
 

 

平成１９年２月期   個別財務諸表の概要          平成１９年４月１３日 

会 社 名 ＭＯＲＥＳＣＯ（登記社名 株式会社松村石油研究所）  上場取引所    ＪＡＳＤＡＱ 

コ ー ド 番 号 ５０１８                       本社所在都道府県 兵庫県 

（ＵＲＬ http://www.moresco.co.jp） 
代  表  者 役  職  名 取締役社長 
        氏    名 中 野 正 德 
問い合わせ先 責任者役職名 取締役 執行役員管理本部長 

        氏    名 作 田 真 一           ＴＥＬ（０７８）３０３－９０１０ 

決算取締役会開催日  平成１９年４月１３日   配当支払開始予定日  平成１９年５月２６日  

定時株主総会開催日  平成１９年５月２５日     単元株制度採用の有無 有（１単元１００株） 

 

１．１９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               （注）記載金額は、百万円未満四捨五入により表示しております。 

 売上高 営業利益 経常利益 

 

１９年２月期 

１８年２月期 

百万円   ％

１１, ０９９（１２．０）

９，９１１（１４．０）

百万円   ％

５４５  （７．９）

５０５（△１３．２）

百万円   ％

５６２（ ０．１）

５６２（ １．１）

 

 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

 

１９年２月期 

１８年２月期 

百万円   ％ 

３５６（ ０．５） 

３５５（△１．７） 

円  銭

９６ ７９

９５ ８１

円  銭

－ － 

－ － 

％

９．３

１１．９

％ 

６．３ 

６．５ 

％

５．１

５．７

(注)①期中平均株式数    １９年２月期 ３，６８０，３６０株  １８年２月期 ３，６０６，４００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 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

 

１９年２月期 

１８年２月期 

百万円 

９，３１０ 

８，５８８ 

百万円

４，５１５

３，１３２

％ 

４８．５ 

３６．５ 

円   銭

１，１２７ １１

８６６ １１

(注)①期末発行済株式数   １９年２月期 ４，００６，２００株  １８年２月期 ３,６０６，２８０株 

②期末自己株式数    １９年２月期       ２，８００株  １８年２月期       ２,７２０株 

２．２０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 

 

中間期 

通 期 

百万円 

６，０８０ 

１２，５３０ 

百万円

３００

７８０

百万円

１９０

４９０

（参考）１株当たり予想当期純利益(通期)６１円１６銭 

当社は平成１９年３月１日をもって普通株式１株を２株に分割しております。 

１株当たり予想当期純利益（通期）は当該株式分割を含んだ数値となっております。 

３． 配当状況 

・現金配当 １株当たり配当金（円） 

 中間期末 期 末 年 間 

配当金総額

（百万円）

配当性向

（％） 
純資産 

配当率（％） 

１８年２月期 ― ２４.００ ２４.００ ８７ ２５.０ ２.８ 

１９年２月期 ― ２６.００ ２６.００ １０４ ２６.９ ２.３ 

２０年２月期（予想） ― １３.００ １３.００   

当社は平成１９年３月１日をもって普通株式１株を２株に分割しております。 

２０年２月期（予想）１株当たり配当金は、当該株式分割を含んだ数値となっております。 

  

 

※ 業績予想は本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれております。 

実際の業績は、今後様々な要因により予想数値と異なる結果となる可能性があります。なお、上記予想に関する事項は、

添付資料の9頁から12頁をご参照ください。 
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１．財務諸表 

(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） 
比較増減

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額(千円)

