
 

 
 

 

平成 18 年 12 月期   個別財務諸表の概要     平成 19 年 3 月 22 日 

 

上 場 会 社 名        株式会社大日光・エンジニアリング           上場取引所    ＪＡＳＤＡＱ 
コ ー ド 番 号         ６６３５                                        本社所在都道府県  栃木県 
（ＵＲＬ  http://www.dne.co.jp                       ） 
代  表  者 役職名 代表取締役社長    氏名 山口侑男 
問合せ先責任者 役職名 執行役員経営企画室長 氏名 為崎靖夫    ＴＥＬ (0288) 26－3930 
決算取締役会開催日 平成 19 年 3 月 20 日      配当支払開始予定日 平成 19 年 3 月 29 日  
定時株主総会開催日 平成 19 年 3 月 28 日       単元株制度採用の有無  有(１単元  100 株) 
 
１． 18 年 12 月期の業績(平成 18 年 1 月 1日～平成 18 年 12 月 31 日) 
(1)経営成績                                   （注）記載金額は百万円未満を切捨てしております。 

 売 上 高     営業利益 
 

経常利益 
 

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％
18 年 12 月期 
17年 12月期 

28,111( 41.1)
19,917(   －)

904( 35.1)
669(   －)

694( 32.8)
523(   －)

 
 

当期純利益 
１株当たり
当期純利益

潜在 株式 調整 後

１株当たり当期純利益

自 己 資 本

当期純利益率

総 資 産 

経常利益率 
売 上 高

経常利益率

 百万円   ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18 年 12 月期 
17年 12月期 

414(△2.1) 
423(   －) 

172.65
589.84

－
－

25.2
37.1

5.1 
4.0 

2.5
2.6

(注) ①期中平均株式数 18 年 12 月期   2,400,000 株      17 年 12 月期    701,000 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 
 
(2)財政状態                  （注）記載金額は百万円未満を切捨てしております。 

 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
18 年 12 月期 
17年 12月期 

14,686
12,579

1,822
1,470

12.4 
11.7 

759.52
1,826.02

(注) ①期末発行済株式数   18 年 12 月期  2,400,000 株  17 年 12 月期    800,000 株 
 ②期末自己株式数     18 年 12 月期            －株    17 年 12 月期      －株 
 

２．19 年 12 月期の業績予想(平成 19 年 1 月 1日～平成 19 年 12 月 31 日) 
 売 上 高     経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

中 間 期 
通   期 

11,741 
24,936 

345
577

206
343

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期)   円   銭 
  
３．配当状況 
・現金配当 1株当たり配当金（円） 

 第 1 四半期末 中間期末 第 3 四半期末 期末 その他 年間

配当金総額 

（百万円） 
配当性向

（％） 
純資産 

配当率(％)

17 年 12 月期 － － － 50 － 50 40 8.5 2.7
18 年 12 月期 － － － 16.67 － 16.67 40 9.7 2.2
19 年 12 月期（予想） － － － 16.67 － 16.67    
(注)18 年 12 月期期末配当金の内訳  記念配当  － 円 － 銭  特別配当   －  円  － 銭 
   その他の内訳 別紙参照 
 

 

 ※ 上記予想は、本資料の発表日現在において入手可能な資料に基づいて算定しており、今後の経済

状況等の変化により実際の業績は異なることがあります。 
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６. 貸借対照表 

  
前事業年度 

（平成17年12月31日） 
当事業年度 

（平成18年12月31日） 
対前年比 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

増減 
(千円) 

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金 ※2  2,180,837 2,025,130 △155,706 

