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１．平成19年１月期の連結業績（平成18年２月１日～平成19年１月31日）

（注）当社は、平成19年１月期より連結財務諸表を作成しておりますが、 平成19年１月期においては、平成19年１月

　　31日を連結子会社の支配獲得日とみなしており、貸借対照表のみ連結しております。

(1）連結経営成績 （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 － 4,397 － 4,397 －

18年１月期 － － － － － －

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 － 525 06 － － 29.2 27.4 35.5

18年１月期 － － － － － － － － －

（注）①持分法投資損益 19年１月期 －百万円 18年１月期 －百万円

②期中平均株式数（連結） 19年１月期 5,060,000株 18年１月期 －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、対前期増減率であります。

(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

19年１月期 19,344 11,033 52.9 2,021 74

18年１月期 － － － － －

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

(3）連結キャッシュ・フローの状況  

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年１月期 3,576 △2,799 △818 4,393

18年１月期 － － － －

(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 －社 持分法適用関連会社数 －社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結（新規） １社 （除外） －社 持分法（新規） －社 （除外） －社

２．平成20年１月期の連結業績予想（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 8,498 2,139 1,322

通期 17,995 4,767 2,965

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　583円67銭

※　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。

－ 1 －



１．企業集団の状況

  当企業集団は、当社及び連結子会社である株式会社山城精機製作所によって構成されており、プラスチック成形に関

する事業を中心とした事業を展開しております。その主たる内容は、当社は半導体業界を中心に、主にシリコンウエハ

容器、フルイドシステム、電子部品等のプラスチック精密成形品の製造及び販売、また連結子会社である株式会社山城

精機製作所では、各種射出成形機、金型の製造及び販売をしております。

　なお、連結子会社である株式会社山城精機製作所については、平成18年12月27日付にて同社の株式を845千株取得し

子会社化しております。子会社化の目的としては、同社は各種射出成形機、金型の製造及び販売が主力であり、プラス

チック成形技術という点でのシナジー効果を期待したものであります。これにより当企業集団内で、成形機製造、金型

製作、製品成形というプラスチック成形に係る幅広い技術力を保有することとなり、相乗効果を期待できると考えてお

ります。

　事業系統図は、次のとおりであります。

・購入

・技術提携

・販売

・購入

・販売

・販売・販売 ・販売・販売

・販売

原料メーカー

当　社
　●半導体関連製品事業
　　・シリコンウエハ出荷容器
　　・シリコンウエハ工程内容器
　●その他

プラスチック成形メーカーその他取引先 シリコンウエハメーカー デバイスメーカー

海外総代理店

素材メーカー

連結子会社
　山城精機製作所
　・各種射出成形機
　・金型

２．経営方針

(1) 経営の基本方針

　　　当社は、事業活動を通じ、「１．人と自然を大切にし、あらゆる人々に愛され社会の発展に貢献します。２．先

端技術をもって開発を推進し、世界の人々に喜ばれる価値を創造します。」を経営理念としております。この理念

に基づき、常に新製品の創造を通じて技術革新に努め、半導体産業をはじめとして様々な先端産業の発展に貢献し

てまいります。また、それらの業界と共に新しい価値の創造に今後も努めてまいります。

(2) 利益配分に関する基本方針

　当社は、株主の皆様に対する利益還元と財務の安全性を重要な施策として位置付けております。配当につきまし

ては、将来に向かって新製品の開発、新たな事業領域へのチャレンジを構築するため、利益の一部を内部留保し財

務体質の強化を図り、資金需要に備えたうえで、業績に応じて適正に実施してまいりたいと考えております。

(3) 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　当社は、株式市場での流動性を高め、より広範な投資家の参加を促す観点から、株式市場での適切な株式投資単

位に関して、「株式の分割」等について必要に応じて適宜に見直していくことを基本方針とし、今後も当社の株価

の動向や市場の要請等を勘案して慎重に対処してまいりたいと考えております。
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(4) 目標とする経営指標