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

１．現金及び預金  128,894 292,521 163,628

２．受取手形 ※２ 467,802 470,384 2,581

３．売掛金 ※２ 2,117,248 2,361,303 244,055

４．製品  497,823 667,694 169,871

５．半製品  165,636 269,236 103,600

６．原材料  258,394 288,221 29,827

７．貯蔵品  12,339 11,824 △515

８．前払費用  11,765 15,175 3,410

９．繰延税金資産  108,234 123,190 14,957

10．その他  38,809 39,852 1,043

貸倒引当金  △8,357 △5,037 3,321

流動資産合計  3,798,588 44.2 4,534,365 48.7 735,777

Ⅱ 固定資産   

(1)有形固定資産   

１．建物 ※１ 1,974,192 1,981,261  

減価償却累計額  917,983 1,056,209 969,597 1,011,664 △44,545

２．構築物 ※１ 402,000 405,567  

減価償却累計額  344,550 57,450 351,056 54,511 △2,939

３．機械及び装置 ※１ 5,009,603 5,037,250  

減価償却累計額  4,327,114 682,489 4,406,746 630,504 △51,984

４．車両運搬具  29,294 33,016  

減価償却累計額  16,394 12,900 21,176 11,840 △1,060

５．工具器具備品 ※1,5 1,103,853  1,180,996  

減価償却累計額  749,805 354,047 873,845 307,151 △46,896

６．土地 ※１ 1,785,110 1,766,705 △18,405

７．建設仮勘定  5,230 5,506 276

有形固定資産合計  3,953,434 46.0 3,787,881 40.7 △165,553
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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） 
比較増減

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額(千円)

(2）無形固定資産   

１．ソフトウェア  11,782 49,944 38,162

２．電話加入権  5,129 5,129 －

無形固定資産合計  16,912 0.2 55,073 0.6 38,162

(3）投資その他の資産   

１．投資有価証券 ※１ 276,748 314,413 37,665

２．関係会社株式  259,185 281,583 22,398

３．出資金  705 705 －

４．従業員長期貸付金  4,714 13,264 8,550

５．関係会社長期貸付金  22,096 20,758 △1,338

６．長期前払費用  3,659 13,216 9,557

７．繰延税金資産  175,862 212,103 36,240

８．その他  79,437 81,015 1,578

貸倒引当金  △3,000 △4,170 △1,170

投資その他の資産合計  819,407 9.6 932,888 10.0 113,481

固定資産合計  4,789,753 55.8 4,775,842 51.3 △13,911

資産合計  8,588,341 100.0 9,310,207 100.0 721,866

   

 

- 49 - 
 



  
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） 
比較増減

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額(千円)

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．支払手形  289,609 278,541  △11,068

２．買掛金 ※１ 1,634,938 1,821,330  186,392

３．短期借入金 ※１ 750,000 －  △750,000

４．１年以内返済予定 
長期借入金 

※１ 229,120 167,060  △62,060

５．未払金  259,523 222,181  △37,342

６．未払費用  36,615 39,276  2,661

７．未払法人税等  73,601 150,515  76,914

８．前受金  5,428 5,652  224

９．預り金 ※２ 355,035 399,415  44,381

10．賞与引当金  213,614 232,720  19,106

11．その他  1,272 10,489  9,217

流動負債合計  3,848,755 44.8 3,327,181 35.7 △521,574

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金 ※１ 428,560 261,460  △167,100

２．退職給付引当金  1,061,916 1,077,997  16,081

３．役員退職慰労引当金  67,160 77,700  10,540

４．その他  49,459 50,458  999

固定負債合計  1,607,095 18.7 1,467,615 15.8 △139,480

負債合計  5,455,850 63.5 4,794,796 51.5 △661,054
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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） 
比較増減

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額(千円)

（資本の部）   

   

Ⅰ 資本金 ※３ 744,403 8.7 － － －

Ⅱ 資本剰余金   

１．資本準備金  532,678 －  

資本剰余金合計  532,678 6.2 － － －

Ⅲ 利益剰余金   

１．利益準備金  75,000  －  

２．任意積立金   

(1)買換資産圧縮積立金  347,544 －  

(2)別途積立金  680,000 －  

３．当期未処分利益  694,919 －  

利益剰余金合計  1,797,463 20.9 － － －

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

 62,929 0.7 － － －

Ⅴ 自己株式 ※４ △4,982 △0.0 － － －

資本合計  3,132,491 36.5 － － －

負債・資本合計  8,588,341 100.0 － － －
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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） 
比較増減

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額(千円)

（純資産の部）   

   

Ⅰ 株主資本 ※３  

１．資本金   － 1,310,003 14.1 －

２．資本剰余金   

（１）資本準備金  － 1,097,898  

資本剰余金合計  － 1,097,898 11.8 －

３．利益剰余金   

（１）利益準備金  －  75,000  

（２）その他利益剰余金   

買換資産圧縮積立金  － 332,494  

別途積立金  － 930,000  

繰越利益剰余金  － 720,580  

利益剰余金合計  － 2,058,075 22.1 －

４．自己株式  － △5,247 △0.1 －

株主資本合計  － 4,460,729 47.9 －

Ⅱ 評価・換算差額等   

１．その他有価証券評価差
額金 

 － 54,682 －

評価・換算差額等合計 ※４ － 54,682 0.6 －

純資産合計   － 4,515,411 48.5 －

負債・純資産合計  － 9,310,207 100.0 －
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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） 

