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１．平成19年３月期の連結業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期 34,446 9.3 1,452 29.6 1,319 34.5 404 14.4

18年３月期 31,517 0.9 1,120 △10.3 980 △6.8 353 △15.6

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
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19年３月期 13.46 － 9.3 4.9 4.3

18年３月期 11.69 － 8.8 3.8 3.6

（参考）持分法投資損益 19年３月期 －百万円 18年３月期 －百万円

(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３月期 28,863 4,705 15.6 149.70

18年３月期 25,164 4,160 16.5 138.35

（参考）自己資本 19年３月期 4,499百万円 18年３月期 4,160百万円

(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３月期 1,709 △754 △190 2,410

18年３月期 1,132 △585 △1,282 1,643

２．配当の状況

1株当たり配当金 配当金総額

(年間)

配当性向

（連結）

純資産配当率

(連結）（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年３月期 － 3.00 3.00 90 25.7 2.3

19年３月期 － 3.00 3.00 90 22.3 2.1

20年３月期

（予想）
－ 3.00 3.00 － 12.7 －

３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

                                                      （％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 19,000 18.4 750 45.6 650 52.9 350 171.3 11.64

通期 38,000 10.3 1,550 6.7 1,400 6.1 800 97.5 26.62
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　有

新規 1社 （社名　RK Excel America, Inc.） 除外 －社  

（注）詳細は、６ページ「企業集団の状況」をご覧ください。

(2）連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、19ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年３月期 30,080,000株 18年３月期 30,080,000株

②　期末自己株式数 19年３月期 24,144株 18年３月期 22,552株 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、32ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年３月期の個別業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期 24,046 15.9 957 69.9 830 77.8 408 51.7

18年３月期 20,749 △3.0 563 △35.8 467 △37.2 269 △19.5

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

円 銭 円 銭

19年３月期 13.60 －

18年３月期 8.96 －

(2）個別財政状態

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３月期 21,885 4,257 19.5 141.67

18年３月期 18,208 3,941 21.6 131.13

（参考）自己資本 19年３月期 4,257百万円 18年３月期 3,941百万円

２．平成20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 14,000 29.2 550 81.5 500 111.9 300 127.3 9.98

通期 28,000 16.4 1,050 9.7 950 14.3 550 34.5 18.30

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料における予想は発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、今後の事業環境の変化に

より実際の業績が異なる可能性があります。

高砂鐵工㈱(5458)平成 19 年 3 月期決算短信

－ 2 －



１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　当連結会計年度のわが国経済は、米国経済や中国経済の堅調な需要に支えられ、輸出の伸びと国内の民間設備投資

が底堅く推移し、いざなぎ景気を超え緩やかな拡大基調を維持しつつ、好調に推移しました。その結果、企業収益は

向上し、個人消費にも持ち直しが見られ、企業部門主導の景気回復が続きました。

　鉄鋼業界におきましては、自動車、造船、建設機械等製造業向けを中心とした好調な需要に支えられ、今年度の粗

鋼生産は過去２番目の高水準となりました。

　このような状況の下、当社グループは平成18年度から新たな中期計画をスタートさせ、「特長ある冷延・精整機能

を持つサービス業」をコンセプトに「特長商品・サービスへの特化」を具体的目標に掲げ、その比率を80％以上に高

める展開を徹底して取り組んでまいりました。

　その結果、当連結会計年度の売上高は34,446百万円(前年同期比9.3％増）と増収となり、経常利益は1,319百万円

（前年同期比34.5%増）と大幅な増益を確保することができました。当期純利益は子会社の遊休資産の減損損失や工場

内土壌改良費用等を計上したため404百万円（前年同期比14.4％増）となりました。

 

鉄鋼製品事業

　ステンレス部門は、原料の高騰に伴う急激なコスト上昇に対し、歩留向上や経費削減の内部努力と製品価格の改善

に努め、その結果、大幅な増収増益となりました。みがき帯鋼部門は、主要需要分野である自動車の大型車種の減少

と、みがき帯鋼から一般材への品種転換の流れもあり、減収減益となりました。

　その結果、事業全体の売上高は26,420百万円（前年同期比13.7％増）、営業利益は785百万円（前年同期比119.6％

増）と増収増益を確保することができました。

モーターサイクル関連部品事業

　チェーン部門は、国内二輪メーカーの国内生産減少を受け国内ＯＥＭ向け受注が減少し、海外向けも北米向けが増

加したものの主力の欧州向けが天候不順の影響で減少しました。リム部門はマレーシアの製造子会社の生産が立ち上

がりましたが、全体としては、微増にとどまりました。

 その結果、事業全体の売上高は7,613百万円（前年同期比3.2％減）、営業利益は340百万円（前年同期比19.8％減）

と減収減益となりました。

不動産事業

　不動産事業の業績は売上高は412百万円（前年同期比1.4％減）となり、営業利益は326百万円（前年同期比3.6％減）

となり、引き続き安定的に推移いたしました。

 