　当社は、経営方針に基づき安定的かつ持続的な成長と利益の確保を経営目標としております。そのため新製品の

開発、新たな事業領域の開拓・開発等に積極的な開発投資が不可欠であります。これらの投資を安定的に行うため

に生産効率の向上を図り、安定収益の基盤を強化し、財務の安全性を高めてまいりたいと考えております。

(5) 中長期的な会社の経営戦略

　当企業集団をとりまく経営環境は、半導体市況、特定顧客・特定業界への依存度が高い状況となっております。

このような状況における当社の経営戦略として、現行の先端主力製品の「半導体シリコンウエハ用ＦＯＳＢ」の世

界市場において50％以上のシェアの確保と300mmシリコンウエハ用関連製品の開拓・開発を図ってまいります。また、

安定収益基盤を強固にするため、当社のコア技術であるフッ素樹脂製品を基盤に高機能プラスチック成形加工技術

を活かし、新たな事業領域へチャレンジし、高品質・高付加価値製品の供給を図ってまいります。 

(6) 対処すべき課題 

　当企業集団は、業績拡大と安定のため、シリコンウエハメーカーの300mmシリコンウエハ生産量拡大に伴い、当社

の主力製品である300mmシリコンウエハ出荷容器「ＦＯＳＢ」の生産能力の増強と販売推進を進めております。また、

300mmシリコンウエハ用関連製品の開拓・開発投資、新たな事業領域へ参入するための顧客の開拓・製品の開発投資

を積極的に行う必要があると考えております。なお、当企業集団の技術力向上のため、成形機メーカーである株式

会社山城精機製作所を子会社化し、プラスチック成形に係る幅広い技術力を高めることも重要な課題であると考え

ております。

(7) 親会社等に関する事項 

該当事項はありません。

(8) 内部管理体制の整備・運用状況

　該当事項については、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考え方

及びその整備状況」に記載しております。

(9) その他、会社の経営上の重要な事項

該当事項はありません。

－ 3 －



３．経営成績及び財政状態
 (1) 経営成績 

　当連結会計年度は、当連結会計年度末である平成19年１月31日を連結子会社の支配獲得日とみなしており、貸借

対照表のみ連結しているため、経営成績については、当社についてのみ記載しております。なお、前年同期比につ

きましては、個別財務諸表と比較しております。

　当事業年度における内外の経済情勢を概観しますと、世界情勢は、中東問題が悪化の一途をたどり非常に不安定

な状態が続いており、これを要因とした原油価格高騰も相変わらず続いております。この様な不安な要因を抱えな

がらも世界経済は一昨年からの好調さを持続しており、特に中国、インドを中心としたアジア圏は相変わらず高い

経済成長を維持しております。

　一方、わが国経済は、原油価格高騰、北朝鮮の核問題、またゼロ金利政策解除等の懸念材料があったものの、世

界的な好景気、円安に支えられ企業業績は好調に推移しており、それらを背景に設備投資も旺盛で景気の拡大基調

が続きました。

　このような中、当社の主力事業である半導体関連製品事業は、デジタル家電の普及、携帯電話、デジタルカメラ、

パソコン等の好景気に支えられ、半導体の需要は益々拡大し好調に推移しております。特に従来のブラウン管テレ

ビから半導体の使用量が増える薄型テレビ（プラズマテレビ、液晶テレビ）の普及は、目覚しい状態であります。

これらの要因により、半導体業界の設備投資は最先端の300mmシリコンウエハ関連への設備投資計画を前倒し、大

型投資が続いております。当社の主力製品である300mmシリコンウエハ出荷容器「ＦＯＳＢ」及び300mmシリコンウ

エハ工程内容器「ＦＯＵＰ」は、300mmシリコンウエハの生産数量拡大に伴い、販売数量は大幅に増加しました。

特に拡大基調の続く300mmシリコンウエハ出荷容器「ＦＯＳＢ」は、世界市場50％以上のシェアを確保し続けてお

ります。

　この結果、売上高は12,376百万円（前年同期比40.3％）、経常利益は4,397百万円（前年同期比51.2％）、当期

純利益は2,656百万円（前年同期比45.5％）となり大幅な増収増益となりました。

（半導体関連製品事業）

　デジタル家電、携帯電話、パソコン等の半導体を使用する製品の世界的好景気に支えられ、需要が大幅な拡大基

調となっております。シリコンウエハメーカー及び半導体メーカーの設備投資は、特に300mmシリコンウエハ関連

に集中しており、平成18年度末では300mmシリコンウエハ生産数量は月産200万枚と推測されます。このような状況

の中、当社においても300mmシリコンウエハ関連製品への生産能力の増強、製品開発、営業展開へと積極的に経営

資源を集中した結果、300mmシリコンウエハ出荷容器「ＦＯＳＢ」及び300mmシリコンウエハ工程内容器「ＦＯＵ

Ｐ」は、大幅な売上の増加を達成いたしました。

　また、200mm以下のシリコンウエハ関連の工程内容器及び出荷容器も業界の好景気により堅調に推移いたしまし

た。その結果、当事業の売上高は11,387百万円（前年同期比44.8％増）となりました。

（フルイドシステム製品事業）

　当事業の製品需要に大きく影響を与える半導体装置、液晶装置、その他デバイス装置業界の動向は液晶部品の価

格下落により液晶装置業界に若干かげりが見えるものの、半導体装置、その他デバイス装置業界共に好調に推移し

ましたが、売上高は前年並で推移いたしました。

　その結果、当事業の売上は525百万円（前年同期比0.1％増）となりました。

 （その他製品事業）

　当事業の製品需要は、電子、通信業界の動向に影響される傾向があります。各業界の業況は前年並みを維持して

おり、当事業の売上も前年並で推移いたしました。

　その結果、当事業の売上高は464百万円（前年同期比7.7％増）となりました。

(2) 財政状態 

[財政状態の変動状況に関する定性的情報等]

①資産、負債及び純資産の状況

 （資産）

　当連結会計年度末の資産は、193億44百万円となりました。これは主に、売上増に伴う売上債権の増加７億46百

万円、生産設備の増産に対応する設備投資ならびに新工場（住吉第３工場）建設による有形固定資産の取得16億

48百万円、連結子会社の取得による資産の増加41億92百万円を計上したこと等によるものです。

（負債）

　当連結会計年度末の負債は、83億10百万円となりました。これは主に、売上増に伴う支払債務の増加４億38百

万円、新工場（住吉第３工場）建設に係る設備支払手形の増加４億40百万円、未払法人税の増加６億32百万円、

長期借入金返済による借入金の減少４億64百万円、連結子会社の取得による負債の増加21億20百万円を計上した

こと等によるものです。
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（純資産）

　当連結会計年度末の純資産は、110億33百万円となりました。これは主に当期純利益26億56百万円となったこと、

連結子会社の取得による純資産の増加８億３百万円を計上したこと等によるものです。

②キャッシュ・フローの状況

　　（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、35億76百万円となりました。これは、税引前純利益43億89百万円、減価償却

