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１．平成19年２月期の業績（平成18年３月１日～平成19年２月28日）

(1）経営成績 （単位：百万円未満切捨）

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年２月期 8,214 (△5.8) 439 (△27.7) 481 (△32.6)

18年２月期 8,717 (3.8) 607 (18.5) 714 (25.4)

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２月期 295 (△25.1) 68 40 － － 4.2 5.0 5.9

18年２月期 395 (24.0) 84 42 － － 5.8 7.4 8.2

（注）①期中平均株式数（連結） 19年２月期 4,325,589株 18年２月期 4,366,950株

期中平均株式数は自己株式数を控除しております。

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

(2）財政状態 （単位：百万円未満切捨）

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２月期 9,519 7,102 74.6 1,647 28

18年２月期 9,801 6,990 71.3 1,594 76

（注）１．期末発行済株式数 19年２月期 4,311,650株 18年２月期 4,366,950株

２．期末自己株式数 19年２月期 288,350株 18年２月期 233,050株

２．平成20年２月期の業績予想（平成19年３月１日～平成20年２月29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 3,600 100 60

通期 9,200 700 400

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　92円77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２月期 － 20.00 20.00 87 23.7 1.3

19年２月期 － 20.00 20.00 86 29.2 1.2

20年２月期（予想） － 20.00 20.00    

（注）18年２月期期末配当金の内訳　普通配当10円　記念配当10円

      19年２月期期末配当金の内訳　普通配当10円　特別配当10円

 

※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ております。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可能性があります。
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６．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

前事業年度
（平成18年２月28日）

当事業年度
（平成19年２月28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 1,024,663 888,106  

２．受取手形 739,254 554,525  

３．売掛金 ※２ 1,726,400 2,092,483  

４．商品 68,045 71,326  

５．製品 71,200 70,603  

６．原材料 97,983 83,081  

７．仕掛品 356,999 222,703  

８．前渡金 ※２ 97,927 68,232  

９．前払費用 42,703 57,956  

10．繰延税金資産 76,344 58,966  

11．関係会社短期貸付金 40,694 74,617  

12．その他 ※２ 50,854 15,474  

貸倒引当金 △6,634 △6,002  

流動資産合計 4,386,437 44.8 4,252,075 44.7 △134,362

Ⅱ．固定資産  

１．有形固定資産  

(1）建物 ※１ 1,533,075 1,495,930  

減価償却累計額 627,440 905,634 671,266 824,664  

(2）構築物 102,508 100,243  

減価償却累計額 82,856 19,652 83,597 16,646  

(3）機械装置 78,266 85,216  

減価償却累計額 49,344 28,922 58,736 26,479  

(4）車両運搬具 14,916 11,529  

減価償却累計額 11,805 3,110 8,627 2,901  

(5）工具器具備品 160,176 165,057  

減価償却累計額 141,296 18,880 137,165 27,892  

(6）土地 ※１ 1,308,681 1,243,662  

(7）建設仮勘定 11,344 64,388  

有形固定資産合計 2,296,226 23.4 2,206,636 23.2 △89,590
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前事業年度
（平成18年２月28日）

当事業年度
（平成19年２月28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）ソフトウェア 4,930 148,745  

（2）ソフトウェア仮勘定 48,903 －  

(3）電話加入権 3,106 3,106  

無形固定資産合計 56,940 0.6 151,851 1.6 94,910

３．投資その他の資産  

(1）投資有価証券 318,992 296,424  

(2）関係会社株式 1,933,257 1,945,050  

(3）従業員長期貸付金 10,858 8,118  

(4）関係会社長期貸付金 121,502 11,844  

(5）長期前払費用 420 210  

(6）繰延税金資産 181,014 168,335  

(7）事業保険積立金 385,475 368,268  

(8）差入保証金 94,113 93,893  

(9）破産債権、更生債権
その他これらに準ず
る債権

14,728 11,608  

(10）その他 66,595 54,363  

貸倒引当金 △65,092 △49,422  

投資その他の資産合計 3,061,864 31.2 2,908,694 30.5 △153,169

固定資産合計 5,415,031 55.2 5,267,182 55.3 △147,849

資産合計 9,801,469 100.0 9,519,258 100.0 △282,211
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前事業年度
（平成18年２月28日）