２．受取手形 ※7  178,700 176,148 △2,551 

３ 売掛金 ※3  2,749,538 3,978,879 1,229,341 

４．有価証券   204,803 54,333 △150,470 

５．商品   7,120 12,444 5,323 

６ 製品   233 98,061 97,828 

７ 原材料   1,259,581 1,602,441 342,860 

８ 仕掛品   209,548 192,181 △17,366 

９ 貯蔵品   7,495 5,829 △1,665 

10 前払費用   24,914 36,044 11,130 

11 繰延税金資産   75,752 29,528 △46,223 

12．未収消費税等   338,630 565,963 227,333 

13．未収入金 ※3  17,102 18,386 1,283 

14．その他   1,767 583 △1,183 

貸倒引当金   △14 － 14 

流動資産合計   7,256,011 57.7 8,795,959 59.9 1,539,947 

Ⅱ 固定資産    

１. 有形固定資産    

(1) 建物 ※2 1,644,275 1,727,279  

減価償却累計額  1,065,610 578,664 1,112,155 615,124 36,460 

(2) 構築物  171,301 171,697  

減価償却累計額  156,972 14,329 157,963 13,734 △595 

(3) 機械及び装置 ※2 963,803 992,434  

減価償却累計額  666,654 297,149 715,006 277,428 △19,721 

(4) 車両運搬具  27,609 28,697  

減価償却累計額  24,338 3,271 24,993 3,704 432 

(5) 工具器具備品  391,261 392,748  

減価償却累計額  220,465 170,796 231,329 161,418 △9,377 

(6) 土地 ※2 136,336 141,936 5,600 

有形固定資産合計  
 

9.5 8.2 12,798 

   

1,200,547
 

1,213,345

 

 

 

－  － 
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前事業年度 

（平成17年12月31日） 
当事業年度 

（平成18年12月31日） 
対前年比 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

増減 
(千円) 

２. 無形固定資産    

(1) 借地権   33,700 33,700 － 

(2) その他   4,030 4,002 △28 

  無形固定資産合計   37,730 0.3 37,702 0.3 △28 

３．投資その他の資産    

(1) 投資有価証券   306,951 480,357 173,406 

(2) 関係会社株式   3,488,956 3,830,026 341,070 

(3) 出資金   140 140 － 

(4) 長期貸付金   17,049 － △17,049 

(5) 破産更生債権等   19,062 19,062 － 

   (6) 長期前払費用   14,556 16,493 1,937 

(7) 保険積立金   262,120 284,735 22,614 

(8) 繰延税金資産   － 14,692 14,692 

(9) その他  28,153 28,260 107 

貸倒引当金  
 

△51,711 △34,662 17,049 

投資その他の資産
合計 

 4,085,276 32.5 4,639,105 31.6 △553,828 

固定資産合計  5,323,555 42.3 5,890,153 40.1 566,598 

資産合計  

 

12,579,566 100.0 14,686,113 100.0 2,106,546 

    

 

 

－  － 
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前事業年度 

（平成17年12月31日） 
当事業年度 

（平成18年12月31日） 
対前年比 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

増減 
(千円) 

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．支払手形   2,038,095 2,937,576 899,480 

２．買掛金 ※3  2,027,631 2,701,544 673,913 

３．短期借入金 ※2  830,000 850,000 20,000 

４．一年内返済予定長
期借入金 

※2  2,012,658 1,700,460 △312,198 

５．一年内償還予定社
債 

  － 325,000 325,000 

６．未払金   106,204 152,006 45,801 

７．未払費用   8,340 4,295 △4,044 

８．未払法人税等   4,534 225,088 220,554 

９．預り金   13,957 18,209 4,252 

10．賞与引当金   22,200 25,800 3,600 

11．役員賞与引当金   － 9,580 9,580 

12．その他   606 266 △340 

流動負債合計   7,064,228 56.2 8,949,827 60.9 1,885,598 

Ⅱ 固定負債    

１．社債   800,000 875,000 75,000 

２．長期借入金 ※2  3,183,336 3,000,309 △183,027 

３．退職給付引当金  44,612 37,118 △7,494 

４．繰延税金負債  
 

15,713 － △15,713 

５．その他  1,000 1,000 － 

固定負債合計  4,044,662 32.1 3,913,427 26.7 △131,234 

負債合計  

 

88.3 87.6 1,754,363 

   

11,108,890 12,863,254

 

 

 

－  － 
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前事業年度 

（平成17年12月31日） 
当事業年度 

（平成18年12月31日） 
対前年比 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

増減 
(千円) 

（資本の部）    

Ⅰ 資本金 ※4  409,900 3.3 － － △409,900 

Ⅱ 資本剰余金    

１. 資本準備金  116,900 －  

  資本剰余金合計   116,900 0.9 － － △116,900 

Ⅲ 利益剰余金    

 １. 利益準備金  47,157 － △47,157 

２. 任意積立金    

  (1) 特別償却準備金  4,568 － △4,568 

(2) 別途積立金  440,000 － △440,000 

３. 当期未処分利益  429,330 － △429,330 

  利益剰余金合計   921,056 7.3 － － △921,056 

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

  22,819 0.2 － － △22,819 

資本合計   1,470,675 11.7 － － △1,470,675 

負債資本合計   12,579,566 100.0 － － △12,579,566 

    