費６億87百万円、売上債権の増加７億46百万円、支払債務の増加４億38百万円、法人税等の支払額12億99百万円

を計上したことによるものであります。

　　（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

　投資活動の結果使用した資金は、27億99百万円となりました。これは、新規連結子会社の取得による支出10億

26百万円、有形・無形固定資産の取得による支出16億65百万円を計上したことによるものであります。

　　（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

　財務活動の結果使用した資金は、８億18百万円となりました。これは主に長期借入金の返済による支出４億64

百万円、配当金の支払による支出３億54百万円を計上したことによるものであります。

　なお、当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは、以下のとおりであります。 

 平成17年１月期 平成18年１月期 平成19年１月期 

自己資本比率（％） － － 52.9

時価ベースの自己資本比率（％） － － 334.8

債務償還年数（年） － － 0.63

インタレスト・カバレッジ・レシオ － － 105.6

（注）１．各指標の算出は以下の算式を使用しております。

　　　　　自己資本比率：自己資本／総資産

　　　　　時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

　　　　　債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

　　　　　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 

２．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「営業キャッシュ・フロー」を利用

　　しております。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す

　　べての負債を対象としております。また、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。

３．当連結会計年度より連結財務諸表を作成しておりますので、平成17年１月期及び平成18年１月期の

　　数値は記載しておりません。

 

(3) 次期の見通し 

　平成20年１月期は、半導体市場の堅調な推移が見込まれ、特に300mmシリコンウエハは、半導体新工場の稼働計画

が多数あり、需要が急増するとの予測からウエハメーカーは300mmシリコンウエハの大幅な能力増強を実施しており

ます。

　当社の主力製品である300mmシリコンウエハ出荷容器「ＦＯＳＢ」は、シリコンウエハメーカーの増産計画に対応

すべく新工場（住吉第３工場）の建設、従来製品の改良等最高の品質作りと継続的な原価改善の諸施策を確実に実

施してまいります。

　また、半導体メーカーの増産投資に伴い300mmシリコンウエハ工程内容器「ＦＯＵＰ」の拡販及び300mm周辺の新

製品開発等業績の向上に全力を尽くす所存です。

現時点での平成20年１月期の業績見通しは、以下のとおりです。

 （単位：百万円）

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり

当期純利益

平成20年１月期 17,995 4,789 4,767 2,965 583円67銭

平成19年１月期 － － － － －円－銭

増減額 － － － － －円－銭 

増減率（％） － － － － －

（注）平成19年１月期は、期末日が連結子会社の支配獲得日となり、財務諸表のうち貸借対照表のみが連結対象であるた

　　　め損益計算書は、作成しておりません。
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(4) 事業等のリスク

１）業績の変動要因について

①シリコンウエハの生産動向

  当社の主力製品であるシリコンウエハ出荷容器は、シリコンウエハメーカーからデバイスメーカーへシリコン

ウエハを出荷する際にシリコンウエハを梱包する容器であり、シリコンウエハの生産動向に影響を受けるものと

考えられます。その中でも、平成19年１月期の当社売上高のウエイトが高い300mmシリコンウエハ出荷容器（Ｆ

ＯＳＢ）は、300mmシリコンウエハの生産量及び出荷量に影響を受けるものと考えられます。現在、200mm以下の

シリコンウエハから300mmシリコンウエハへの移行期を迎えており、現行品の300mmシリコンウエハ出荷容器（Ｆ

ＯＳＢ）から更に進化させ、オートメーション開閉機能を持った新製品（ＮｅｗＦＯＳＢ）への移行時期の対応

や市場が要求する300mmシリコンウエハに対応する製品の開発力・販売力が、今後の当社の業績の鍵となるもの

と考えております。

　今後も300mmシリコンウエハの生産拡大が見込まれるものと考えられますが、製品の多機能化、製品の差別化

等への開発の遅れや価格競争力の維持ができなかった場合、当社の業績に影響を与える可能性があります。

 ②シリコンサイクル（デバイスメーカーの生産動向）

  半導体関連製品の１つであるシリコンウエハ工程内容器については、デバイスメーカーの生産工程において

使用される容器であるため、デバイスメーカー向けの売上の割合が高く、デバイスメーカーの生産動向に影響

を受ける可能性があります。

　また、シリコンウエハ出荷容器についても、上記①のとおり直接的にはシリコンウエハの生産動向に影響を

受けるものと考えられますが、シリコンウエハの生産動向はデバイスメーカーの生産動向に影響を受けるもの

と考えられるため、当社のシリコンウエハ出荷容器に係る業績は、シリコンサイクルの影響を受ける可能性が

あります。

③半導体業界の設備動向

  半導体業界の設備動向については、シリコンウエハの生産動向とシリコンサイクル同様、当社の業績に影響を

与えるものの１つと認識しております。現在200mm以下のシリコンウエハから300mmシリコンウエハへの移行に対

応する設備投資がデバイス、ウエハメーカー共に積極的に行われており、今後もシリコンウエハの口径拡大等に

伴う業界動向が、当社のシリコンウエハ出荷容器ならびにシリコンウエハ工程内容器に対する需要を生み出すと

いう認識であります。

　しかしながら、半導体業界におけるシリコンウエハ生産設備・デバイス生産設備等の技術革新に対応する製品

開発に遅れが出た場合、当社の業績に影響を与える可能性があります。

④原材料の市況変動について

　当社の製品の多くは、プラスチック樹脂を原材料としておりますが、プラスチック樹脂はナフサ等複数の化学

製品により製造されるものであり、間接的にナフサ価格等の市況変動に影響を受ける可能性があります。当社で

は市況価格を鑑みながら取引先との価格交渉にあたっており、現在は落ち着いた感のある市況ですが、今後、ナ

フサ価格等について、市況価格の高騰があった場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

 ⑤競合について

  当社の主要製品であるシリコンウエハ容器の中でも、300mmシリコンウエハ出荷容器（ＦＯＳＢ）の市場にお

いては、当社は一定のシェアを確保しておりますが、市場の拡大にともない、同業他社による競合が生じており

ます。また、200mm以下のシリコンウエハ出荷容器ならびにシリコンウエハ工程内容器については、市場が成熟

化しており、競合状態も固定化しております。

  当社としてはシェアの確保及びさらなるシェアの拡大のため、他社との差別化を図るための製品機能の向上、

価格競争力維持を目的とした生産技術の開発・生産ラインの効率化を進めております。

  しかしながら、半導体業界の技術革新、競合の激化に対する製品機能向上、当社の生産技術の開発・生産ライ

ンの効率化の成否によっては、当社製品の優位性の低下、販売価格の下落等により、当社の業績に影響を与える

可能性があります。　
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 ⑥特定販売先への依存度が高いことについて