比較増減

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額(千円)

Ⅰ 売上高   

１．製品売上高  9,848,793 11,036,476  

２．賃貸料収入  62,686 9,911,478 100.0 62,030 11,098,506 100.0 1,187,028

Ⅱ 売上原価   

１．製品期首たな卸高  422,201 497,823  

２．当期製品製造原価  6,599,137 7,676,645  

３．当期製品仕入高  453,919 516,716  

合計  7,475,257 8,691,184  

４．他勘定振替高 ※２ 11,721 13,336  

５．製品期末たな卸高  497,823 667,694  

６．製品売上原価  6,965,712 8,010,154  

７．賃貸原価  32,087 6,997,799 70.6 29,287 8,039,440 72.4 1,041,641

売上総利益  2,913,679 29.4 3,059,066 27.6 145,386

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※3,4 2,408,543 24.3 2,513,825 22.7 105,282

営業利益  505,136 5.1 545,241 4.9 40,105

Ⅳ 営業外収益   

１．受取利息  871 1,129  

２．受取配当金 ※１ 19,030 23,723  

３．為替差益  21,276 5,213  

４．受取保険金  28,121 －  

５．雑収入 ※１ 25,901 95,198 1.0 24,339 54,404 0.5 △40,795

Ⅴ 営業外費用   

１．支払利息  19,482 17,282  

２．社債利息  215 －  

３．株式交付費  － 10,536  

４. 固定資産除却損  11,858 6,572  

５．雑損失  7,092 38,648 0.4 3,230 37,620 0.3 △1,028

経常利益  561,686 5.7 562,025 5.1 338
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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） 

比較増減

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額(千円)

Ⅵ 特別利益    

１．貸倒引当金戻入益  3,920 3,321   

２．支払不要債務戻入益 ※５ － 3,920 0.0 12,170 15,491 0.1 11,571

 Ⅶ 特別損失    

１．減損損失 ※６ － － － 18,405 18,405 0.2 18,405

税引前当期純利益  565,606 5.7 559,111 5.0 △6,496

法人税、住民税及び
事業税 

 208,554 248,458   

法人税等調整額  2,479 211,033 2.1 △45,560 202,898 1.8 △8,135

当期純利益  354,573 3.6 356,213 3.2 1,639
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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３月１日 至 平成19年２月28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 

買換資産
圧縮積立
金 

別途積立
金 

繰越利益
剰余金 

利益剰余
金合計 

自己株式 
株主資本合
計 

平成18年２月28日 残高 
（千円） 

744,403 532,678 532,678 75,000 347,544 680,000 694,919 1,797,463 △4,982 3,069,562

事業年度中の変動額      

新株の発行   （千円） 565,600 565,220 565,220   1,130,820

買換資産圧縮積立金の取崩
（前期）（千円） 

   △8,005 8,005   

買換資産圧縮積立金の取崩 
（当期）（千円） 

  △7,045 7,045   

別途積立金の積立（千円）   250,000 △250,000   

剰余金の配当  （千円）   △86,551 △86,551  △86,551

役員賞与の支給 （千円）   △9,050 △9,050  △9,050

当期純利益   （千円）   356,213 356,213  356,213

自己株式の取得 （千円）    △265 △265

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） 

565,600 565,220 565,220 － △15,049 250,000 25,661 260,612 △265 1,391,167

平成19年２月28日 残高 
（千円） 

1,310,003 1,097,898 1,097,898 75,000 332,494 930,000 720,580 2,058,075 △5,247 4,460,729

           
 

評価・換算差額等 

 
その他有価証券評価差額
金 

評価・換算差額等合計 
純資産合計 

平成18年２月28日 残高 
（千円） 

62,929 62,929 3,132,491 

事業年度中の変動額  

新株の発行      （千円） 1,130,820 

買換資産圧縮積立金の取崩  
（前期）（千円）

－ 

買換資産圧縮積立金の取崩   
（当期）（千円）

－ 

別途積立金の積立   （千円） － 

剰余金の配当     （千円） △86,551 

役員賞与の支給    （千円） △9,050 

当期純利益        （千円） 356,213 

自己株式の取得    （千円） △265 

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額（純額）   （千円）

△8,247 △8,247 △8,247 

事業年度中の変動額合計 
（千円）

△8,247 △8,247 1,382,920 

平成19年２月28日 残高 
（千円）

54,682 54,682 4,515,411 
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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およ