 

－  － 
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前事業年度 

（平成17年12月31日） 
当事業年度 

（平成18年12月31日） 
対前年比 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

増減 
(千円) 

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金   － － 409,900 2.8 409,900 

  ２．資本剰余金    

(1)資本準備金  － 116,900  

  資本剰余金合計   － － 116,900 0.8 116,900 

３．利益剰余金    

(1)利益準備金  － 47,157  

(2)その他利益剰余金    

 特別償却準備金  － 2,860  

別途積立金  － 800,000  

繰越利益剰余金  － 435,536  

利益剰余金合計   － － 1,285,553 8.7  

株主資本合計   － － 1,812,353 12.3 1,812,353 

Ⅱ 評価・換算差額等    

１．その他有価証券 
評価差額金 

  － － 10,619 0.1 10,619 

２．繰延ヘッジ損益   － － △114 △0.0 △114 

評価・換算差額等 
合計 

  － － 10,504 0.1 10,504 

純資産合計   － － 1,822,858 12.4 1,822,858 

負債純資産合計   － － 14,686,113 100.0 14,686,113 

    

 

 

－  － 
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２【損益計算書】 

  
前事業年度 

（自 平成17年１月１日 
 至 平成17年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年１月１日 
 至 平成18年12月31日） 

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 売上高 ※1   

１．製品売上高  19,405,573 27,666,984  

２．商品売上高  334,140 309,371  

３．技術援助料  177,287 19,917,001 100.0 135,352 28,111,711 100.0 8,194,710 

Ⅱ 売上原価 ※1   

１．製品売上原価    

(1) 期首製品たな卸
高 

 5,099 233  

(2) 当期製品製造原
価 

 18,225,923 26,299,788  

小計  18,231,022 26,300,021  

(3) 期末製品たな卸
高 

 233 98,061  

製品売上原価   

２．商品売上原価  

18,230,789 
 
 

26,201,959

 

(1) 期首商品たな卸
高 

 6,855 7,120  

(2) 当期商品仕入高  294,647 140,056  

小計  301,503 147,177  

(3) 期末商品たな卸
高 

 7,120 12,444  

商品売上原価  294,382 18,525,172 93.0 134,732 26,336,692 93.7 7,811,520 

売上総利益   1,391,829 7.0 1,775,018 6.3 383,189 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※2  721,897 3.6 870,138 3.1 148,240 

営業利益   669,932 3.4 904,880 3.2 234,948 

Ⅳ 営業外収益    

 １．受取利息  14,386 9,681  

 ２．受取配当金  13,414 7,487  

３．有価証券売却益  22,736 －  

４．消耗品等売却益  15,655 8,795  

５．仕入割引  5,556 7,031  

 ６．受取賃貸料  5,919 5,466  

７．為替差益  44,790 19,997  

 ８．その他  16,994 0.7 19,087 0.3 △61,906 

   

139,453 77,547

 

 

－  － 
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前事業年度 

（自 平成17年１月１日 
 至 平成17年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年１月１日 
 至 平成18年12月31日） 

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) 

Ⅴ 営業外費用    

 １．支払利息  163,112 134,791  

 ２．社債利息  1,385 13,873  

３．有価証券評価損  1,208 －  

４．支払手数料  80,549 107,107  

５．新株発行費  1,028 －  

 ６．社債発行費  10,000 6,800  

７．売上債権売却損  26,663 19,547  

 ８．その他  2,044 285,993 1.5 5,310 287,430 1.0 1,437 

経常利益   523,392 2.6 694,998 2.5 171,605 

Ⅵ 特別利益    

１．投資有価証券売却
益 

 62,861 24,074  

２．固定資産売却益 ※3 － 20  

 ３．有価証券償還益  － 368  

 ４．保険解約益  20,000 82,861 0.4 － 24,463 0.0 △58,397 

Ⅶ 特別損失    

 １．固定資産除却損 ※4 3,317 1,655  

 ２．固定資産売却損 ※5 2,803 －  

３．投資有価証券評価
損 

 907 28,678  

４．投資有価証券売却
損 

 36,662 12,138  

５．有価証券償還損  11,342 －  

６．固定資産評価損 ※6 29,002 －  

７．たな卸資産廃棄損  77,815 18,739  

 ８．その他  499 162,353 0.8 － 61,211 0.2 △101,142 

税金等調整前当期
純利益 

  443,901 2.2 658,250 2.3 214,349 

法人税、住民税及
び事業税 

 610 219,789  

法人税等調整額  19,955 20,565 0.1 24,103 243,893 0.8 223,327 

当期純利益  2.1 414,357 1.5 △8,977 

前期繰越利益  

423,335

5,995 － △5,995 

当期未処分利益  

 