（次期の見通し）

　次期のわが国の経済見通しにつきましては、景気は穏やかな安定成長の軌道を維持しつつ、雇用・賃金の増加に支

えられ、個人消費の回復基調も明確になってくるものと思われます。企業の設備投資も増加基調を保ち、内需は引き

続き堅調に推移するものと考えられます。

　国内鉄鋼業界におきましては、引き続き製造業の強い需要に支えられ、堅調な生産状況が続くものと予測されま

す。

　当社グループは、平成18年度から新たな中期計画をスタートさせましたが、その第2年度に当たり、鉄鋼製品事業に

おいては、原料価格の高騰に対して製品価格の改善に努めるとともに、特長商品メニューの一層の拡大や短納期・即

納による特長サービスの展開に徹底して取り組んでまいります。また、モーターサイクル関連部品事業におきまして

は、製品開発力の強化とともに、マレーシア製造子会社に加えて新たに出資した米国販売子会社等の海外展開の充実

を一層図ってまいります。

　以上により次期の業績の見通しといたしましては売上高38,000百万円、営業利益1,550百万円、経常利益1,400百万

円、当期純利益800百万円を予想しております。
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 　(2）財政状態に関する分析

 　　①資産、負債及び純資産の状況

  当連結会計年度末における資産総額は28,863百万円となり、前連結会計年度末より3,699百万円増加いたしました。

これは主に受取手形及び売掛金等の流動資産の増加によるものです。

　負債総額は24,157百万円となり、前連結会計年度末より3,287百万円増加いたしました。これは主に支払手形及び買

掛金等の流動負債の増加によるものです。

  純資産につきましては、4,705百万円となり前連結会計年度末より545百万円増加いたしました。これは主に利益剰

余金の増加によるものです。

 　　②キャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、2,410百万円となり、前連結

会計年度に比べ767百万円増加いたしました。

 

（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1,709百万円（前年同期比577百万円増）となりました。これは主に、税金等調整前

当期純利益716百万円、減価償却費717百万円、仕入債務の増加2,709百万円に対し、売上債権の増加1,734百万円、た

な卸資産の増加907百万円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754百万円（前年同期比168百万円増）となりました。これは主に有形固定資産の取

得による支出621百万円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190百万円（前年同期比1,091万円減）となりました。これは主に短期及び長期借入

金の返済等によるものであります。

　(参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

 平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期

自己資本比率（％） 13.8 14.2 16.5 15.6

時価ベースの自己資本比率（％） 18.1 24.5 30.1 24.2

キャッシュ・フロー対有利子負債比率

（％）
29.0 3.3 6.9 4.5

インタレスト・カバレッジ・レシオ

（倍）
1.8 13.0 6.0 9.4

     自己資本比率：自己資本／総資産

 　　時価ベースの株主資本比率：株式時価総額／総資産

　     キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債/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

       (注１）いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

       (注２）株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

   (注３）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活動によるキャッシュ・フローを使用し

ております。

　 (注４）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全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）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　当社グループは安定的な経営基盤の確保に努めるとともに、利益状況に対応した配当を行うことを基本として株主

への利益還元を図っていく方針です。当期の配当につきましては、業績ならびに今後の見通しなどを総合的に判断し

１株当たり３円の配当を実施する予定です。内部留保金につきましては、今後の事業活動ならびに経営基盤の強化に

活用したいと考えております。
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(4）事業等のリスク

　当社グループの経営成績、財政状態及び株価等に影響を及ぼす可能性がある主要事項には、以下のようなものがあ

ります。

①　原料関係について

　当社グループの鉄鋼製品事業では原料価格の高騰が続いておりますが、なお大幅に変動することが予想されます。

製品価格への転嫁と共にコスト引き下げの取組みに全力を傾注しておりますが、進展状況においては当社グループの

業績に影響を及ぼす可能性があります。

　また、当社グループの鉄鋼製品事業の原料調達は特定メーカー依存度が大きく、供給遅延、品質問題が発生した場

合は、生産減少、製品納期遅延等により売上が減少する可能性があります。

②　製品需給ギャップについて 

　ステンレス業界におきましては、中国において今後とも新設ミルの立ち上げが予定されており、需要と供給のギャッ

プについて引き続き注視していく必要があり、業績に影響を及ぼす可能性があります。
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２．企業集団の状況

　当社グループは、当社と子会社５社で構成されており、当社グループの主な事業種目は、冷間圧延ステンレス鋼帯、

めっき鋼帯、みがき帯鋼、みがき特殊帯鋼及びステンレス加工製品等の鉄鋼製品事業、チェーン、リム等のモーターサ

イクル関連部品事業であります。

　当社グル－プの事業に係わる位置づけと、事業の種類別セグメントとの関連は次のとおりであります。

鉄鋼製品事業………………当社が製造・販売するほか、子会社のタカサゴスチール㈱が製造・販売に携わっておりま

す。

　当社の冷間圧延ステンレス鋼帯の一部の作業工程について、子会社のタカサゴスチール㈱

に下請させております。

　なお、製品の原材料については、その他の関係会社である新日鐵住金ステンレス㈱及びそ

の親会社である新日本製鐵㈱より購入しており、原材料の購入及び当社の製品の販売の一部

については、関連当事者である三井物産㈱を経由して行っております。

　モーターサイクル…………チェーン、リムの製造・販売は、子会社の㈱アールケー・エキセルとEXCEL RIM SDN.BHD.