び評価方法 

(1)子会社株式および関連会社株式 

 移動平均法による原価法 

(1)子会社株式および関連会社株式 

同左 

 (2）その他有価証券 

時価のあるもの 

 期末日の市場価格等による時価

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 

  期末日の市場価格等による時価  

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 

同左 

２．デリバティブの評価基準

および評価方法 

 時価法 ───── 

３．たな卸資産の評価基準 

および評価方法 

(1)製品、半製品および原材料 

 総平均法による低価法 

(1)製品、半製品および原材料 

同左 

 (2）貯蔵品 

 最終仕入原価法による低価法 

(2)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（附属設備は

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…３年～50年 

機械及び装置…４年～15年 

(1)有形固定資産 

同左 

 (2）無形固定資産 

 定額法を採用しております。な

お、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間

（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 

 定額法を採用しております。 

(3)長期前払費用 

同左 

５．繰延資産の処理方法 ───── 株式交付費 

  支出時に全額費用として処理してお

ります。     

６．外貨建の資産および負債

の本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、期末日の直

物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は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） 

７．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。

(2)賞与引当金 

   従業員の賞与の支給に備えるため、

将来の支給見込額のうち、当事業年度

における負担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およ

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（15

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。 

(1)貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

(2)賞与引当金 

同左 

 

 

(3)退職給付引当金 

同左 

 (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 

同左 

８．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 

９．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。

───── 

 (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 

 

 (3）ヘッジ方針 

 金利リスクの低減並びに金融収支改

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 

 ヘッジの開始時から有効性判定時点

までの期間において、ヘッジ対象と

ヘッジ手段の相場変動の累計を比較

し、両者の変動額等を基礎にして判断

しております。 
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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） 

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 

 

 

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） 

───── 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

───── 

 

 

 

 

（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。これにより税引前当期純利益は18,405千円減少し

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

表等規則に基づき当該各資産の金額から直接控除して

おります。 

 

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準) 

   当事業年度より、「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4,515,411千

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18年２月28日） 

当事業年度 
（平成19年２月28日） 

※１．担保資産および担保付債務 

 担保に供している資産は次のとおりであります。

※１．担保資産および担保付債務 

 担保に供している資産は次のとおりであります。
 

建物 402,151千円( 402,151千円)

構築物 39,993千円( 39,993千円)

機械及び装置 626,876千円( 626,876千円)

工具器具備品 62,886千円( 62,886千円)

土地 756,335千円( 756,335千円)

投資有価証券 127千円 

計 1,888,369千円( 1,888,241千円)
  

 
建物 384,449千円( 384,449千円)

構築物 38,867千円( 38,867千円)

機械及び装置 578,435千円( 578,435千円)

工具器具備品 70,254千円( 70,254千円)

土地 756,335千円( 756,335千円)

投資有価証券 127千円  

計 1,828,467千円( 1,828,340千円)
  

 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 300,000千円( 300,000千円)

１年以内返済予定
長期借入金 

109,040千円( 109,040千円)

長期借入金 121,020千円( 121,020千円)

買掛金 27,445千円 

計 557,505千円( 530,060千円)
 

 
１年以内返済予定
長期借入金 

77,060千円( 77,060千円)

長期借入金 43,960千円( 43,960千円)

買掛金 12,395千円 

計 133,415千円( 121,020千円)
 

 上記のうち（ ）内書は工場財団抵当並びに当該

債務を示しております。 

 上記のうち、登記留保によって担保されている債

務 

 上記のうち（ ）内書は工場財団抵当並びに当該

債務を示しております。 

  

 
長期借入金（１年以内返済予定含む） 

     8,000千円  
  

 
 

 
  

※２．関係会社項目 

 関係会社に対する資産および負債には区分掲記さ

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および負債には区分掲記さ

れたもののほか次のものがあります。 
 

流動資産  

受取手形（千円） 179,425 

売掛金（千円） 321,212 

流動負債  

預り金（千円） 326,362 
  

 
流動資産  

受取手形（千円） 205,550 

売掛金（千円） 388,843 

流動負債  

預り金（千円） 377,305 
  

 
※３．会社が発行する株式の総数 普通株式 

                                           10,000,000 株

発行済株式総数      普通株式 

3,609,000 株

 ※４．自己株式の保有数     普通株式  2,720 株  

 
※３．              ───── 

 