  当社における半導体関連製品事業の中心的製品であるシリコンウエハ出荷容器は、シリコンウエハメーカー　

に出荷されております。そのため、シリコンウエハ業界でシェアの高い株式会社ＳＵＭＣＯ、信越半導体株式会

社への売上高に占める割合は前事業年度では49.3％、当事業年度では50.7％と高くなっております。また、海外

への輸出の増加に伴い、当社の海外代理店である丸紅株式会社への売上高に占める割合も前事業年度では

12.0％、当事業年度では13.0％となっております。各社とは、基本取引契約書を締結しておりますが、納入数量、

価格等に関する長期納入契約は締結しておりません。当社は、毎年継続的に製品を各社に販売しており、取引関

係は取引開始以来安定しております。当社としては、製品機能の向上を通じて各社との取引関係の安定を図ると

ともに、その他のシリコンウエハメーカー、シリコンウエハ工程内容器の販売先であるデバイスメーカーを含め

て広く顧客層の拡大を進めておりますが、主要販売先の購買方針によって当社の業績が影響を受ける可能性があ

ります。

 ⑦特定仕入先への依存度が高いことについて

  当社の主な仕入先は、ＮＩ帝人商事株式会社、三井物産株式会社であり、両社から各種高機能プラスチック樹

脂、フッ素樹脂等を仕入れており、総仕入高に占める割合は前事業年度では74.9％、当事業年度では76.4％と高

くなっております。両社とは、基本取引契約書を締結しておりますが、長期納入契約は締結しておりません。両

社との取引関係は取引開始以来安定的に継続されておりますが、主要仕入先の販売方針・供給体制に問題が生じ

た場合、当社の業績に影響を与える可能性があります。

 

２）法的規制について

  当社の製造する製品のうち、一部の高機能プラスチック樹脂原料が含まれる製品、フルイドシステム事業のポ

ンプ製品については、大量破壊兵器等が世界に拡散しないようにすることを目的とした外国貿易法の規定による

安全保障貿易管理令の対象物であります。当社では、安全保障貿易管理令に従い該当製品の輸出については、管

理体制の整備に注力しておりますが、万一違反が生じた場合には、社会的信用及び業績に影響を与える可能性が

あります。

 

３）当社事業に係るリスクについて

①知的財産権等について

　当社の事業分野に関する知的財産権については、特許権・実用新案権を取得しております。現在、当社は226

件の特許出願中であり、54件の特許を取得済みであります。当該知的財産については、製品化のノウハウを当社

内に蓄積しているため、知的財産権が侵害されることにより当社の業績が重大な影響を受けるとは認識しており

ません。しかしながら、類似製品が登場した場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。

　また、当社は、第三者の知的財産権を侵害しないように事前調査しておりますが、当社の認識の範囲外で、こ

れを侵害する可能性があり、これにより、当社が第三者と知的財産権をめぐって損害賠償、対価の支払いあるい

は使用差止め等を請求され、当社の業績に影響を与える可能性があります。

②品質不良等の発生によるリスク

  当社は、ＩＳＯ9001品質マネジメントシステムの採用で、品質保証と継続的改善体制の確立、運用を進めてお

ります。現在、不良発生の低減と不良品の流出防止に努めておりますが、クレーム発生の可能性は皆無ではあり

ません。また、製造物責任賠償に関してはＰＬ保険に加入しており、現時点では、企業の存続やユーザーの生命

を脅かすほどの大規模なクレームや製造物責任につながる事態は考えられません。しかしながら、大規模なク

レームや製造物責任に繋がる事態が発生した場合には、これらのクレームに対する補償、対策が製造原価の上昇

を招き、当社の業績及びブランドの評価にも影響を与える可能性があります。

③人材の確保について

  当社は、製品の技術改良・研究開発を常に行っていく必要があり、そのための優秀な人材確保は事業展開上極

めて重要であります。しかしながら、当社が必要としている技術に精通している人材の獲得及び育成ができない

可能性、あるいは当社の人材が社外に流出する可能性は否定できず、当社が必要とする人材の獲得、育成及び確

保に失敗した場合には、当社の業務運営に支障が生じる可能性があります。

④研究開発について

  当社では、既存事業の充実や新規事業の研究開発等に対して、研究開発費、設備投資が先行して発生しており

ます。そのため多大な研究開発費や設備投資費用を投入したにもかかわらず、研究開発の結果、製品開発等が軌

道に乗らなかった場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。

 ４）連結子会社について

　当社企業集団は、当社ならびに連結子会社１社（株式会社山城精機製作所）から構成されておりますが、連結

子会社の業績に著しい変動が生じた場合は、当社企業集団の業績に影響を与える可能性があります。 
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４．時価発行公募増資等に係る資金使途計画及び資金充当実績
  当社は、平成17年７月21日のジャスダック証券取引所への上場に際し、公募増資により1,692,000千円を調達いたし

ました。なお、資金使途計画及び資金充当実績は概ね以下のとおりであります。 

(1) 資金使途計画 

　調達資金は平成18年１月期の設備投資に681,999千円充当し、残額については平成19年１月期以降の設備資金及

び借入金の返済に充当する予定であります。

 

(2) 資金充当実績 

平成17年７月21日に実施した公募増資の資金使途計画につきましては、概ね計画どおり進行中であります。 
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５．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