関連部品事業　　　　　ならびに当連結会計年度より子会社となったRK Excel America, Inc.が携わっております。

不動産事業…………………当社及び子会社の㈱タカテツライフ、㈱アールケー・エキセルが、不動産事業を展開して

おります。

　事業の系統図は、次のとおりであります。

 

顧           客 

当       社 

 

鉄  鋼  製  品 
モーターサイクル 

関 連 部 品 

子会社 
タカサゴスチール㈱ 

関連当事者 
三井物産㈱ 

 

子会社 
㈱アールケー・エキセル 

 

子会社 
タカサゴスチール㈱ 

 

その他の関係会社 
新日鐵住金ステンレス㈱ 

その他の関係会社の親会社 
新日本製鐵㈱ 

 

子会社 

EXCEL RIM SDN.BHD. 

関連当事者 
三井物産㈱ 
 

 

商 社 

 

外注加工 原材料の購入 製品の購入 

   鉄 鋼 製 品 の 販 売 不動産の賃貸 

不 動 産 

子会社 
㈱タカテツライフ 
㈱アールケー・ 
エキセル 

 

 不 動 産 

モーターサイクル 

関連部品の販売 

 

子会社 
RK Excel  

America, Inc. 
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社は『お客様に価値を提供しつづけることが、当社の存在意義を確固たるものにする唯一の方法である』との認識

のもと、以下の４点を経営の基本方針としております。

 ① 顧客の発展に役立つ商品・サービスを探求・創造し、提供しつづける。

 ② 独自性のある商品・技術・サービスの高い開発目標を設定し、挑戦をつづける。

 ③ 社員一同、どこにも負けない情熱と粘り強さを持って、全ての業務を遂行する。

 ④ 品質・環境マネジメントシステムを継続的に改善し、遵守することにより、高品質の仕事を安定的に遂行し、

    顧客の信頼をより確かなものにする。　

　　　　　

(2）目標とする経営指標

　当社は、企業価値を高めるため独自性追求による安定的な収益の確保と、経営資源の有効活用による資本効率の向

上が重要課題のひとつと考えており、連結売上高経常利益率5％以上を確保することを当面の目標としております。

 