 

 

 

※４．              ───── 

※５．有形固定資産に係る国庫補助金等の受入れによる

圧縮記帳累計額は、工具器具備品31,516千円であり

ます。  

  ※５.有形固定資産に係る国庫補助金等の受入れによる

圧縮記帳累計額は、工具器具備品31,516千円であり

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） 

 ６．偶発債務 

 下記のとおり、金融機関からの借入、信用状開設

および仕入先への債務に対し保証を行っておりま

す。  

 ６．偶発債務 

 下記のとおり、金融機関からの借入、信用状開設

および仕入先への債務に対し保証を行っておりま

す。 
 

㈱マツケン 

仕入債務 5,114千円

無錫德松科技有限公司 

借入、信用状開設債務 189,766千円

 

（借入、信用状開設債務に対する保証94,883千円に 

ついては共同出資者より再保証を受けております。） 

 
㈱マツケン 

仕入債務 6,278千円

無錫德松科技有限公司 

借入、信用状開設債務 176,084千円
 
 

（借入、信用状開設債務に対する保証88,042千円に 

ついては共同出資者より再保証を受けております。） 

  

 

 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62,929千円 

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．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。 

  受取配当金            12,261千円

 ※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。 

   受取配当金              16,773千円

 雑収入              15,647千円 雑収入   11,727千円
 

※２．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 ※２．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 
 

販売費への振替高 11,007千円

その他 714千円

計 11,721千円
  

 
販売費への振替高 13,079千円

その他 257千円

計 13,336千円
  

※３．販売費に属する費用のおおよその割合は41％、一

般管理費に属するおおよその割合は59％でありま

す。 

 主要な費目および金額は次のとおりであります。

※３．販売費に属する費用のおおよその割合は40％、一

般管理費に属するおおよその割合は60％でありま

す。 

 主要な費目および金額は次のとおりであります。 
 

給料手当 670,296千円

賞与 156,177千円

賞与引当金繰入額 143,536千円

法定福利費 136,884千円

退職給付費用 78,881千円

役員退職慰労引当金繰入額 10,120千円

減価償却費 132,336千円

支払運賃 283,427千円
  

 
給料手当 685,910千円

賞与 157,802千円

賞与引当金繰入額 157,872千円

法定福利費 142,326千円

退職給付費用 76,090千円

役員退職慰労引当金繰入額 10,540千円

減価償却費 129,923千円

支払運賃 

貸倒引当金繰入額       

294,234千円

1,170千円
  

※４．研究開発費の総額 ※４．研究開発費の総額 
 

一般管理費に含まれる研究開発費 697,232千円
  

 
一般管理費に含まれる研究開発費 748,429千円

  
※５             ．───── ※５．支払不要債務戻入益は従来､流動負債の「その

他」に計上していた債務につき、当事業年度におい

て､時効が成立しましたので､当該債務を戻入れたも

のであります 
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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） 

※６．           ───── ※６．減損損失 

（1）減損損失を認識した資産              

  グループ 

場所 用途 種類 金額 

千葉県市原

市 

遊休資

産 

土地 18,405  千円

(2) 資産のグルーピングの方法 

当社では、継続的に損益の把握を実施している管理会

計上の単位である事業グループ別にグルーピングを行っ

ております。ただし、将来の使用が見込まれていない遊

休資産などは、個別の資産グループとして取り扱ってお

ります。 

(3)減損損失の認識に至った経緯 

当該資産グループは、事業の用に供していない遊休資

産であり、市場価格が帳簿価額に対して著しく下落した

ため減損損失を認識しました。 

(4)回収可能価額の算定 

  遊休資産グループの回収可能価額は正味売却価額によ

り測定しており、専門業者等の適切と考えられる第三者

から入手した情報をもとに算出した合理的な価額により

評価しております。 

 

 

（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 2,720 80 ― 2,800 

合計 2,720 80 ― 2,800 

 

（注）自己株式の数の増加は，単元未満株式の買取りによるものであります。 
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（リース取引関係） 

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） 

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

額および期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額および期末残高相当額 
 

 
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）

工 39 18 20具器具備品 ,110 ,965 ,145

ソ 15 14 1,フトウェア ,972 ,375 597

合 55 33 21計 ,083 ,341 ,742

  

