道光熱費 130,012 155,104

消耗品費 37,522 37,996

 

        ※２．他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。

項目
前事業年度

（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

当事業年度
（自　平成18年２月１日

至　平成19年１月31日）

有形固定資産 316,165千円        477,894千円

販売費及び一般管理費 30,918 36,387

計 347,083 514,281

（原価計算の方法）

　当社の原価計算は、ロット別個別原価計算であります。
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(3）株主資本等変動計算書

当事業年度（自　平成18年２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

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

特別償却準
備金

別途積立金
繰越利益剰
余金

平成18年１月31日　残高
（千円）

1,111,000 1,310,000 1,310,000 25,000 100,237 3,040,000 2,370,614 5,535,852 7,956,852

事業年度中の変動額

特別償却準備金の取崩額
（千円）

－ － － － △29,030 － 29,030 － －

別途積立金の積立額
（千円）

－ － － － － 1,400,000 △1,400,000 － －

剰余金の配当（千円） － － － － － － △354,200 △354,200 △354,200

利益処分による役員賞与
（千円）

－ － － － － － △50,000 △50,000 △50,000

当期純利益（千円） － － － － － － 2,656,810 2,656,810 2,656,810

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）

－ － － － △29,030 1,400,000 881,640 2,252,610 2,252,610

平成19年１月31日　残高
（千円）

1,111,000 1,310,000 1,310,000 25,000 71,207 4,440,000 3,252,255 7,788,462 10,209,462

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18年１月31日　残高
（千円）

18,438 18,438 7,975,290

事業年度中の変動額

特別償却準備金の取崩額
（千円）

－ － －

別途積立金の積立額
（千円）

－ － －

剰余金の配当（千円） － － △354,200

利益処分による役員賞与
（千円）

－ － △50,000

当期純利益（千円） － － 2,656,810

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）（千
円）

2,129 2,129 2,129

事業年度中の変動額合計
（千円）

2,129 2,129 2,254,739

平成19年１月31日　残高
（千円）

20,567 20,567 10,230,030
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(4）キャッシュ・フロー計算書

  
前事業年度

（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

  

１．税引前当期純利益  2,927,163

２．減価償却費  574,910

３．貸倒引当金の減少額  △14,830

４．賞与引当金の増加額  8,570

５．退職給付引当金の減少
額

 △15,982

６．役員退職慰労引当金の
増加額

 32,240

７．受取利息及び受取配当
金

 △16,984

８．支払利息  41,933

９．保険解約返戻金収入  △11,439

10．固定資産除却損  639

11．売上債権の増加額  △494,254

12．たな卸資産の増加額  △26,783

13．その他流動資産の増加
額

 △3,729

14．仕入債務の増加額  37,723

15．未払消費税等の減少額  △63,924

16．その他流動負債の増加
額

 65,845

17．役員賞与の支払額  △50,000

18. その他固定負債の減少
額

 △1,528

小計  2,989,569

19．利息及び配当金の受取
額

 14,540

20．利息の支払額  △42,228

21．法人税等の支払額  △1,293,277

22．法人税等の還付額  66,618

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 1,735,222
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前事業年度

（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

  

１. 投資有価証券の取得に
よる支出 

 △8,250

２. 有形・無形固定資産取
得による支出

 △907,278

３．保険積立金の増加によ
る支出

 △81,335

４．保険積立金の減少によ
る収入

 22,997

５．長期貸付金の回収によ
る収入

 3,350

６．長期性預金の預入れに
よる支出

 △1,000,000

７．その他  7,740

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △1,962,775

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

  

１．長期借入金の返済によ
る支出

 △473,732

２．株式の発行による収入  2,331,000

３．配当金の支払額  △72,000

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 1,785,268

Ⅳ　現金及び現金同等物の増
加額

 1,557,714

Ⅴ　現金及び現金同等物の期
首残高

 2,877,357

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
末残高

※ 4,435,072
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(5）利益処分計算書

  