(3）中期的な会社の経営戦略と会社の対処すべき課題

　当社グループは、平成18年度から平成20年度を対象期間とする「平成20年度中期計画」に沿って、収益改善を最重

点課題と認識し、適正な利益を確保し、株主、従業員そして社会の負託に応える「存在価値ある強い会社」の構築を

目指しております。

　主力である鉄鋼製品事業におきましては、我が社は「特長ある冷延・精整機能を持つサービス業」を基本コンセプ

トとして、素材の持つ本来機能に加え、特色ある表面加工・精整技術を核に、新しい付加価値を顧客に提供するとと

もに、顧客との密接なサプライチェーンを構築し、他社にまねの出来ない、短納期で無駄のない商品・サービスを提

供していくことを目指し、以下の７点を中期計画の基本方針としております。

 ① 特長商品・サービス提供による新規顧客の開拓と売上高の拡大

 ② 意匠性・機能性を有した新商品の開発と新規事業の開拓

 ③ 購入品における最有利調達の推進

 ④ コスト切り下げと生産性の向上

 ⑤ 収益力強化・体質強化に繋がる分野への積極的・効率的投資

 ⑥ 法令遵守と企業の社会的責任への取組みの徹底

 ⑦ 逞しい企業文化の構築

　また当社グループ戦略としましては、経営の効率化を推進するとともに経営資源の有効活用により、収益力の強化

と事業の発展を図ってまいります。今後成長が期待される戦略分野であるモーターサイクル関連部品事業につきまし

ては、チェーンの「RK」リムの「EXCEL」というブランド力を生かし、国内市場はもとより、海外市場での競争力を一

層高める観点から、海外子会社等を含めた国内外の製造・販売体制を一層拡充し、グローバルな事業展開を推進して

まいります。

　当社グループを取り巻く環境は依然として厳しい状況にありますが、「品質・スピード・更なる挑戦　常にお客様

と共にある　ザ・ＴＡＫＡＳＡＧＯ！ サプライず」をスローガンに掲げ、全社員一丸となって各課題に取り組んでま

いります。
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（資産の部）

Ⅰ．流動資産

現金及び預金 ※１ 1,773 2,534 760

受取手形及び売掛金  7,219 8,968 1,748

たな卸資産 6,157 7,105 948

繰延税金資産 153 195 41

その他 508 660 152

貸倒引当金 △27 △26 1

流動資産合計  15,785 62.7  19,438 67.3 3,652

Ⅱ．固定資産

(1) 有形固定資産

建物及び構築物 ※１ 5,830 6,035

減価償却累計額  △3,524 2,306 △3,626 2,408 102

機械装置及び運搬具 ※１ 17,015 16,348

減価償却累計額  △12,970 4,044 △12,581 3,767 △277

土地 ※１  1,534  1,408 △126

建設仮勘定  36  53 17

その他 1,432 1,292

減価償却累計額 △1,266 166 △1,096 196 29

有形固定資産合計 8,088 32.1 7,833 27.1 △254

(2）無形固定資産

　　のれん － 168

 　 その他　 244 305

    無形固定資産合計 244 1.0 474 1.7 229

(3）投資その他の資産

投資有価証券 ※１ 353 394 40

長期貸付金 22 7 △15

繰延税金資産 549 610 60

その他 253 128 △125

貸倒引当金 △134 △23 110

投資その他の資産合計 1,045 4.2 1,116 3.9 71

固定資産合計 9,378 37.3 9,424 32.7 46

資産合計 25,164 100.0 28,863 100.0 3,699
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前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（負債の部）

Ⅰ．流動負債

支払手形及び買掛金  10,111 12,841 2,730

短期借入金 ※１ 3,992 3,929 △63

未払法人税等 258 321 63

未払消費税等 39 20 △18

賞与引当金 244 256 11

修繕引当金 2 2 －

その他 984 1,434 450

流動負債合計 15,632 62.2 18,805 65.2 3,172

Ⅱ．固定負債

長期借入金 ※１ 3,741 3,731 △9

長期未払金 83 69 △14

退職給付引当金 1,188 1,308 120

役員退職慰労引当金 123 128 4

その他 100 113 13

固定負債合計 5,236 20.8 5,351 18.5 114

負債合計 20,869 83.0 24,157 83.7 3,287

（少数株主持分）

少数株主持分 133 0.5 － － △133

（資本の部）

Ⅰ．資本金 ※４ 1,504 5.9 － － △1,504

Ⅱ．利益剰余金 2,523 10.0 － － △2,523

Ⅲ．その他有価証券評価差額
金

116 0.5 － － △116

Ⅳ．為替換算調整勘定 20 0.1 － － △20

Ⅴ．自己株式 ※５ △3 △0.0 － － 3

資本合計 4,160 16.5 － － △4,160

負債、少数株主持分及び
資本合計

25,164 100.0 － － △25,164
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前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（純資産の部）         

Ⅰ．株主資本         

１．資本金   － －  1,504 5.2 1,504

２．利益剰余金   － －  2,835 9.8 2,835

３．自己株式   － －  △3 △0.0 △3

　　株主資本合計   － －  4,336 15.0 4,336

Ⅱ．評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  － －  134 0.5 134

２．為替換算調整勘定   － －  28 0.1 28

　　評価・換算差額等合計   － －  163 0.6 163

Ⅲ．少数株主持分   － －  206 0.7 206

純資産合計   － －  4,705 16.3 4,705

負債純資産合計   － －  28,863 100.0 28,863
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(2）連結損益計算書

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅰ．売上高 31,517 100.0 34,446 100.0 2,929

Ⅱ．売上原価 ※２ 27,370 86.8 29,981 87.0 2,610

売上総利益 4,146 13.2 4,465 13.0 318

Ⅲ．販売費及び一般管理費 ※1※2

販売費 2,047 2,102

一般管理費 978 3,026 9.6 910 3,013 8.7 △13

営業利益 1,120 3.6 1,452 4.3 331

Ⅳ．営業外収益

受取利息 3 1

受取配当金 6 5

賃貸料 7 5

技術提携料 33 47

クレーム補償金 15 9

為替差益 － 31

その他 42 109 0.3 29 129 0.4 20

Ⅴ．営業外費用

支払利息 191 188

手形売却損 15 12

支払手数料 － 40

その他 41 248 0.8 21 262 0.8 14

経常利益 980 3.1 1,319 3.9 338

Ⅵ．特別利益

固定資産売却益 ※３ 6 33

営業譲渡益 10 －

貸倒引当金戻入額 12 4

その他 0 29 0.1 － 37 0.1 7
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前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅶ．特別損失

固定資産売却損 ※４ － 110

固定資産除却損 ※５ 3 66

減損損失 ※６ 405 304

土壌改良費用 － 158

その他 9 417 1.4 － 639 1.9 222

税金等調整前当期純利
益

593 1.8 716 2.1 123

法人税、住民税及び事
業税

382 428

法人税等調整額 △124 257 0.8 △114 313 0.9 56

少数株主損失 18 0.1 1 0.0 16

当期純利益 353 1.1 404 1.2 50
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(3）連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書