 

 
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）

工 3 1 1具器具備品 1,903 7,849 4,054

合 3 1 1計 1,903 7,849 4,054

  

 （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。 

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 7,689千円

１年超 14,054千円

合計 21,742千円
  

 
１年内 5,446千円

１年超 8,608千円

合計 14,054千円
  

 （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。 

同左 

３．支払リース料および減価償却費相当額 ３．支払リース料および減価償却費相当額 
 

支払リース料 9,465千円

減価償却費相当額 9,465千円
  

 
支払リース料 7,689千円

減価償却費相当額 7,689千円
  

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 

 

（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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（有価証券関係） 

前事業年度および当事業年度のいずれにおいても子会社株式および関連会社株式で時価のあるものはありませ

ん。 

 

（税効果会計関係） 

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．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原

因別の内訳 

（単位：千円）

１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原

因別の内訳 

（単位：千円）
 

繰延税金資産 

退職給付引当金 415,281 

賞与引当金 86,727 

役員退職慰労引当金 27,267 

未払事業税 8,358 

その他 30,105 

繰延税金資産小計 567,739 

評価性引当額 △8,555 

繰延税金資産合計 559,184 

繰延税金負債  

買替資産圧縮積立金 △232,076 

その他 △43,012   

繰延税金負債合計 △275,088   

繰延税金資産の純額 284,096   
  

 
繰延税金資産 

退職給付引当金 437,667 

賞与引当金 94,484 

役員退職慰労引当金 31,546 

未払事業税 

未払費用 

14,659 

10,730 

その他 26,870 

繰延税金資産小計 615,956 

評価性引当額 △16,028 

繰延税金資産合計 599,928 

繰延税金負債  

買替資産圧縮積立金 △227,260 

その他 △37,375 

繰延税金負債合計 △264,635 

繰延税金資産の純額 335,293 
    

  

 

 

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） 

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 

（単位：％） 

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 

（単位：％） 
 
法定実効税率 40.6

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない

項目 
1.5 

受取配当金等永久に益金に算入され

ない項目 
△0.4 

法人税額の特別控除額 △7.5 

住民税均等割 1.4 

評価性引当額 1.5 

その他 0.2 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 37.3 
  

 
法定実効税率 40.6

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない

項目 
1.3 

受取配当金等永久に益金に算入され

ない項目 
△0.7 

法人税額の特別控除額 △7.0 

住民税均等割 1.5 

評価性引当額 1.3 

その他 △0.7 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 36.3 
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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 866円11銭

１株当たり当期純利益金額 95円81銭

  

 

１株当たり純資産額 1,127円11銭

１株当たり当期純利益金額 96円79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、潜在株式がないため記載しておりません。 

当社は、平成17年４月20日をもって普通株式１株に

つき５株に分割しております。 

当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の

前期における１株当たり情報は、それぞれ以下のとおり

となります。 

１株当たり純資産額          785円04銭

１株当たり当期純利益金額       105円31銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 

 

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、潜在株式がないため記載しておりません。 

 

 

  

（注） １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、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株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 354,573 356,213 

普通株主に帰属しない金額（千円） 9,050 － 

（うち利益処分による役員賞与金） (9,050) － 

普通株式に係る当期純利益（千円） 345,523 356,213 

期中平均株式数（株） 3,606,400 3,680,360 
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（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） 

当事業年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

  
 平成18年12月１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しており

ます。 

１．平成19年３月１日をもって普通株式１株につき２

株に分割しております。 

  （１）分割により増加する株式数 

     普通株式 4,009,000株 

  （２）分割方法 

     平成19年２月28日最終の株主名簿および実

質株主名簿に記載された株主の所有株式を、

１株につき２株の割合をもって分割しており

ます。 

２．新株券交付日   

平成19年４月20日 

 

当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の

１株当たり情報については、それぞれ以下のとおりと

なります。 

前事業年度 当事業年度 

１株当たり純資産額 

433円06銭 

１株当たり当期純利益

金額 

47円90銭 

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額 

         － 

１株当たり純資産額 

     563円55銭 

１株当たり当期純利益

金額 

     48円39銭 

潜在株式調整後１株当 

たり当期純利益金額 

         － 

 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、潜在株式がないため記載しておりません。 
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２．役員の異動 

 

(１)代表者の異動 

 

該当事項はありません。 
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