前事業年度
株主総会承認日

 （平成18年４月26日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　当期未処分利益   2,370,614

Ⅱ　任意積立金取崩額    

１．特別償却準備金取崩額  29,030 29,030

合計   2,399,645

Ⅲ　利益処分額    

１．配当金  354,200  

２．役員賞与金  50,000  

３．任意積立金    

別途積立金  1,400,000 1,804,200

Ⅳ　次期繰越利益   595,445
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

当事業年度
（自　平成18年２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

移動平均法による原価法

(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

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、移動平均法に

より算定）

時価のないもの

　移動平均法による原価法

 

 時価のないもの

 　移動平均法による原価法

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

時価法

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

(1）製品

移動平均法による原価法

(1）製品

同左

(2）原材料

移動平均法による原価法

(2）原材料

同左

(3）仕掛品

個別法による原価法

(3）仕掛品

同左

(4）貯蔵品

最終仕入原価法

 

(4）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（ただし、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）を採用してお

ります。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

(1）有形固定資産

　定率法（ただし、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）を採用してお

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　　　　　　　22年～45年

機械装置　　　　　６年～８年

金型　　　　　　　　　　２年

 建物　　　　　　　17年～50年

 機械装置　　　　　６年～８年

 金型　　　　　　　　　　２年

 

(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．繰延資産の処理方法 新株発行費 

　新株発行費は、支出時に全額費用として

処理しております。 

────── 
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項目
前事業年度

（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

当事業年度
（自　平成18年２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）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるため、支

給見込額に基づき当事業年度に見合う額

を計上しております。

(2）賞与引当金

同左

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における直近の年金財政計算上

の責任準備金から年金資産を控除した額

に相当する金額を計上しております。

(3）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の見込額

に基づき、当事業年度末に発生している

と認められる額から、年金資産を控除し

た額を計上しております。

（追加情報）

　当事業年度から退職給付債務の計算を

簡便法から原則法に変更しておりま

す。

　この変更は、従業員採用の増加等によ

り従業員の年齢分布の偏りが解消され、

数理計算上の見積りが高い確立で可能に

なったことから、原則法による計算の結

果に一定の高い水準の信頼性が得られる

ものと判断されたことによります。

　この結果、従来の方法によった場合と

比較して、退職給付費用が128,147

千円多く計上され、営業利益、経常利益、

税引前当期純利益は、同額が減少してお

ります。

(4）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。

(4）役員退職慰労引当金

　役員に対する退職慰労金の支給に備え

るため、内規に基づく中間期末要支給額

を計上しておりましたが、平成18年４月

26日開催の第38回定時株主総会をもって

役員退職慰労金制度を廃止したことに伴

い、その全額を取崩しております。

　なお、役員退職慰労金の打切り支給の

未払額は、固定負債「役員退職慰労未払

金」に含めて表示しております。

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
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項目
前事業年度

（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

当事業年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

８．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　金利スワップ取引について、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

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

　金利スワップ取引について、特例処理

の要件を満たしておりますので、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．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

　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。

 

──────

10．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

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２月１日
至　平成18年１月31日）

当事業年度
（自　平成18年２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。

　これによる損益に与える影響はありません。

 ──────  （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10,230,030千

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。
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表示方法の変更