429,330 － 429,330 

    

 

 

－  － 
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【製造原価明細書】 

    前事業年度 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日）

当事業年度 

（自 平成18年１月１日   

 至 平成18年12月31日） 

 

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 

   

Ⅰ 材料費  14,302,103 79.0 21,636,087 82.3 7,333,984

Ⅱ 労務費  702,503 3.9 824,789 3.1 122,286

Ⅲ 外注加工費  2,603,208 14.4 3,256,253 12.4 653,045

Ⅳ 経費 ※１ 495,316 2.7 565,290 2.2 69,974

当期総製造費用  18,103,131 100.0 26,282,421 100.0 8,179,290

期首仕掛品たな卸高  332,340 209,548  △122,792

  18,435,471 26,491,970  8,056,499

期末仕掛品たな卸高  209,548 192,181  △17,367

当期製品製造原価  18,225,923 26,299,788  8,073,865

   

 
 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

（原価計算の方法）  

 当社の原価計算は､個別原価計算による実際原

価計算であります｡ 

 

※１ 経費の主な内訳 

   減価償却費        126,818 千円 

   修繕費           34,792 千円 

   消耗品費         162,053 千円 

   水道光熱費         50,231 千円 

   損害保険料         4,129 千円 

   リース料          33,777 千円 

 

 

（原価計算の方法） 

同左 

 

 

※１ 経費の主な内訳 

   減価償却費         118,341 千円

   修繕費            34,712 千円

   消耗品費          205,834 千円

   水道光熱費          56,281 千円

   損害保険料          2,251 千円

   リース料           53,013 千円
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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 

  
前事業年度 

株主総会承認日 
（平成18年３月27日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益   429,330 

Ⅱ 任意積立金取崩額    

１ 特別償却準備金取崩額  1,708 1,708 

合計   431,039 

Ⅲ 利益処分額    

１ 配当金  40,000  

２ 役員賞与金  9,860  

３ 任意積立金    

(1）別途積立金  360,000 409,860 

Ⅳ 次期繰越利益   21,179 
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株主資本等変動計算書 

当事業年度（自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本準備金 

資本剰余
金合計 

利益準備金
特別償却
準備金 

別途積立金
繰越利益
剰余金 

利益剰余
金合計 

株主資本
合計 

平成17年12月31日残高 
（千円） 

409,900 116,900 116,900 47,157 4,568 440,000 429,330 921,056 1,447,856

事業年度中の変動額     

剰余金の配当（注）   △40,000 △40,000 △40,000

役員賞与の支給 
（注） 

  △9,860 △9,860 △9,860

特別償却準備金の取
崩し（注） 

  △1,708 1,708  －

別途積立金の積立 
（注） 

  360,000 △360,000  －

当期純利益   414,357 414,357 414,357

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（千円） 

－ － － － △1,708 360,000 6,205 364,497 364,497

平成18年12月31日残高 
（千円） 

409,900 116,900 116,900 47,157 2,860 800,000 435,536 1,285,553 1,812,353

         

 

評価・換算差額等 

 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 

純資産合計

平成17年12月31日残高 
（千円） 

22,819 － 22,819 1,470,675

事業年度中の変動額   

剰余金の配当（注）   △40,000

役員賞与の支給 
（注） 

  △9,860

特別償却準備金の取
崩し（注） 

  －

別途積立金の積立 
（注） 

  －

当期純利益   414,357

株主資本以外の項目
の事業年度中の変動
額（純額） 

△12,200 △114 △12,315 △12,315

事業年度中の変動額合
計（千円） 

△12,200 △114 △12,315 352,182

平成18年12月31日残高 
（千円） 

10,619 △114 10,504 1,822,858

     

 （注） 平成18年３月の定時株主総会における利益処分項目です。 
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重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