  
当連結会計年度

（平成19年１月31日現在）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）     

Ⅰ　流動資産     

１．現金及び預金   4,717,151  

２．受取手形及び売掛金   3,811,192  

３．有価証券   548,815  

４．たな卸資産   1,214,409  

５．繰延税金資産   112,000  

６．その他   81,822  

貸倒引当金   △29,316  

流動資産合計   10,456,073 54.1

Ⅱ　固定資産     

１．有形固定資産     

(1）建物及び構築物 ※１ 3,551,536   

減価償却累計額 ※４ 1,934,537 1,616,998  

(2）機械装置  4,704,151   

減価償却累計額 ※４ 3,480,318 1,223,832  

(3）その他有形固定資産  2,990,069   

減価償却累計額 ※４ 2,187,259 802,809  

(4）土地 ※１  2,295,255  

(5）建設仮勘定   840,000  

有形固定資産合計   6,778,896 35.0

２．無形固定資産   31,101 0.2

３．投資その他の資産     

(1）投資有価証券   243,052  

(2）保険積立金   650,806  

(3）長期性預金   1,000,000  

(4）その他   184,672  

投資その他の資産合計   2,078,531 10.7

固定資産合計   8,888,529 45.9

資産合計   19,344,603 100.0
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当連結会計年度

（平成19年１月31日現在）

区分
注記
番号

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   1,578,730  

２. １年以内返済予定の長
　　期借入金

※１  474,736  

３. 未払法人税等   1,330,164  

４．賞与引当金   122,800  

５．受注損失引当金   1,136  

６．製品保証引当金   8,156  

７．その他   1,408,148  

流動負債合計   4,923,872 25.5

Ⅱ　固定負債     

１．長期借入金 ※１  1,766,080  

２．退職給付引当金   237,850  

３．役員退職慰労未払金   398,552  

４．繰延税金負債   312,811  

５．負ののれん   648,703  

６．その他   23,029  

固定負債合計   3,387,027 17.5

負債合計   8,310,900 43.0
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当連結会計年度

（平成19年１月31日現在）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）    

Ⅰ　株主資本     

１．資本金   1,111,000 5.7

２．資本剰余金   1,310,000 6.8

３．利益剰余金   7,788,462 40.3

　　株主資本合計   10,209,462 52.8

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

Ⅲ　少数株主持分   803,673 4.1

純資産合計   11,033,703 57.0

負債純資産合計   19,344,603 100.0
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(2）連結損益計算書

当連結会計年度
（自 平成18年２月１日
至 平成19年１月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   12,376,958 100.0

Ⅱ 売上原価 ※２  6,413,634 51.8

売上総利益   5,963,324 48.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1,2  1,565,400 12.7

営業利益   4,397,923 35.5

Ⅳ 営業外収益     

1．受取利息  8,765   

2．受取配当金  454   

3．保険解約返戻金収入  16,127   

4．受取賃貸料 　　 8,041   

5．その他  903 34,292 0.3

Ⅴ 営業外費用     

1．支払利息  34,632 34,632 0.3

経常利益   4,397,583 35.5

Ⅵ 特別損失     

1．固定資産除却損 ※３ 235   

2. ゴルフ会員権評価損  8,000 8,235 0.1

税金等調整前当期純利益   4,389,348 35.4

法人税、住民税及び事業税  1,897,645   

還付法人税等  △74,107   

法人税等調整額  △91,000 1,732,537 14.0

当期純利益   2,656,810 21.4
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(3）連結株主資本等変動計算書

連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（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

平成18年１月31日　残高
（千円）

1,111,000 1,310,000 5,535,852 7,956,852

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当(千円) － － △354,200 △354,200

利益処分による役員賞与(千円) － － △50,000 △50,000

当期純利益(千円) － － 2,656,810 2,656,810

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）

－ － 2,252,610 2,252,610

平成19年１月31日　残高
（千円）

1,111,000 1,310,000 7,788,462 10,209,462

評価・換算差額等

少数株主持分 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

連結会計年度中の変動額

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連結会計
年度中の変動額（純額）(千円)

2,129 2,129 803,673 805,802

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

2,129 2,129 803,673 3,058,412

平成19年１月31日　残高
（千円）

20,567 20,567 803,673 11,033,703

－ 13 －



(4）連結キャッシュ・フロー計算書

当連結会計年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19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．税金等調整前当期純
　　利益

 4,389,348

２．減価償却費  687,815

３．賞与引当金の増加額  27,230

４．退職給付引当金の増
　　加額

 100,872

５．役員退職慰労引当金
　　の減少額

 △217,670

６．受取利息及び配当金  △9,220

７．支払利息  34,632

８．為替差損益  △155

９．保険解約返戻金収入  △16,127

10．固定資産除却損  235

11．売上債権の増加額  △746,494

12．たな卸資産の増加額  △211,449

13．その他流動資産の増
　　加額

 △19,971

14．仕入債務の増加額  438,149

15．未払消費税等の増加
　　額

 30,127

16．その他流動負債の増
　　加額

 189,262

17．役員賞与の支払額  △50,000

18．その他固定負債の増
　　加額

 200,291

小計  4,826,879

19．利息及び配当金の受
　　取額

 9,409

20．利息の支払額  △33,873

21．法人税等の支払額  △1,299,937

22．法人税等の還付額  74,107

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 3,576,585
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当連結会計年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19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．新規連結子会社の取
　　得による支出

※２ △1,026,087

２．投資有価証券の取得
　　による支出 

 △44,390

３．有形・無形固定資産
　　の取得による支出 

 △1,665,913

４．保険積立金の増加に
　　よる支出 

 △104,263

５．保険積立金の減少に
　　よる収入 

 33,460

６．その他  7,689

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △2,799,505

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

 △464,532

２．配当金の支払額  △354,200

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △818,732

Ⅳ　現金及び現金同等物に係
る換算差額

 155

Ⅴ　現金及び現金同等物の増
減額

 △41,496

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
首残高

 4,435,072

Ⅶ　現金及び現金同等物の期
末残高

 ※１ 4,393,575
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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
当連結会計年度