連結剰余金計算書

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）

（利益剰余金の部）

Ⅰ．利益剰余金期首残高 2,269

Ⅱ．利益剰余金増加高

当期純利益 353 353

Ⅲ．利益剰余金減少高

配当金 90

役員賞与 9 99

Ⅳ．利益剰余金期末残高 2,523
 

連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 

株主資本  　　　　評価・換算差額等

少数株主　
持分 

純資産合計
 

資本金 利益剰余金 自己株式
株主資本　

合計

その他有価
証券評価　
差額金 

 為替換算　
調整勘定

評価・換算
差額等合計 

平成18年３月31日　残高

　　　　　　　　（百万円）
1,504 2,523 △3 4,024 116 20 136 133 4,294

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（百万円）　

(注）
 △90  △90     △90

役員賞与（百万円）（注）  △2  △2     △2

当期純利益（百万円）  404  404     404

自己株式の取得（百万円）   △0 △0     △0

株主資本以外の項目の連結会

計年度中の変動額（純額)　　

　              （百万円）

    18 8 26 72 99

連結会計年度中の変動額合計

　　　　　　　　（百万円）
－ 312 △0 311 18 8 26 72 411

平成19年３月31日　残高

　　　　　　　　（百万円）
1,504 2,835 △3 4,336 134 28 163 206 4,705

 （注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ．営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 593 716

減価償却費 676 717

減損損失 405 304

売上債権の増加額(減少額) 696 △1,734

たな卸資産の増加額(減少額) 150 △907

仕入債務の増加額(減少額) △1,302 2,709

有形固定資産売却益 △6 △33

有形固定資産売却損 ― 110

有形固定資産除却損 3 66

退職給付引当金の増加額 94 120

役員退職慰労引当金の増加額 27 4

未収入金の増加額（減少額） 141 △21

未払費用の増加額 58 139

受取利息及び受取配当金 △10 △6

支払利息 191 188

その他 6 △116

小計 1,726 2,257

利息及び配当金の受取額 10 6

利息の支払額 △189 △182

法人税等の支払額 △415 △371

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,132 1,709
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前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅱ．投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △696 △621

有形固定資産の売却による収入 160 51

投資有価証券の取得による支出 △13 △5

投資有価証券の売却による収入 10 ―

無形固定資産の取得による支出 △14 △63

連結の範囲の変更に伴う子会社株式
の取得による支出

― △125

その他 △31 9

投資活動によるキャッシュ・フロー △585 △754

Ⅲ．財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純減少額 △264 △134

長期借入れによる収入 2,390 3,042

長期借入金の返済による支出 △3,456 △2,993

長期未払金の返済による支出 △13 △14

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △89 △90

少数株主からの払込による収入 151 ―

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,282 △190

Ⅳ．現金及び現金同等物に係る換算差額 25 3

Ⅴ．現金及び現金同等物の増加額（減少
額）

△710 767

Ⅵ．現金及び現金同等物の期首残高 2,353 1,643

Ⅶ．現金及び現金同等物の期末残高 1,643 2,410
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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
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(1）連結の範囲に関する

　　　　　事項

子会社４社すべてを連結しております。連

結子会社名

  ㈱アールケー・エキセル

  タカサゴスチール㈱

  ㈱タカテツライフ

  EXCEL RIM SDN.BHD.

上記のうち、EXCEL RIM SDN.BHD.につきま

しては、当連結会計年度において新たに出資

したため、連結の範囲に含めております。

子会社５社すべてを連結しております。連

結子会社名

  ㈱アールケー・エキセル

  タカサゴスチール㈱

  ㈱タカテツライフ

  EXCEL RIM SDN.BHD.

  RK Excel America, Inc.

上記のうち、RK Excel America, Inc.につ

きましては、当連結会計年度において新たに

取得したため、連結の範囲に含めております。

(2）持分法の適用に関す

る事項

　非連結子会社及び関連会社がないため、該

当事項はありません。

同左

(3）連結子会社の事業年

度等に関する事項

　連結子会社のうちEXCEL RIM SDN.BHD.の

決算日は、12月31日であります。連結財務

諸表の作成に当たっては、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３月31日までの期間

に発生した重要な取引につきましては、連

結上必要な調整を行っております。

 上記以外の連結子会社の事業年度の末日

は、連結決算日と一致しております。

　連結子会社のうちEXCEL RIM SDN.BHD.と

RK Excel America, Inc.の決算日は、12月

31日であります。連結財務諸表の作成に当

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３月31日までの期間に発生した重要

な取引につきましては、連結上必要な調整

を行っております。

 上記以外の連結子会社の事業年度の末日

は、連結決算日と一致しております。

(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

(1）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格に基づく時価法

(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)を採用しております。

１．重要な資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格に基づく時価法

(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。

時価のないもの

同左

(2）たな卸資産

製品、仕掛品、原材料

　主として総平均法による原価法を採用

しております。

(2）たな卸資産

製品、仕掛品、原材料

　　　　　　  同左

貯蔵品

　主として先入先出法による原価法を採

用しております。

貯蔵品

同左

２．重要な減価償却資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

　主として建物及び機械装置については

定額法、その他の有形固定資産は定率法

であります。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

２．重要な減価償却資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

同左

　建物及び構築物　　 ３年～50年

　機械装置及び運搬具 ２年～14年
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項目
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(2）無形固定資産