子会社株式 

移動平均法による原価法 

子会社株式 

同左 

 その他有価証券 その他有価証券 

 (1）時価のあるもの (1）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）なお、株式信用取引の有価

証券については、売買目的有価証券

に準じて処理しております。 

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） 

 (2）時価のないもの (2）時価のないもの 

 移動平均法による原価法 同左 

２．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法 

デリバティブ 

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 

先入先出法による原価法 

(1）製品 

同左 

 (2）商品、原材料、仕掛品 (2）商品、原材料、仕掛品 

 総平均法による原価法 同左 

 (3）貯蔵品 (3）貯蔵品 

 終仕入原価法 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。 

(1）有形固定資産 

同左 

  ただし、平成10年４月１日以降に取

得した建物（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、主な耐用年数は次の通りであ

ります。 

 

 建物          ７～50年

機械及び装置      ２～10年

 

  なお、取得価額10万円以上20万円未

満の少額減価償却資産については、３

年間で均等償却する方法によっており

ます。 

 

 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

  定額法を採用しております。 

 なお、ソフトウエア（自社利用）に

ついては、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法を採用してお

ります。 

同左 

 

５．繰延資産の処理方法 

 

 

 

 

 

(1) 新株発行費 

支出時に全額費用として処理してお

ります。 

(2) 社債発行費 

支出時に全額費用として処理してお

ります。 

(1)    ────── 

 

 

(3) 社債発行費 

同左 

－  － 
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項目 
前事業年度 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

６．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (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検討し、回

収不能見込額を計上しております。 

同左 

 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 

  従業員に対する賞与の支給に備える

ため、支給見込額基準に基づき当事業

年度の負担額を計上しております。 

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

事業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。 

同左 

 (4）    ────── (4）役員賞与引当金 

   役員に対して支給する賞与の支出に

充てるため、当事業年度における支給

見込額基準に基づき、当事業年度の負

担額を計上しております。 

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 

８．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

  繰延ヘッジ処理によっております。

また、為替予約等が付されている外貨

建債権については、振当処理の要件を

満たしているものは振当処理を行って

おります。さらに、金利スワップにつ

いては、特例処理の要件を満たしてい

るものは特例処理を採用しておりま

す。 

 繰延ヘッジ処理によっております。

また、為替予約等が付されている外貨

建金銭債権については、振当処理の要

件を満たしているものは振当処理を

行っております。さらに、金利スワッ

プについては、特例処理の要件を満た

しているもの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）  （ヘッジ対象） 

為替予約     外貨建金銭債権

金利スワップ   借入金の利息 

同左 

 (3）ヘッジ方針 

 外貨建取引の為替相場の変動リスク

を回避する目的で為替予約取引を行

い、また、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、ヘッジ対象の認識は個別

契約ごとに行っております。 

(3)ヘッジ方針 

同左 

－  － 
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項目 
前事業年度 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

 (4）ヘッジの有効性の評価方法 (4）ヘッジの有効性の評価方法 

  為替予約の締結時に、社内管理規程

に従って外貨建による同一金額で同一

期日の為替予約を振当てているため、

その後の為替相場の変動による相関関

係は完全に確保されているため、決算

日における有効性の評価を省略してお

ります。 

 また、特例処理によっている金利ス

ワップについては、明らかに高い有効

性が認められるため、有効性の評価を

省略しております。 

同左 

９．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 

 

－  － 
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（会計方針の変更） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

────── （固定資産の減損に係る会計基準） 

  当事業年度より、固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年８月９日））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。これによる損益に与える影響はありません。 

 （役員賞与に関する会計基準） 

  当事業年度より、「役員賞与に関する会計基準」（企

業会計基準第４号 平成17年11月29日）を適用しており

ます。 

 これにより、営業利益、経常利益、税引前当期純利益

は9,580千円減少しております。 

 （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

  当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」（企業会計基準第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1,822,972千

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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注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成17年12月31日） 

当事業年度 
（平成18年12月31日） 

 
１ 受取手形割引高 827,911千円

  

 
１ 受取手形割引高 36,968千円

  
※２ 担保資産及び担保付債務 ※２ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりであります。 担保に供している資産は次のとおりであります。
 

預金 884,978千円

建物 456,266千円

機械及び装置 102,802千円

土地 136,336千円

合計 1,580,382千円
  

 
預金 785,072千円

建物 434,794千円

機械及び装置 62,605千円

土地 136,336千円

合計 1,418,808千円
  

担保付債務は次のとおりであります。 担保付債務は次のとおりであります。 
 

短期借入金 370,000千円

一年内返済予定長期借入金 1,774,224千円

長期借入金 2,885,801千円

合計 5,030,025千円
  

 
短期借入金 400,000千円

一年内返済予定長期借入金 1,504,164千円

長期借入金 2,722,287千円

合計 4,626,451千円
  

※３ 区分掲記されたもの以外の資産・負債に含まれる

関係会社残高 

※３ 区分掲記されたもの以外の資産・負債に含まれる

関係会社残高 
 

売掛金 1,721,947千円

未収入金 260千円

買掛金 29,623千円
  

 
売掛金 2,700,730千円

未収入金 6,000千円

買掛金 88,256千円
  

※４ 授権株式数及び発行済株式総数 ※４        ────── 
 

授権株式数 普通株式 5,600,000株

発行済株式総数 普通株式 800,000株
  

 
 