前事業年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

当事業年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

 ────── （貸借対照表）

 　前事業年度において、区分掲記しておりました「出資金」

は、重要性が低下したため、投資その他の資産の「その他」

に含めて表示しております。なお、当事業年度の「出資金」

は、10千円であります。

追加情報

前事業年度
（自　平成17年２月１日

至　平成18年１月31日）

当事業年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

　「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

以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入され

たことに伴い、当事業年度から「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及び資本割に

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18,000千円増加し、営業

利益、経常利益及び税引前当期純利益が18,000千円減少し

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18年１月31日現在）

当事業年度
（平成19年１月31日現在）

※１．担保に供している資産ならびに担保付債務は、次の

とおりであります。

※１．担保に供している資産ならびに担保付債務は、次の

とおりであります。

担保に供している資産 担保に供している資産

建物 1,332,178千円

土地  816,102

計 2,148,281

建物  1,322,731千円

土地 816,102

計 2,138,834

上記に対応する担保付債務 上記に対応する担保付債務

１年以内返済予定の長期借入金 364,532千円

長期借入金 1,966,049

計 2,330,581

１年以内返済予定の長期借入金 334,597千円

長期借入金 1,266,920

計 1,601,517

※２．授権株式数及び発行済株式総数 　２．　　　　　　　──────

授権株式数 普通株式 14,400,000株

発行済株式総数 普通株式  5,060,000

　３．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18,438千円

であります。

　３．　　　　　　　──────　
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

当事業年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

※１．他勘定振替高 ※１．他勘定振替高

販売費及び一般管理費 32,487千円 販売費及び一般管理費      18,617千円

※２．販売費及び一般管理費のうち販売費に属する費目の

おおよその割合は20％であり、一般管理費に属する

費目のおおよその割合は80％であります。

※２．販売費及び一般管理費のうち販売費に属する費目の

おおよその割合は27％であり、一般管理費に属する

費目のおおよその割合は73％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。 主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

販売手数料 64,263千円

運送費 　139,077

役員報酬  86,853

給料 137,205

賞与 51,419

賞与引当金繰入額 13,113

退職給付費用 6,001

役員退職慰労引当金繰入額 32,240

支払手数料 263,154

研究開発費 175,741

減価償却費 3,573

販売手数料      145,504千円

運送費 236,411

役員報酬 147,948

給料 144,592

賞与       55,457

賞与引当金繰入額       16,910

退職給付費用      17,305

役員退職慰労引当金繰入額      1,170

支払手数料 319,580

研究開発費 213,619

減価償却費  3,577

※３．研究開発費の総額 ※３．研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開

発費

175,741千円 一般管理費に含まれる研究開

発費

    213,619千円

※４．関係会社との取引高 ※４．　　　　　　　　────── 

営業外収益  

受取配当金 14,035千円

※５．固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。 ※５．固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

機械装置 503千円

金型 136

計 639

機械装置    25千円

工具器具備品  23

車両運搬具 79

電話加入権 108

計 235

（株主資本等変動計算書関係）

当事業年度（自平成18年２月１日　至平成19年１月31日）

該当事項はありません。
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（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

当事業年度 
 （自　平成18年２月１日
　至　平成19年１月31日） 

※現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記さ

　れている科目の金額との関係

　──────

（平成18年１月31日現在）

現金及び預金勘定 4,558,074千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金  △123,002

現金及び現金同等物  4,435,072

－ 21 －



①　リース取引

前事業年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

当事業年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１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

　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）

機械装置 7,581 4,563 3,018

工具器具備品 29,664 20,138 9,526

ソフトウェア 167,050 62,094 104,955

合計 204,296 86,796 117,500

 
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）

機械装置 7,581 5,405 2,176

工具器具備品 42,882 24,679 18,202

ソフトウェア 213,217 101,255 111,962

合計 263,681 131,340 132,341

（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

１年内 37,878千円

１年超 79,621

合計 117,500

１年内   41,802千円

１年超 90,538

合計 132,341

（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．支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 30,795千円

減価償却費相当額 30,795

支払リース料 44,544千円

減価償却費相当額 44,544

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
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②　有価証券

前事業年度（平成18年１月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 種類

前事業年度
（平成18年１月31日現在）

取得原価
（千円）

貸借対照表計
上額（千円）

差額（千円）

貸借対照表計上額

が取得原価を超え

るもの

株式 14,174 45,627 31,452

小計 14,174 45,627 31,452

貸借対照表計上額

が取得原価を超え

ないもの

株式 8,025 7,304 △721

小計 8,025 7,304  △721

合計 22,200 52,931 30,730

 