　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）によ

る定額法、それ以外の無形固定資産につ

いては、定額法を採用しております。

(2) 無形固定資産

同左

３．重要な引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

　金銭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て、回収

不能見込額を計上しております。

３．重要な引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員に支給する賞与に充てるため、

支給見込額のうち当連結会計年度の負担

額を計上しております。

(2）賞与引当金

同左

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務の見

込額に基づき計上しております。

　なお、会計基準変更時差異(1,788百万

円)については、主として15年による按

分額を計上しており、数理計算上の差異

については、各発生年度の翌連結会計年

度から平均残存勤務期間以内の一定の年

数(10年)において定額法による費用処理

をすることとしております。

(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出に備えるため、

内規に基づく当連結会計年度末要支給額

を計上しております。

(4) 役員退職慰労引当金

同左

４．重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨

への換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直

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。なお、在

外子会社等の資産及び負債は、連結決算日

の直物為替相場により円貨に換算し、収益

及び費用は期中平均相場により円貨に換算

し、換算差額は少数株主持分及び資本の部

における為替換算調整勘定に含めて計上し

ております。

４．重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨

への換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直

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。なお、在

外子会社等の資産及び負債は、連結決算日

の直物為替相場により円貨に換算し、収益

及び費用は期中平均相場により円貨に換算

し、換算差額は純資産の部における為替換

算調整勘定及び少数株主持分に含めて計上

しております。

５．重要な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ります。

５．重要なリース取引の処理方法

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

６．重要なヘッジ会計の方法

(1）ヘッジ会計の方法

　金利スワップについては特例処理に

よっており、為替予約取引については振

当処理によっており、ヘッジの有効性の

判定は省略しております。

６．重要なヘッジ会計の方法

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(2) ヘッジ手段、対象と方針

　借入金について、その金利変動のヘッ

ジ手段として金利スワップ取引を採用し

ております。売掛金について、その為替

リスクのヘッジ手段として為替予約を採

用しております。当社はヘッジの対象と

なる資産又は負債を有するものに限り、

これに係るリスクを回避し効率的に管理

する手段としてデリバティブ取引を利用

しており、金利の変動又は為替の変動が

損益に与える影響を軽減することを目的

としております。

(2) ヘッジ手段、対象と方針

同左

７．その他の重要な事項

(1）消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

７．その他の重要な事項

(1）消費税等の会計処理

同左

(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）のれん及び負ののれ

んの償却に関する事項

　          ――――――― 　のれん及び負ののれんの償却については、

発生年度に効果の発現する期間の見積りが可

能なものについてはその年数で、それ以外の

ものについては５年間の均等償却を行なって

おります。  

(7）利益処分項目等の取

扱いに関する事項

　連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分

又は損失処理について連結会計年度中に確定

した利益処分又は損失処理に基づいて作成さ

れております。

―――――

(8）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６ヵ

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。

同左
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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の変更

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 （固定資産の減損に係る会計基準）  　　　　　　　　　―――――――

 当連結会計年度より、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、税金等調整前当期純利益は405百万円減少