 
  

５ 偶発債務 ５ 偶発債務 

 次の関係会社等について、金融機関からの銀行債

務等に対し債務保証を行っております。 

 次の関係会社等について、金融機関からの銀行債

務等に対し債務保証を行っております。 
 

TROIS ENGINEERING PRETEC  
HONG KONG LTD. 

539,202千円

TORIS ELECTRONICS（WUXI） 
CO.,LTD. 

543,636千円

合計 1,082,838千円
  

 
TORIS ELECTRONICS (WUXI) 
CO., LTD. 

11,663千円

合計 11,663千円
  

 ６ 配当制限  ６        ────── 

 商法施行規則第124条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22,819千円

であります。 

 

 

－  － 

 

 

64



前事業年度 
（平成17年12月31日） 

当事業年度 
（平成18年12月31日） 

※７ 期末日満期手形 ※７ 期末日満期手形 

──────  期末日満期手形の会計処理については、手形交換

日をもって決済処理しております。なお、当期末日

が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手

形が期末残高に含まれております。 

 
 

受取手形 40,069千円
  

８ 当社は運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行５行と貸出コミットメント契約を締結しておりま

す。これらの契約に基づく当事業年度末の借入未実

行残高は次のとおりであります。 

８ 当社は運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行４行と貸出コミットメント契約を締結しておりま

す。これらの契約に基づく当事業年度末の借入未実

行残高は次のとおりであります。 
 

貸出コミットメントの総額 1,800,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 1,800,000千円
  

 
貸出コミットメントの総額 2,000,000千円

借入実行残高 200,000千円

差引額 1,800,000千円
  

 

－  － 
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（損益計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

※１ 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。 

※１ 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。 
 

関係会社への売上高 8,524,581千円

関係会社からの仕入高 109,655千円
  

 
関係会社への売上高 13,852,121千円

関係会社からの仕入高 229,259千円
  

※２ 販売費に属する費用のおおよその割合は33％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は67％で

あります。 

※２ 販売費に属する費用のおおよその割合は33％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は67％で

あります。 

販売費及び一般管理費の主なもの 販売費及び一般管理費の主なもの 
 

運搬費 235,161千円

役員報酬 133,380千円

従業員給与手当 151,451千円

支払手数料 37,884千円

賞与引当金繰入額 3,560千円

減価償却費 21,583千円
  

 
運搬費 345,318千円

役員報酬 114,300千円

従業員給与手当 179,053千円

支払手数料 42,593千円

賞与引当金繰入額 3,860千円

減価償却費 16,984千円

役員賞与引当金繰入額 9,580千円
  

※３        ────── ※３ 固定資産売却益の内訳は以下のとおりでありま

す。 

 
 

工具器具備品 20千円
  

※４ 固定資産除却損の内訳は以下のとおりでありま

す。 

※４ 固定資産除却損の内訳は以下のとおりでありま

す。 
 

機械及び装置 3,188千円

工具器具備品 129千円

計 3,317千円
  

 
機械及び装置 1,334千円

車両運搬具 101千円

工具器具備品 219千円

計 1,655千円
  

※５ 固定資産売却損の内訳は以下のとおりでありま

す。 

※５        ────── 

 
機械及び装置 2,803千円

  

 
 

  
※６ 固定資産評価損の内訳は以下のとおりでありま

す。 

※６        ────── 

 
工具器具備品 29,002千円

  

 
 

  
 

 

（株主資本等変動計算書関係） 

該当事項はありません。 

－  － 
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（リース取引関係） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

 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
当
（

計
（ （

得価額相
額 

減

千円）

価償却累
額相当額 

期
当

千円） 

末残高相
額 
千円）

機 1 8 9械及び装置 75,577 5,306 0,270

車 2 3 1両運搬具 0,280 80 9,899

合 1 8 1計 95,857 5,686 10,169

  