当事業年度
（平成19年２月28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 502,275 474,843  

２．買掛金 ※２ 830,739 962,592  

　 ３．短期借入金 ※６ 197,659 －  

４．１年内返済予定の長期
借入金

※１ － 100,000  

５．未払金 ※２ 133,176 84,699  

６．未払費用 45,970 44,499  

７．未払法人税等 177,000 31,300  

８．未払消費税等 9,675 19,388  

９．前受金 ※２ 272,899 131,782  

10．預り金 10,721 14,984  

11．賞与引当金 126,265 118,934  

 12. 役員賞与引当金 － 18,000  

流動負債合計 2,306,383 23.5 2,001,026 21.0 △305,357

Ⅱ．固定負債  

１．長期借入金 100,000 －  

２．退職給付引当金 96,417 109,703  

３．役員退職慰労引当金 300,783 299,113  

４．預り保証金 7,240 6,940  

固定負債合計 504,440 5.2 415,757 4.4 △88,683

負債合計 2,810,824 28.7 2,416,783 25.4 △394,041

 

（資本の部）  

Ⅰ．資本金 ※３ 1,035,600 10.5 －   

Ⅱ．資本剰余金  

１．資本準備金 1,282,890 －  

資本剰余金合計 1,282,890 13.1 －   
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前事業年度
（平成18年２月28日）

当事業年度
（平成19年２月28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）

Ⅲ．利益剰余金  

１．利益準備金 162,500 －  

２．任意積立金  

(1）研究開発積立金 330,000 －  

(2）別途積立金 3,800,000 －  

３．当期未処分利益 488,115 －  

利益剰余金合計 4,780,615 48.8 － －  

Ⅳ．その他有価証券評価差額
金

19,313 0.2 － －  

Ⅴ．自己株式 ※４ △127,774 △1.3 － －  

資本合計 6,990,644 71.3 － －  

負債資本合計 9,801,469 100.0 － －  
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前事業年度
（平成18年２月28日）

当事業年度
（平成19年２月28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 ※３  － －  1,035,600 10.9  

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  －   1,282,890    

資本剰余金合計   － －  1,282,890 13.5  

３．利益剰余金         

(1）利益準備金  －   162,500    

(2）その他利益剰余金         

研究開発積立金  －   330,000    

別途積立金  －   4,070,000    

繰越利益剰余金  －   400,268    

利益剰余金合計   － －  4,962,768 52.1  

４．自己株式 ※４  － －  △200,826 △2.1  

株主資本合計   － －  7,080,432 74.4  

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  － －  22,042 0.2  

評価・換算差額等合計   － －  22,042 0.2  

純資産合計   － －  7,102,474 74.6  

負債純資産合計   － －  9,519,258 100.0  
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(2）損益計算書

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28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  

１．商品売上高 3,074,799 3,133,327  

２．製品売上高 5,642,980 8,717,780 100.0 5,081,024 8,214,352 100.0 △503,427

Ⅱ．売上原価  

１．商品売上原価  

(1）商品期首棚卸高 37,781 68,045  

(2）当期商品仕入高 2,099,418 2,081,652  

(3)他勘定受入高 ※９ 41,166 114,670  

合計 2,178,365 2,264,368  

(4)他勘定振替高 ※10 13,941 6,498  

(5)商品期末棚卸高 68,045 71,326  

商品売上原価 2,096,379 2,186,543  

２．製品売上原価  

(1）製品期首棚卸高 65,363 71,200  

(2）当期製品製造原価 3,995,202 3,553,716  

合計 4,060,565 3,624,917  

(3)他勘定振替高 ※11 2,598 1,795  

(4)製品期末棚卸高 71,200 70,603  

製品売上原価 3,986,766 6,083,145 69.8 3,552,518 5,739,062 69.9 △344,082

売上総利益 2,634,634 30.2 2,475,289 30.1 △159,345

Ⅲ．販売費及び一般管理費
※１
※２

2,026,740 23.2 2,035,969 24.8 9,229

営業利益 607,894 7.0 439,319 5.3 △168,574

Ⅳ．営業外収益  

１．受取利息 ※３ 4,118 5,099  

２．受取配当金 3,381 3,865  

３．技術料収入 ※３ 53,659 51,702  

４．受取賃貸料 12,289 9,633  

５．投資事業組合持分利益 ※４ 41,420 －  

６．為替差益 18,480 －  

７．雑収入 ※３ 14,026 147,377 1.7 7,090 77,392 0.9 △69,984
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前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28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）