 ２．当事業年度中に売却したその他有価証券

　該当事項はありません。

当事業年度（平成19年１月31日現在）

１　連結財務諸表の注記として記載しております。

 ２　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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③　デリバティブ取引

１．取引の状況に関する事項

前事業年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

当事業年度 
（自　平成18年２月１日 
至　平成19年１月31日） 

(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。

連結財務諸表の注記として記載しております。

 

(2）取引に対する取組方針

　当社のデリバティブ取引は、将来の金利の変動による

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。

 

 

(3）取引の利用目的

　当社のデリバティブ取引は、借入金利等の金利関連で

は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。

　なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っ

ております。

 

 

 

①　ヘッジ会計の方法

　特例処理によっております。

 

 

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

 

 

 

③　ヘッジ方針

　金利リスクの低減ならびに金融収支改善のため、対

象債務の範囲内でヘッジを行っております。

 

 

④　ヘッジ有効性評価の方法

　リスク管理方針に従って、以下の条件を満たす金利

スワップを締結しております。

 

 

Ⅰ　金利スワップの想定元本と長期借入金の元本金額

が一致している。

 

Ⅱ　金利スワップと長期借入金の契約期間及び満期が

一致している。

 

Ⅲ　長期借入金の変動金利のインデックスと金利ス

ワップで受払いされる変動金利のインデックスが

一致している。

 

Ⅳ　長期借入金と金利スワップの金利改定条件が一致

している。

 

Ⅴ　金利スワップの受払い条件がスワップ期間を通し

て一定である。

 

　従って、金利スワップの特例処理の要件を満たして

いるので、決算日における有効性の評価を省略してお

ります。

 

(4）取引に係るリスクの内容

　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。

　なお、取引相手先は高格付を有する金融機関に限定し

ているため、信用リスクはほとんどないと認識しており

ます。
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前事業年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

当事業年度 
（自　平成18年２月１日 
至　平成19年１月31日） 

(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、取引権限

及び取引限度額等を定めたデリバティブ取引管理規程に

従い、総務経理部が代表取締役社長の承認を得て行って

おります。

連結財務諸表の注記として記載しております。

 

２．取引の時価等に関する事項

前事業年度
（平成18年１月31日現在）

当事業年度 
（平成19年１月31日現在） 

　金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適

用しておりますので、注記の対象から除いております。

連結財務諸表の注記として記載しております。

④　退職給付

前事業年度（自　平成17年２月１日　至　平成18年１月31日） 

 １．採用している退職給付制度の概要

当社は、適格退職年金制度を採用しております。

２．退職給付債務及びその内訳

 
前事業年度

（平成18年１月31日現在）

(1）退職給付債務（千円） 296,797

(2）年金資産（千円） 203,364

(3）退職給付引当金 93,433

　（注）　退職給付債務の算定に当たって、簡便法を採用しております。

３．退職給付費用の内訳

 
前事業年度

（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

退職給付費用（千円） 43,099

(1）勤務費用（千円） 43,099

　当事業年度（自　平成18年２月１日　至　平成19年１月31日） 

　 連結財務諸表の注記として記載しております。
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⑤　税効果会計