（自　平成18年２月１日
至　平成19年１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

　連結子会社の名称

　（株）山城精機製作所

　（株）山城精機製作所は、平成18年12

月27日の株式取得に伴い当連結会計年度

より連結子会社となりました。なお、み

なし取得日を当連結会計年度末としてい

るため、当連結会計年度においては貸借

対照表のみを連結しております。

（2）非連結子会社

該当事項はありません。

２．持分法の適用に関する事項 （1）持分法を適用している非連結子会社及

び関連会社

　該当事項はありません。

（2）持分法を適用していない非連結子会

社及び関連会社

　該当事項はありません。

３．連結子会社の事業年度等に

関する事項

　　 連結子会社である(株)山城精機製作所

の決算日は12月31日であります。

　連結財務諸表作成に当たっては、同決

算日現在の財務諸表を使用しております。

ただし、１月１日から連結決算日１月31

日までの期間に発生した重要な取引につ

いては、連結上必要な調整を行っており

ます。
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項目
当連結会計年度

（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

４．会計処理基準に関する事項  

(1）重要な資産の評価基準及

び評価方法

イ　有価証券

 （イ）売買目的有価証券

　時価法（売買原価は移動平均法によ

り算定）を採用しております。

 （ロ）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）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。

ロ　デリバティブ

    時価法

ハ　たな卸資産

（イ）製品

  　　主として移動平均法による原価法

（ロ）原材料

  　　主として移動平均法による原価法

（ハ）仕掛品

  　　主として個別法による原価法

（ニ）貯蔵品

  　　最終仕入原価法

－ 17 －



項目
当連結会計年度

（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

(2）重要な減価償却資産の減

価償却の方法

イ　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（建物付属設備を除

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　　　　　　　 17年～65年

　機械装置　　　　　 ６年～12年

　金型　　　　　　　　　　 ２年

ロ　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エアについ

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。

(3）重要な引当金の計上基準 イ　貸倒引当金

　債権の貸倒による損失に備えるため、

当社及び連結子会社は、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。

ロ　賞与引当金

　当社及び連結子会社は従業員の賞与の

支給に備えるため、支給見込額に基づき

当連結会計年度に見合う額を計上してお

ります。

ハ　退職給付引当金

　当社及び連結子会社は従業員の退職給

付に備えるため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務の見込額に基づき、当

連結会計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。

ニ　製品保証引当金

　製品のアフターサービスの支払に備え

るため、過去の実績に基づき計上してお

ります。

ホ　受注損失引当金

　受注契約に係る将来の損失に備えるた

め、当期末における受注契約に係る損失

見込額を計上しております。
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項目
当連結会計年度

（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

(4）重要なリース取引の処理

方法

 　 リース物件の所有者が借主に移転する

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。

(5）重要なヘッジ会計の方法 イ　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。

ロ　ヘッジ手段と対象

ヘッジ手段・・・金利スワップ

ヘッジ対象・・・借入金の利息

ハ　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。

ニ　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。

(6）その他連結財務諸表作成

のための重要な事項

イ　消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は税

抜方式によっており、控除対象外消費税

及び地方消費税は、当連結会計年度の費

用として処理しております。

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。

６．負ののれんの償却に関する

事項

　　負ののれんの償却については、５年間

の均等償却を行っております。 

７．連結キャッシュ・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。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

当連結会計年度
（平成19年１月31日現在）

※１　担保に供している資産 

建物及び構築物 1,437,401千円 

土地 1,983,302

計 3,420,704

上記に対応する担保付債務

１年以内返済予定長期借入金 474,736千円

長期借入金 1,766,080

　計 2,240,816

 　２　受取手形裏書譲渡高

156,086千円

　３　偶発債務 

 　　(1) 債務保証

  下記の関係会社取引先の金融機関に対する債務に

ついて債務保証を行っております。

保証先 金額

石元　忠義 19,290千円

前田化学工業㈱ 6,412

桑原　憲雄 6,103

その他８社 25,767

合計 57,573

　下記の関係会社取引先のリース会社とのリース契

約に対して債務保証を行っております。

保証先 金額

㈱シントワ 13,890千円

㈲エス・アイエム 2,920

清水工業㈱ 2,090

その他３社 4,173

合計 23,073

※４　減損会計

　減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれて

おります。
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（連結損益計算書関係）

当連結会計年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

※１．販売費及び一般管理費のうち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      145,504千円

運送費 236,411

役員報酬 147,948

給料 144,592

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

減価償却費 3,577

支払手数料 319,580

研究開発費 213,619

※２．一般管理費に含まれる研究開発費

213,619千円 

※３．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    25千円

その他

(工具器具備品・車両運搬具)
102

無形固定資産 108

計 235
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（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２月１日　至　平成19年１月31日）

１．発行済株式の種類及び総数なら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 5,060,000 － － 5,060,000

合計 5,060,000 － － 5,060,000

自己株式

普通株式 － － － －

合計 － － － －

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 

(1)配当金支払額

決議
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年４月26日

定時株主総会
普通株式 354,200 70 平成18年１月31日 平成18年４月27日

(2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年４月26日

定時株主総会
普通株式 455,400 利益剰余金 90 平成19年１月31日 平成19年４月27日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

 

当連結会計年度
 （自　平成18年２月１日
　至　平成19年１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 

（平成19年１月31日現在） 

現金及び預金勘定 4,717,151千円 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △323,575 