Ⅴ．営業外費用  

１．支払利息 11,260 9,734  

２．賃貸資産減価償却費 3,234 2,382  

３．支払手数料 14,286 7,003  

４．投資事業組合持分損失 ※４ － 4,574  

５．雑損失 11,784 40,566 0.5 11,060 34,755 0.4 △5,810

経常利益 714,705 8.2 481,957 5.9 △232,748

Ⅵ．特別利益  

１．貸倒引当金戻入益 15,067 15,475  

２．投資有価証券売却益 2,175 17,242 0.2 14,034 29,509 0.3 12,267

Ⅶ．特別損失  

１．前期損益修正損 ※５ － 4,945  

２．固定資産売却損 ※６ 1,481 18,801  

３．固定資産除却損 ※７ 1,210 667  

４．減損損失 ※８ 24,379 27,071 0.3 － 24,414 0.3 △2,656

税引前当期純利益 704,876 8.1 487,052 5.9 △217,823

法人税、住民税及び事
業税

287,134 162,977  

法人税等調整額 22,698 309,832 3.6 28,183 191,160 2.3 △118,672

当期純利益 395,043 4.5 295,891 3.6 △99,151

前期繰越利益 93,072 － －

当期未処分利益 488,115 － －
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製造原価明細書

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28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 488,308 12.7 486,292 14.2  

Ⅱ．外注費 2,909,445 75.7 2,456,547 71.8  

Ⅲ．労務費 ※２ 237,839 6.2 232,574 6.8  

Ⅳ．経費 ※３ 209,372 5.4 244,428 7.2  

当期総製造費用 3,844,966 100.0 3,419,842 100.0  

期首仕掛品棚卸高 507,515 356,999  

合計 4,352,481 3,776,842  

期末仕掛品棚卸高 356,999 222,703  

他勘定振替高 ※４ 279 422  

当期製品製造原価 3,995,202 3,553,716  

 

　（脚注）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

１．原価計算の方法

機械部門　　…個別原価計算を採用しております。

１．原価計算の方法

同左

化成品部門

外注生産品…個別原価計算を採用しております。

自社生産品…工程別総合原価計算を採用してお

ります。

※２．労務費のうち、引当金繰入額は次のとおりでありま

す。

※２．労務費のうち、引当金繰入額は次のとおりでありま

す。

賞与引当金繰入額 24,882千円 賞与引当金繰入額   25,230千円

※３．経費の主な内訳は次のとおりであります。 ※３．経費の主な内訳は次のとおりであります。

旅費交通費 34,554千円

減価償却費 26,562千円

賃借料 18,084千円

事務委託費 19,559千円

消耗品費 10,383千円

水道光熱費 29,320千円

旅費交通費       34,174千円

減価償却費       42,821千円

賃借料       12,438千円

事務委託費       14,360千円

消耗品費       10,356千円

水道光熱費       32,058千円

※４．他勘定振替高は主として研究開発費によるものであ

ります。

※４．他勘定振替高は主として未収入金に振替えたもので

あります。
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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５月25日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ．当期未処分利益 488,115

Ⅱ．利益処分額

１．配当金 87,339

２．役員賞与金 26,400

（うち監査役賞与金） (1,400)

３．任意積立金

別途積立金 270,000 383,739

Ⅲ．次期繰越利益 104,376
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株主資本等変動計算書

当事業年度（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28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 利益準備金