しております。なお、セグメント情報に与える影響はあ

りません。

　減損損失累計額につきましては、改正後の連結財務諸

表規則に基づき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） 

 当連結会計年度より「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4,499百万円で

あります。

　なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年

度における連結貸借対照表の純資産の部については、改

正後の連結財務諸表規則により作成しております。

表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 （連結キャッシュ・フロー計算書）

１.営業活動によるキャッシュ・フローの「投資有価証券売

却益」は、当連結会計年度における金額的重要性が乏しい

ため、「その他」に含めております。

　なお、当連結会計年度の「その他」に含まれている「投

資有価証券売却益」は△０百万円であります。

２.投資活動によるキャッシュ・フローの「長期貸付けによ

る支出」は、当連結会計年度における金額的重要性が乏し

いため、「その他」に含めております。

　なお、当連結会計年度の「その他」に含まれている「長

期貸付けによる支出」は△２百万円であります。

　　　　　　　　　 ──────

　　　　　　　　　 ────── （連結損益計算書）

１．前連結会計年度まで営業外収益の「その他」に含めて

表示しておりました「為替差益」は営業外収益の総額の100

分の10を超えたため区分掲記しました。

　なお、前連結会計年度における「為替差益」の金額は９

百万円であります。

２．前連結会計年度まで営業外費用の「その他」に含めて

表示しておりました「支払手数料」は営業外費用の総額の

100分の10を超えたため区分掲記しました。

　なお、前連結会計年度における「支払手数料」の金額は

21百万円であります。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

※１．(1）担保に供している資産 ※１．(1）担保に供している資産

投資有価証券    209百万円

建物及び構築物      1,396百万円

機械装置及び運搬具      3,317百万円

土地      1,666百万円

計  6,590百万円

現金及び預金       75百万円

投資有価証券       238百万円

建物及び構築物        1,304百万円

機械装置及び運搬具        3,055百万円

土地        1,550百万円

計  6,223百万円

上記に対する債務 上記に対する債務

短期借入金 2,873百万円

(うち１年内返済予定の長期借入金 2,587百万円)

長期借入金 3,559百万円

計  6,433百万円

短期借入金 2,514百万円

(うち１年内返済予定の長期借入金 2,165百万円)

長期借入金 2,121百万円

計  4,635百万円

担保に供している資産のうち工場財団組成担保 担保に供している資産のうち工場財団組成担保

建物及び構築物   1,396百万円

機械装置及び運搬具   3,317百万円

土地    1,666百万円

計    6,380百万円

建物及び構築物    1,304百万円

機械装置及び運搬具    3,055百万円

土地    1,550百万円

計 5,910百万円

(2)宅地建物業法第25条に基づく供託資産 (2)宅地建物業法第25条に基づく供託資産

投資有価証券　　　　　　　　 ８百万円 投資有価証券　　　　　　　　  ８百万円

　２．受取手形割引高は、641百万円であります。 　２．受取手形割引高は、1,010百万円であります。

　３．　　　　　　――――― 　３．受取手形裏書譲渡高は、65百万円であります。

※４．当社の発行済株式総数は、普通株式30,080,000株で

あります。

※４．　　　　　　―――――

※５．当社が保有する自己株式の数は、普通株式22,552株

であります。

※５．　　　　　　―――――

　６．受取手形の債権流動化による譲渡高は、1,334百万

円であります。

　６．受取手形の債権流動化による譲渡高は、1,701百万

円であります。
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１．販売費及び一般管理費のうち主要なものは次のとお

りであります。

※１．販売費及び一般管理費のうち主要なものは次のとお

りであります。

製品発送費    708百万円

従業員給与    737百万円

賞与引当金繰入額   60百万円

退職給付引当金繰入額    160百万円

役員退職慰労引当金繰入額   33百万円

製品発送費     720百万円

従業員給与      705百万円

賞与引当金繰入額     116百万円

退職給付引当金繰入額     157百万円

役員退職慰労引当金繰入額 32百万円

※２．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

85百万円

※２．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

  97百万円

※３．　　　　　　――――― ※３．固定資産売却益のうち主要なものは次のとおりであ

ります。

 土地      31百万円

機械装置他      1百万円

※４．　　　　　　――――― ※４．固定資産売却損のうち主要なものは次のとおりであ

ります。

 機械装置      103百万円

 土地      6百万円

※５．固定資産除却損のうち主要なものは次のとおりであ

ります。

※５．固定資産除却損のうち主要なものは次のとおりであ

ります。

機械装置他    ３百万円 建物      9百万円

機械装置      30百万円

撤去費      27百万円

※６．減損損失

　当連結会計年度におきまして当社グループは以下の

資産について減損損失を計上いたしました。　

場所 用途 種類
減損損失

（百万円） 

滋賀県草津市 遊休土地  土地  　　　288

滋賀県草津市  遊休土地  土地  　　　56

滋賀県草津市  遊休設備
 建物及び構

築物等　
 　　　60

 　当社グループは、賃貸不動産及び遊休資産につき

ましては物件ごとに資産のグルーピングを行い、それ

以外の資産につきましては事業所単位で資産のグルー

ピングを行った結果、上記の事業の用に供していない

遊休土地につきましては地価が著しく下落しているた

め、また遊休設備につきましては生産撤退のため、帳

簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損

損失（405百万円）として特別損失に計上いたしまし

た。

　なお、資産の回収可能価額は正味売却価額により算

定しております。主として正味売却価額は既に譲渡契

約を締結しているためその譲渡予定価額から処分費用

見込額を控除して算定しております。　　 

※６．減損損失

　当連結会計年度におきまして当社グループは以下の

資産について減損損失を計上いたしました。　

場所 用途 種類
減損損失

（百万円）

滋賀県草津市 　遊休土地 土地  　　　116

滋賀県草津市 　遊休設備 建物 　　　　43 

滋賀県草津市 　遊休設備
 機械装置及

び構築物等
 　　　144

 　当社グループは、賃貸不動産及び遊休資産につき

ましては物件ごとに資産のグルーピングを行い、それ

以外の資産につきましては事業所単位で資産のグルー

ピングを行った結果、上記の事業の用に供していない

遊休土地につきましては地価が著しく下落しているた

め、また遊休設備につきましては生産撤退のため、帳

簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損

損失（304百万円）として特別損失に計上いたしまし

た。

　なお、資産の回収可能価額は正味売却価額により算

定しております。主として正味売却価額は既に譲渡契

約を締結しているためその譲渡予定価額から処分費用

見込額を控除して算定しております。　　 
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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４月１日　至　平成19年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並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（千株）