前事業年度
（平成18年１月31日現在）

当事業年度
（平成19年１月31日現在）

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  

賞与引当金損金算入限度超過額 29,421千円

未払事業税否認 47,543

製品評価損 7,998

退職給付引当金超過額 37,365

役員退職慰労引当金損金算入限

度超過額
87,048

ゴルフ会員権評価損 20,000

その他 1,099

繰延税金資産計 230,474

繰延税金負債  

特別償却準備金 △47,474

その他有価証券評価差額金 △12,292

繰延税金負債計 △59,766

繰延税金資産の純額 170,707

繰延税金資産  

賞与引当金損金算入限度超過額     40,763千円

未払事業税否認 45,673

製品評価損 8,088

仕掛品評価損 2,426

退職給付引当金超過額 78,577

役員退職慰労未払金 88,498

ゴルフ会員権評価損 23,455

その他 15,163

繰延税金資産計 302,643

繰延税金負債  

特別償却準備金 △28,428

その他有価証券評価差額金 △13,711

繰延税金負債計 △42,139

繰延税金資産の純額 260,503

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

　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税率等の負担

率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下である

ため注記を省略しております。

法定実効税率 40.0％

還付法人税等 △1.4

試験研究費に係る税額控除等 △0.8

その他 △0.2

税効果会計適用後の法人税等の負

担率
37.6

⑥　持分法損益等

前事業年度（自平成17年２月１日　至平成18年１月31日）

　該当事項はありません。

当事業年度（自平成18年２月１日　至平成19年１月31日） 

 　当事業年度については、連結財務諸表を作成しているため、該当事項はありません。

－ 26 －



⑦　関連当事者との取引

前事業年度（自平成17年２月１日　至平成18年１月31日）

　　役員及び個人主要株主等

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

（％）

関係内容
取引の内
容

取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

主要株主

（個人）及

びその近親

者兼役員及

びその近親

者

兵部行遠 － －
当社代表

取締役

（被所有）

直接 29.23
－ －

当社の金

融機関の

借入に対

する債務

被保証

1,176,312

（注）２
－ －

増資の引

受 

150,000

（注）３
－ －

新株予約

権の行使

144,000

（注）４
－ －

主要株主

（個人）及

びその近親

者兼役員及

びその近親

者

小南佐年 － －
当社専務

取締役

（被所有）

直接 17.86
－ －

増資の引

受

225,000

（注）３
－ －

新株予約

権の行使

72,000

（注）４
－ －

主要株主

（個人）及

びその近親

者兼役員及

びその近親

者

兵部吉計 － －
当社従業

員

（被所有）

直接  0.29
－ －

新株予約

権の行使

12,000

（注）４
－ －

（注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。

２．債務被保証については、債務被保証残高を取引金額に記載しております。代表取締役兵部行遠の債務被保

　証に対する保証料の支払は行っておりません。

３．当社第三者割当増資を１株当たり純資産価額を基準として、１株15,000円で引受けたものであります（兵

　部行遠10,000株、小南佐年15,000株）

４．新株予約権を１株12,000円で行使したものであります。（兵部行遠12,000株、小南佐年6,000株、兵部吉計

　1,000株）

 

当事業年度（自平成18年２月１日　至平成19年１月31日）

 連結財務諸表の注記として記載しております。
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

当事業年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

１株当たり純資産額 1,566円26銭

１株当たり当期純利益 373円32銭

１株当たり純資産額    2,021円74銭

１株当たり当期純利益    525円06銭

　なお、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。

　なお、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）　１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前事業年度

（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

当事業年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

当期純利益（千円） 1,826,505 2,656,810

普通株主に帰属しない金額（千円） 50,000 －

（うち利益処分による役員賞与金） (50,000) (－) 

普通株式に係る当期純利益（千円） 1,776,505 2,656,810

期中平均株式数（千株） 4,758 5,060

希薄化効果を算出できないため、潜在株

式調整後１株当たり当期純利益の算定に

含めなかった潜在株式の概要

────── ────── 
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８．役員の異動（平成19年４月26日予定）

(1) 代表者の異動

該当事項はありません。 

　 (2) 新任取締役候補

取締役　藤森　岳仁  （現　株式会社SUMCO 理事　SUMCO Phoenix Corporation  E.V.P） 

   (3) 新任監査役候補

 該当事項はありません。

   (4) 退任予定取締役

江島　光明　（現　常務取締役生産本部長）

退任後、常勤顧問に就任予定であります。

 河島　義雄　（現　取締役技術本部長兼技術部長）

 退任後、顧問に就任予定であります。

 岡本　好久　（現　取締役営業本部長）

  (5) 退任予定監査役

  該当事項はありません。

 　(6) 監査役補欠の選任

 該当事項はありません。
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