その他利益剰余金
 

研究開発積
立金

別途積立金
繰越利益剰
余金

平成18年２月28日　残高
（千円）

1,035,600 1,282,890 162,500 330,000 3,800,000 488,115 △127,774 6,971,330

事業年度中の変動額

剰余金の配当      △87,339  △87,339

役員賞与の支給      △26,400  △26,400

当期純利益      295,891  295,891

自己株式の取得       △73,051 △73,051

別途積立金の積立     270,000 △270,000  －

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）

－ － － － 270,000 △87,847 △73,051 109,101

平成19年２月28日　残高
（千円）

1,035,600 1,282,890 162,500 330,000 4,070,000 400,268 △200,826 7,080,432

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２月28日　残高
（千円）

19,313 19,313 6,990,644

事業年度中の変動額

剰余金の配当   △87,339

役員賞与の支給    △26,400

当期純利益   295,891

自己株式の取得   △73,051

別途積立金の積立   －

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

2,728 2,728 2,728

事業年度中の変動額合計
（千円）

2,728 2,728 111,829

平成19年２月28日　残高
（千円）

22,042 22,042 7,102,474
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28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を採用してお

ります。

(1）子会社株式及び関連会社株式

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

（評価差額は全部直入資本直入法に

より処理し、売却原価は移動平均法

により算定）を採用しております。

(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。

時価のないもの

同左

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1）商品及び原材料

　総平均法による原価法を採用しており

ます。

(1）商品及び原材料

同左

(2）製品及び仕掛品

機械部門　　個別法による原価法を採

用しております。

(2）製品及び仕掛品

同左

化成品部門　総平均法による原価法を

採用しております。

３．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法によっております。

　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、定額法によっております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

建物　　　　　　　　　３年～47年

機械装置　　　　　　　４年～９年

(1）有形固定資産

同左

(2）無形固定資産

　定額法によっております。

　なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法を採用しております。

(2）無形固定資産

同左

(3）長期前払費用

期間均等償却

(3）長期前払費用

同左

４．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、期末日の直物等

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。

同左
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項目
前事業年度

（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

５．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

給見込額基準に基づき計上しております。

(2）賞与引当金

同左

(3）          ─────

 

(3) 役員賞与引当金

     役員の賞与の支給に備えるため、支給

見込額を計上しております。 

(4）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。

　数理計算上の差異は、各事業年度の発

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事

業年度から費用処理することとしており

ます。

(4）退職給付引当金

同左

(5）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金支出に備えるため、

内規に基づく期末要支給額を計上してお

ります。

(5）役員退職慰労引当金

同左

６．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

７．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
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会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

 ──────  （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。

この結果、従来の方法に比べ、営業利益、経常利益、税引

前当期純利益は、それぞれ18,000千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。

これまでの資本の部の合計に相当する額は7,102,474千円

であります。　

　なお、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、財務諸表等規則の改正に伴ない、改正後の財務諸

表等規則により作成しております。

 （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（「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）が平成16年３月31日に終了する事業年度に係る財務

諸表から適用できることとなったことに伴い、当事業年度

から同会計基準及び同適用指針を適用しております。これ

により税引前当期純利益は24,379千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。

────── 

 

－ 14 －



注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成18年２月28日）

当事業年度
（平成19年２月28日）

※１．担保に供している資産及びこれに対応する債務は次

のとおりであります。

※１．担保に供している資産及びこれに対応する債務は次

のとおりであります。

(イ)担保に供している資産 (イ)担保に供している資産

建物 479,578千円

土地 1,034,390千円

計 1,513,969千円

建物      728,616千円

土地    1,007,531千円

計    1,736,148千円

(ロ)上記に対応する債務 (ロ)上記に対応する債務

上記の担保に供している資産に対応する債務はあり

ません

上記の担保に供している資産に対応する債務はあり

ません

※２．関係会社項目

関係会社に対する資産及び負債は区分掲記されたも

ののほか次のものがあります。

※２．関係会社項目

関係会社に対する資産及び負債は区分掲記されたも

ののほか次のものがあります。

流動資産

売掛金 3,980千円

前渡金 78,927千円

その他 20,277千円

流動負債

買掛金 121,754千円

未払金 1,675千円

前受金 692千円

流動資産

売掛金      7,596千円

その他       2,378千円

       

流動負債

買掛金        146,196千円

未払金      2,231千円

  

※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 15,000,000株

　ただし、株式の償却がおこなわれた場合には、

これに相当する株式数を減ずる旨定款で定めてお

ります。

発行済株式総数 普通株式 4,600,000株

授権株式数 普通株式 15,000,000株

　 　