 

 
取
当
（

計
（ （

得価額相
額 

減

千円）

価償却累
額相当額 

期
当

千円） 

末残高相
額 
千円）

機 2 1 1械及び装置 89,926 04,689 85,237

車 1 1 3両運搬具 5,481 2,234 ,247

合 3 1 1計 05,407 16,923 88,484

  
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等 

未経過リース料期末残高相当額 
 

１年以内 33,496千円

１年超 78,594千円

合計 112,091千円
  

 
１年以内 42,692千円

１年超 145,883千円

合計 188,575千円
  

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 36,068千円

減価償却費相当額 33,763千円

支払利息相当額 2,243千円
  

 
支払リース料 53,870千円

減価償却費相当額 49,442千円

支払利息相当額 5,768千円
  

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 

 （減損損失について） 

  リース資産に配分された減損損失はありません。 

 

（有価証券関係） 

前事業年度（平成17年12月31日現在） 

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。 

 

当事業年度（平成18年12月31日現在） 

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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（税効果会計関係） 

前事業年度 
（平成17年12月31日） 

当事業年度 
（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

貸 1

賞 8

退 1

未 1

投 1

固 1

そ 2

繰 5

税 6

そ 2

繰 3

延税金資産 

倒引当金損金算入限度超過額 7,045千円

与引当金 ,977千円

職給付引当金 8,041千円

払事業税 ,587千円

資有価証券評価損否認 4,801千円

定資産評価損否認 16,106千円

の他有価証券評価差額金 17千円

越外国税額 2,840千円

務上の繰越欠損金 0,660千円

の他 6,001千円

延税金資産小計 16,279千円

評 △

繰 7

価性引当額 238,479千円

延税金資産合計 7,799千円
  

 
繰

貸 9

賞 1

退 1

未 1

投 2

固 1

繰 5

そ 2

繰 2

延税金資産 

倒引当金損金算入限度超過額 ,836千円

与引当金 0,433千円

職給付引当金 5,177千円

払事業税 5,774千円

資有価証券評価損否認 6,398千円

定資産評価損否認 15,362千円

越外国税額 2,840千円

の他 3,883千円

延税金資産小計 69,707千円

評 △

繰 5

価性引当額 216,570千円

延税金資産合計 3,137千円
  

 
繰

特 2

そ 1

繰 1

延税金負債 

別償却準備金 ,046千円

の他有価証券評価差額金 5,713千円

延税金負債合計 7,760千円

繰 6延税金資産の純額 0,039千円
  

 
繰

特 1

そ 7

繰 8

延税金負債 

別償却準備金 ,705千円

の他有価証券評価差額金 ,210千円

延税金負債合計 ,915千円

繰 4延税金資産の純額 4,221千円
  

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時の、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時の、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳 
 
法 4

（

交 0

住 0

評 △

所 △

そ △

税 4

定実効税率 0.4％

調整） 

際費等永久に損金に算入されない項目 .5％

民税均等割等 .1％

価性引当額の減少 35.4％

得税額控除 0.4％

の他 0.6％

効果会計適用後の法人税等の負担率 .6％
  

 
法 4

（

交 0

住 0

役 0

評 △

税 △

そ △

税 3

定実効税率 0.4％

調整） 

際費等永久に損金に算入されない項目 .4％

民税均等割等 .1％

員賞与引当金 .6％

価性引当額の減少 3.3％

額控除 0.9％

の他 0.2％

効果会計適用後の法人税等の負担率 7.1％
  

 

－  － 
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（１株当たり情報） 

項目 
前事業年度 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

１株当たり純資産額 1,826円02銭 759円52銭 

１株当たり当期純利益 589円84銭 172円65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。

同左 

  平成18年11月１日付で株式１株につ

き３株の株式分割を行っておりま

す。 

なお、当該株式分割が前期首に行わ

れたと仮定した場合の前事業年度に

おける１株当たり情報については、

以下のとおりとなります。 

  
  
１株当たり純資産額 608円67銭

１株当たり当期純利益 196円61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。

 （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。 

項目 
前事業年度 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

当期純利益（千円） 423,335 414,357 

普通株主に帰属しない金額（千円） 9,860 － 

（うち利益処分による役員賞与金） （9,860） （－）

普通株式に係る当期純利益（千円） 413,475 414,357 

期中平均株式数（株） 701,000 2,400,000 

 

－  － 
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（重要な後発事象） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