現金及び現金同等物 4,393,575

 ※２　株式の取得により新たに連結子会社となった会社の

　　　 資産及び負債の主な内訳

　株式の取得により新たに連結したことに伴う連結開

始時の資産及び負債の内訳ならびに株式の取得のため

の支出（純額）との関係は次のとおりであります。

 　　　(株)山城精機製作所（平成18年12月31日現在）

 流動資産 2,144,840千円 

 固定資産 2,047,401

 流動負債 △399,609

 固定負債 △1,072,005

 負ののれん △648,703

 少数株主持分 △803,673

(株)山城精機製作所株式

　　　　　　　　の取得価額 1,268,250

(株)山城精機製作所株式

　　　　　の現金及び同等物 △242,162

(株)山城精機製作所株式

　　　　　取得のための支出 △1,026,087
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①　リース取引

当連結会計年度
（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

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、

減損損失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）

 減損損
失累計額
相当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

機械装置 254,182 249,660 － 4,522

工具器具備品 77,353 40,898 18,253 18,202

ソフトウェア 227,081 115,119 － 111,962

車両運搬具 7,704 2,688 2,402 2,613

合計 566,322 408,366 20,655 137,300

(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、

　　 支払利子込み法にて算定しております。

２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 49,026千円

１年超 108,929

合計 157,955

 リース資産減損勘定の残高 20,655

 (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。

３．支払リース料及び減価償却費相当額

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。
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②　有価証券

１．売買目的有価証券

当連結会計年度（平成19年１月31日）

連結貸借対照表計上額
（千円）

当連結会計年度の損益に含ま
れた評価差額（千円）

307,627 36,496
 

　　２．その他有価証券で時価のあるもの

種類

当連結会計年度（平成19年１月31日）

取得原価

（千円）

連結貸借対照

表計上額

（千円）

差額

（千円）

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えるも

の

(1）株式 73,612 131,482 57,870

(2）債券    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 43,450 48,907 5,456

(3）その他 － － －

小計 117,063 180,389 63,326

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えない

もの

(1）株式 9,156 2,387 △6,769

(2）債券    

①　国債・地方債等 10,000 9,984 △16

②　社債 30,000 29,901 △99

③　その他 25,894 23,376 △2,517

(3）その他 － － －

小計 75,051 65,649 △9,402

合計 192,114 246,039 53,924

※　当連結会計年度において、その他有価証券で時価のない株式について74千円減損処理を行っております。なお、　

　当該株式の減損に当たっては、時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合は、時価の回復可能性がないものとし

　て、一律に減損処理を実施し、下落が30％以上50％未満の場合には、時価の回復可能性の判定を行い、減損処理の

　要否を決定しております。

 ３．当連結会計年度中に売却したその他有価証券

当連結会計年度
（自　平成18年２月１日　至　平成19年１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）

50,218 61 －
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 ４．時価評価されていない主な有価証券の内容

種類
当連結会計年度（平成19年１月31日）

連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

 非上場株式 12,235

非上場債券 9,942

 外貨建ＭＭＦ 20,547

 ５．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的債券の今後の償還予定額

種類

当連結会計年度（平成19年１月31日）

１年以内

（千円）

１年超５年

以内

（千円）

５年超10年

以内

（千円）

10年超

（千円）

１．債券     

(1）国債・地方債等 － 19,926 － －

(2）社債 － 29,901 － －

(3）その他 23,665 11,291 22,482 14,845

２．その他 － － － －

合計 23,665 61,119 22,482 14,845

※　平成18年１月期は、連結子会社がないため連結財務諸表は作成しておりません。 
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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

当連結会計年度
（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。 

(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

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　ヘッジ有効性の評価 

　リスクの管理方針に従って、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、連結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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当連結会計年度
（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。

２．取引の時価等に関する事項

当連結会計年度
（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。

※　平成18年１月期は、連結子会社がないため連結財務諸表は作成しておりません。 
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④　退職給付

１．採用している退職給付制度の概要

　当社及び連結子会社は確定給付型の制度として、退職一時金制度及び適格退職年金制度を設けております。

２．退職給付債務及びその内訳

 
当連結会計年度

（平成19年１月31日現在）

（1）退職給付債務（千円） △936,164

（2）年金資産（千円） 694,764

（3）未積立退職給付債務 (1)＋(2)（千円） △241,399

（4）未認識数理計算上の差異（千円） 3,549

（5）退職給付引当金(1)＋(2)（千円） △237,850

　（注）連結子会社は、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

 
当連結会計年度

（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

退職給付費用（千円） 53,723

（1）勤務費用（千円） 47,135

（2）利息費用（千円） 8,113

（3）期待運用収益（千円） △1,525

　（注）当連結会計年度は、当連結会計年度末である平成19年１月31日を連結子会社の支配獲得日とみなしており、貸借

　　　　対照表のみ連結しているため、退職給付費用については、当社のみの記載となっております。

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

当連結会計年度
（平成19年１月31日）

（1）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

（2）割引率（％） 2.0

（3）期待運用収益率（％） 0.75

（4）数理計算上の差異の処理年数（年） ５
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⑤　税効果会計

当連結会計年度
（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

繰延税金資産  

賞与引当金損金算入限度超過額    48,677千円

未払事業税否認 45,673

たな卸資産償却額否認 34,783

固定資産除却額否認 35,737

退職給付引当金超過額 89,584

役員退職慰労未払金 153,602

減損損失 151,161

繰越欠損金 127,387

その他 40,772

繰延税金資産計 727,376

評価性引当金 △424,733

繰延税金負債  

特別償却準備金 △28,428

固定資産圧縮積立金 △48,041

固定資産評価差額 △256,518

その他有価証券評価差額金 △21,963

繰延税金負債計 △354,951

繰延税金資産の純額 △52,308

　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。
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（事業の種類別セグメント情報）

当連結会計年度（自　平成18年２月１日　至　平成19年１月31日）

プラスチック成形
事業及び周辺事業

（千円）

成形機事業及び周
辺事業
（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 12,376,958 － 12,376,958 － 12,376,958