発行済株式総数  普通株式 4,600,000株

※４．自己株式

当社が保有する自己株式数は、普通株式233,050株

であります。

※４．自己株式

当社が保有する自己株式数は、普通株288,350株で

あります。

５．偶発債務

関係会社の買入債務に対し次のとおり債務保証を

行っております。

５．偶発債務

関係会社の買入債務に対し次のとおり債務保証を

行っております。

フロイント化成㈱ 11,150千円 フロイント化成㈱       12,696千円

※６．貸出コミットメント

当社は、機動的かつ効率的な資金調達手段を確保す

るとともに財務体質の強化を図るべく、取引銀行４

行と引出し通貨として米ドルも可能なコミットメン

ト契約を締結しております。

この契約に基づくコミットメントの総額は20億円で

あり、当事業年度末の未実行残高は18億２百万円で

あります。

※６．貸出コミットメント

当社は、機動的かつ効率的な資金調達手段を確保す

るとともに財務体質の強化を図るべく、取引銀行４

行と引出し通貨として米ドルも可能なコミットメン

ト契約を締結しております。

この契約に基づくコミットメントの総額は20億円で

あり、当事業年度末の未実行残高は20億円でありま

す。
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前事業年度
（平成18年２月28日）

当事業年度
（平成19年２月28日）

７．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19,313千円

であります。

７．               ─────
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

※１．販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次の

とおりであります。

※１．販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次の

とおりであります。

役員報酬 110,445千円

給与手当 483,821千円

賞与 93,345千円

賞与引当金繰入額 101,362千円

退職給付費用 66,723千円

役員退職慰労引当金繰入額 20,340千円

福利厚生費 112,920千円

減価償却費 39,418千円

賃借料 201,992千円

事務委託費 120,897千円

旅費交通費 91,567千円

研究開発費 213,997千円

役員報酬       97,668千円

給与手当      501,382千円

賞与       84,959千円

賞与引当金繰入額       80,169千円

退職給付費用       69,184千円

役員退職慰労引当金繰入額       18,000千円

福利厚生費      110,735千円

減価償却費       53,947千円

賃借料      224,918千円

事務委託費      115,234千円

旅費交通費       93,134千円

研究開発費      207,172千円

販売費に属する費用と一般管理費に属する費用の割

合は概ね次のとおりであります。

販売費に属する費用と一般管理費に属する費用の割

合は概ね次のとおりであります。

販売費に属する費用 約28％

一般管理費に属する費用 約72％

販売費に属する費用 約28％

一般管理費に属する費用 約72％

※２．研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開発費の総額は213,997

千円であります。

※２．研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開発費の総額は207,172

千円であります。

※３．関係会社に係る注記

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。

※３．関係会社に係る注記

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。

受取利息 3,594千円

技術料収入 29,570千円

雑収入 1,100千円

受取利息     4,316千円

技術料収入       23,807千円

      

※４．投資事業組合に対する出資から生じた持分相当損益

であります。

※４．投資事業組合に対する出資から生じた持分相当損益

であります。

※５.　　　　　　　────── ※５．前期損益修正損 

前期損益修正損の4,945千円は過年度の費用処理の

誤りを修正したものであります。

※６．固定資産売却損の内訳

　　固定資産売却損1,481千円は電話加入権の売却によ

るものであります。

※６．固定資産売却損の内訳

土地      15,548千円

その他 3,252千円

　計 18,801千円

※７．固定資産除却損の内訳 ※７．固定資産除却損の内訳

構築物 267千円

車両運搬具 14千円

工具器具備品 839千円

電話加入権 　　　　　88千円

計 1,210千円

車両運搬具    246千円

工具器具備品   421千円

計    667千円
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前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

※８．減損損失

　　　　当事業年度において、当社は以下の資産について

減損損失を計上しました。

※８.　　　　　　　──────

　　　　

場所 用途 種類 その他

静岡県
浜松市

賃貸用不
動産

土地及び建
物等

－

　　　　当社は、製品カテゴリーを資産グループの基礎と

し、独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単

位でグルーピングを行っております。

　　　　上記資産につきましては、地価の下落により帳簿

価額の回収が不可能と見込まれるため、使用価値に

より算定された回収可能価額まで減じ、その減少額

を特別損失に計上しております。

　　　　内訳は下記のとおりであります。なお、使用価値

の算出に当たって、将来キャッシュ・フローを4.0%

で割り引いております。

　　　　