１.新株式の発行について 

平成19年２月16日及び平成19年３月２日開催の取締役

会において、下記のとおり新株式の発行を決議し、平成

19年３月21日に払込が完了いたしました。 

 この結果、資本金は856,300千円、資本準備金は 

563,300千円、発行済株式総数は2,700,000株となってお

ります。 

 平成18年10月６日開催の当社取締役会の決議に基づき

次のように株式分割による新株式を発行いたしました。

１．平成18年11月１日付をもって普通株式１株につき３

株に分割します。 

(1) 分割により増加する株式数 

普通株式   1,600,000株 

(2）分割方法 

平成18年10月31日最終の株主名簿に記載された株

主の所有株式数を、１株につき３株に分割いたし

ます。 

 当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前

事業年度における１株当たり情報及び当期首に行われた

と仮定した場合の当事業年度における１株当たり情報

は、それぞれ以下のとおりとなります。 
 

前 当事業年度 事業年度 

１ １株当たり純資産額 株当たり純資産額 

4 648円66銭 08円67銭

１ １株当たり当期純利益 株当たり当期純利益 

94 1円08銭 96円61銭

な

株

い

し

ま

な

株

い

し

ま

お、潜在株式調整後１

当たり当期純利益につ

ては、潜在株式が存在

ないため記載しており

せん。 

お、潜在株式調整後１

当たり当期純利益につ

ては、潜在株式が存在

ないため記載しており

せん。 

 

 

 

 

 
① 募集方法 ：一般募集 

(ブックビルディング方式

による募集) 

② 発行する株式の種類及

び数 

：普通株式   300,000株 

③ 発行価格 ：１株につき    3,200円 

一般募集はこの価格にて行いました。 

④ 引受価額 ：１株につき   2,976円 

この価額は当社が引受人より１株当たりの新株式払

込金として受取った金額であります。 

なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受

人の手取金となります。 

⑤ 払込金額 ：１株につき   2,550円 

この金額は会社法上の払込金額であり、平成19年 

３月２日開催の取締役会において決定された金額で

あります。 

⑥ 資本組入額 ：１株につき   1,488円 

⑦ 発行価格の総額 ：      960,000千円 

⑧ 資本組入額の総額 ：      446,400千円 

⑨ 払込金額の総額 ：      765,000千円 

⑩ 払込期日 ：平成19年３月21日 

⑪ 資金の使途 ：子会社TROIS ELECTRONICS 

(WUXI) CO.,LTDへの投融資に

充当し、当該子会社は、電子

部品実装部門の事業拡大に対

応するための工場増設と機械

装置購入の設備投資に充当す

る予定です。 

 
 

  

 

－  － 
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前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

 
 
 ２.社債の発行について 

(1) 当社は、平成18年12月25日開催の取締役会におい

て、以下の無担保社債(株式会社三井住友銀行保証付

及び適格機関投資家限定)の発行を決議し、平成19年

１月11日に払込を完了いたしました。 

 株式会社大日光・エンジニアリング第６回無担保社債

 1.発行額     ３億円 

 2.発行価額    額面100円につき100円 

 3.償還金額    額面100円につき100円 

 4.払込期日    平成19年１月11日 

 5.償還方法    半年毎50百万円の定時償還 

 6.利率      1.27% 

  7.資金使途    運転資金 

 8.物上担保の有無 無 

 

(2) 当社は、平成19年３月12日開催の取締役会におい

て、以下の無担保社債(株式会社みずほ銀行保証付及

び適格機関投資家限定)の発行を決議し、平成19年３

月20日に払込を完了いたしました。 

 株式会社大日光・エンジニアリング第７回無担保社債

 1.発行額     ３億円 

 2.発行価額    額面100円につき100円 

 3.償還金額    額面100円につき100円 

 4.払込期日    平成19年３月20日 

 5.償還方法    半年毎30百万円の定時償還 

 6.利率      1.35% 

  7.資金使途    運転資金 

 8.物上担保の有無 無 

 

 

 

 

－  － 

 

 

71



７. 役員の異動 

(1) 代表者の異動 

該当事項はありません。 

 

(2) その他の役員の異動 

新任取締役候補 

 取締役 松田正喜 (現 TROIS ELECTRONICS (WUXI) CO.,LTD.総経理) 

  取締役 為崎靖夫 (現執行役員経営企画室長) 

  取締役 中原紘二郎  

 

(3) 就任予定日  

平成 19 年 3月 28 日 

 －72－
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