(1）外部顧客に対する売上高 12,376,958 － 12,376,958 － 12,376,958

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高
－ － － － －

計 12,376,958 － 12,376,958 － 12,376,958

営業費用 7,650,110 － 7,650,110 328,924 7,979,034

営業利益 4,726,848 － 4,726,848 △328,924 4,397,923

Ⅱ．資産　      

資産 12,373,157 4,037,978 16,411,135 2,933,468 19,344,603

減価償却費 686,140 － 686,140 1,675 687,815

資本的支出 1,992,506 － 1,992,506 1,450 1,993,956

　（注）１．事業の区分の方法

事業区分 主要な役務または製品

プラスチック成形事業及び周

辺事業

半導体関連製品、フルイドシステム製品、その他製品及び関

連製品の製造販売

成形機事業及び周辺事業 成形機、金型及び関連製品の製造販売 

２．当連結会計年度は、当連結会計年度末である平成19年１月31日を連結子会社の支配獲得日とみなしており、

貸借対照表のみ連結しております。

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、328,924千円であり、その主な

　　ものは、当社の管理本部等の管理部門に係る費用であります。

４．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、2,933,468千円であり、その主なものは、当

　　社での余資運用資金（定期預金及び長期性預金及び投資有価証券）及び管理部門に係る資産であります。

 

（所在地別セグメント情報）

　当連結会計年度（自　平成18年２月１日　至　平成19年１月31日）

　全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも

90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。
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（海外売上高）

当連結会計年度（自　平成18年２月１日　至　平成19年１月31日）

アジア地域 欧州地域  アメリカ地域 計

Ⅰ．海外売上高（千円）　 1,202,352 1,294,237 157,828 2,654,418

Ⅱ．連結売上高　 12,376,958

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の

割合（％）　
10.5 9.7 1.3 21.5

　（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。

 ２．各区分属する主な国または地域

(1)アジア地域………韓国、台湾、中国

(2)欧州地域…………ドイツ、フランス

(3)アメリカ地域……アメリカ

３．当連結会計年度は、当連結会計年度末である平成19年１月31日を連結子会社の支配獲得日とみなしており、

貸借対照表のみ連結しております。

４．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であり、当社の把握している

商社等を通じて行った輸出を含めております。

 

⑦　関連当事者との取引

当連結会計年度（自平成18年２月１日　至平成19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 27.84
－ －

当社の金

融機関の

借入に対

する債務

被保証

1,002,828

（注）２
－ －

（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。
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（１株当たり情報）

当連結会計年度
（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     2,021円74銭

１株当たり純利益額 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。

 

 

 
当連結会計年度

（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） 2,656,810

普通株主に帰属しない金額（千円） －

（うち利益処分による役員賞与金） (－)

普通株式に係る当期純利益（千円） 2,656,810

期中平均株式数（千株） 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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６．生産、受注及び販売の状況
 当連結会計年度は、貸借対照表のみが連結対象であるため、当社についての記載となっております。

(1) 生産実績

 　 最近２事業年度の生産実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門別

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）
 増減

 金額

 （千円）

構成比 

 （％）

 金額

 （千円）

構成比 

 （％）

 金額

 （千円）

増減率

 （％）

 半導体関連製品事業 7,869,649 89.4 11,344,482 92.1 3,474,833 44.2

 フルイドシステム製品事業 518,109 5.9 506,643 4.1 △11,466 △2.2

 その他事業 412,158 4.7 462,936 3.8 50,777 12.3

合計 8,799,917 100.0 12,314,062 100.0 3,514,144 39.9

　 (注) １．金額は販売価格によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 受注状況

　　最近２事業年度の受注状況を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門別

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）
 増減

 金額

 （千円）

構成比 

 （％）

 金額

 （千円）

構成比 

 （％）

 金額

 （千円）

増減率

 （％）

 半導体関連製品事業 7,989,429 88.9 12,178,657 93.1 4,189,227 52.4

 フルイドシステム製品事業 590,331 6.6 423,269 3.3 △167,062 △28.3

 その他事業 409,077 4.5 474,909 3.6 65,832 16.1

合計 8,988,838 100.0 13,076,836 100.0 4,087,998 45.5

   (注) １．金額は販売価格によっております。

 　　　 ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 (3) 販売実績 

     最近２事業年度の販売実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門別

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）
 増減

 金額

 （千円）

構成比 

 （％）

 金額

 （千円）

構成比 

 （％）

 金額

 （千円）

増減率

 （％）

 半導体関連製品事業 7,864,445 89.2 11,387,252 92.0 3,522,806 44.8

 フルイドシステム製品事業 524,660 5.9 525,198 4.2 537 0.1

 その他事業 431,311 4.9 464,508 3.8 33,196 7.7

合計 8,820,418 100.0 12,376,958 100.0 3,556,540 40.3

 　(注) １．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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 　　　　２．最近２事業年度の主要な輸出先及び輸出販売高は、次のとおりであります。

　　　　　　 なお、(　)内は販売実績に対する輸出高の割合であります。

 輸出先

  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）

 金額（千円）  割合（％）  金額（千円）  割合（％）

欧州地域 670,428 46.9 1,202,352 45.3

アジア地域 469,706 32.9 1,294,237 48.8

アメリカ地域 289,463 20.2 157,828 5.9

 合計
1,429,599

（16.2％）
100.0

2,654,418

（21.4％）
100.0

 　　　　(注) （　）内は総販売実績に対する輸出高の割合であります。

 

 　　　　３．最近２事業年度の主要な販売先及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。

 相手先

  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）

 金額（千円）  割合（％）  金額（千円）  割合（％）

株式会社ＳＵＭＣＯ 2,660,752 30.2 3,568,935 28.8

信越半導体株式会社 1,695,447 19.2 2,716,016 21.9

丸紅株式会社 1,060,752 12.0 1,607,567 13.0

 

－ 35 －