　　　　

　　　

土地 21,831千円

建物 2,540千円

工具器具備品 　　　　　６千円

計 24,379千円

※９．他勘定受入高は、原材料からの受入であります。 ※９　　　　　　　　 同左

※10．他勘定振替高は、主として原材料及び広告宣伝費に

振り替えたものであります。

※10．　　　　　　　 同左

※11．他勘定振替高は、主として広告宣伝費に振り替えた

ものであります。

※11．　　　　　　　 同左

（株主資本等変動計算書関係）

当事業年度（自平成18年３月１日　至平成19年２月28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 233,050 55,300 － 288,350

合計 233,050 55,300 － 288,350
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①　リース取引

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28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）

機械装置 524,681 160,235 364,445

工具器具備品 24,851 19,816 5,034

車両運搬具 6,776 338 6,437

合計 556,308 180,391 375,917

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 466,184 183,490 282,694

工具器具備品 8,051 6,306 1,744

車両運搬具 6,776 1,693 5,082

合計 481,012 191,491 289,520

(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 95,227千円

１年超 296,539千円

合計 391,767千円

１年内       75,659千円

１年超        229,967千円

合計        305,626千円

(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 79,681千円

減価償却費相当額 76,059千円

支払利息相当額 7,036千円

支払リース料       102,782千円

減価償却費相当額       96,669千円

支払利息相当額      6,476千円

(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

(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。

(5)利息相当額の算定方法

同左

２．オペレーティング・リース料

未経過リース料

２．オペレーティング・リース料

未経過リース料

１年内 9,135千円

１年超 9,161千円

合計 18,296千円

１年内      6,774千円

１年超      2,386千円

合計       9,161千円

　　（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。

　　（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。
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②　有価証券

　前事業年度（平成18年２月28日現在）及び当事業年度（平成19年２月28日現在）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

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28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

役員退職慰労引当金 122,418千円

賞与引当金 51,390千円

退職給付引当金 39,241千円

貸倒引当金 20,638千円

未払事業税 14,652千円

その他 22,273千円

繰延税金資産合計 270,614千円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 13,255千円

繰延税金資産の純額 257,358千円

繰延税金資産

役員退職慰労引当金  121,739千円

賞与引当金   48,406千円

退職給付引当金   44,649千円

ゴルフ会員権強制評価減   17,804千円

貸倒引当金   14,645千円

減損損失 

その他

   9,868千円

16,398千円

繰延税金資産小計 

評価性引当額 

273,512千円

△31,082千円

繰延税金資産合計  242,430千円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △15,128千円

繰延税金資産の純額  227,302千円

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

法定実効税率 40.7％

　（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.1％

ゴルフ会員権等に係る評価性引当額計上 3.7％

住民税均等割 0.8％

研究開発費等による法人税特別控除 △1.5％

その他 △0.9％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.9％

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摘要後の法人税率の負担

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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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

１株当たり純資産額 1,594円76銭

１株当たり当期純利益金額 84円42銭

１株当たり純資産額      1,647円28銭

１株当たり当期純利益金額   68円40銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、新株予約権付社債等潜在株式がないため記載しており

ません。

同左

（注）　１株当たり当期純利益金額算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前事業年度
(自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日)

当事業年度
(自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日)

当期純利益（千円） 395,043 295,891

普通株主に帰属しない金額（千円） 26,400 －

（うち利益処分による役員賞与金）（千

円）
(26,400) (－)

普通株式に係る当期純利益（千円） 368,643 295,891

普通株式の期中平均株式数（千株） 4,366 4,325

（重要な後発事象）

前事業年度（自　平成17年３月１日　至　平成18年２月28日）

　該当事項はありません。

当事業年度（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日）

　該当事項はありません。
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７．役員の異動（平成19年５月24日付）
(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

新任監査役候補

 （常　勤）横田　恒彦

退任予定監査役

     （常　勤）中田　博文

(3）就任予定日

    平成19年５月 

以上
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