当連結会計年度増加
株式数（千株）

当連結会計年度減少
株式数（千株）

当連結会計年度末株
式数（千株）

発行済株式

普通株式 30,080 － － 30,080

合計 30,080 － － 30,080

自己株式

普通株式　　（注） 22 1 － 24

合計 22 1 － 24

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加１千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

２．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
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月23日

定時株主総会
普通株式 90 3.00 平成18年３月31日 平成18年６月23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連結会計年度となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

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６月22日

定時株主総会
普通株式 90  利益剰余金 3.00 平成19年３月31日 平成19年6月22日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

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

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18年３月31日現在） （平成19年３月31日現在）

現金及び預金勘定   1,773百万円

預入期間が６ヵ月を超える定期預金   △130百万円

現金及び現金同等物    1,643百万円

現金及び預金勘定    2,534百万円

預入期間が６ヵ月を超える定期預金   △123百万円

現金及び現金同等物    2,410百万円
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（リース取引関係）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

取得価額
相当額
（百万円）

減価償却
累計額相
当額
（百万円）

期末残高
相当額
（百万円）

機械装置及び
運搬具

1,402 359 1,042

その他 230 176 53

合計 1,632 536 1,096

取得価額
相当額
（百万円）

減価償却
累計額相
当額
（百万円）

期末残高
相当額
（百万円）

機械装置及び
運搬具

1,452 482 969

その他 89 54 34

合計 1,541 537 1,004

(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    150百万円

１年超    970百万円

合計    1,120百万円

１年内    153百万円

１年超 874百万円

合計 1,027百万円

(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    181百万円

減価償却費相当額    157百万円

支払利息相当額    25百万円

支払リース料 175百万円

減価償却費相当額 150百万円

支払利息相当額 25百万円

(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、残存価格を零（残価保証

の取り決めがある場合は残価保証額）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きましては、

利息法によっております。

(5）利息相当額の算定方法

　　　　　　　　　　　同左

(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）

　　　　　　　　　　　同左
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（有価証券関係）

前連結会計年度(平成18年３月31日)

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類
取得原価
(百万円)

連結貸借対照表
計上額
(百万円)

差額
(百万円)

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えるもの

(1) 株式 75 271 195

(2) 債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3) その他 － － －

計 75 271 195

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 － － －

(2) 債券

国債・地方債等 8 8 －

社債 － － －

その他 － － －

(3) その他 － － －

計 8 8 －

合計 84 279 195

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

売　却　額(百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

10 0 －

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

連結貸借対照表計上額(百万円)

その他有価証券

非上場株式 74
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当連結会計年度(平成19年３月31日)

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類
取得原価
(百万円)

連結貸借対照表
計上額
(百万円)

差額
(百万円)

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えるもの

(1) 株式 80 308 227

(2) 債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3) その他 － － －

計 80 308 227

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 － － －

(2) 債券

国債・地方債等 8 8 －

社債 － － －

その他 － － －

(3) その他 － － －

計 8 8 －

合計 89 316 227

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

連結貸借対照表計上額(百万円)

その他有価証券

非上場株式 74

その他 3
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（デリバティブ取引関係）

前連結会計年度(自平成17年４月１日　至平成18年３月31日)及び当連結会計年度(自平成18年４月１日　至平成19年３月

31日)

１．取引の状況に関する事項

(1) 取引の内容、方針、目的、管理体制

　資金の効率的な運用によるコスト削減、収益向上のためデリバティブ取引を行っており、資金調達コス

トの軽減を図るために特定の長期借入金に対して金利スワップ取引を利用し、通貨関係では外貨建金銭債

権債務の為替変動リスクを回避する目的で為替予約取引を利用しております。金利スワップにつきまして

は、デリバティブ管理規程は設けておりませんが、取引につきましての基本方針は取締役会で決定し、取

引の実行及び管理は当該借入金と結びつけて経理部が行っております。為替予約取引につきましては、外

国為替予約管理規程を設け、決裁者の承認を得て経理部へ報告を行っております。また、定期的な報告は

稟議規程に基づいて行っております。

　なお、ヘッジ手段等につきましては「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項6.重要なヘッジ

会計の方法」に記載しております。

(2) 取引のリスク内容

　利用している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、為替予約取引は為替相場の変動

リスクを有しております。なお、当社のデリバティブ取引の契約先はいずれも信用度の高い国内の銀行で

あるため、相手方の契約不履行によるリスクはほとんどないと判断しております。

２．取引の時価等に関する事項

　デリバティブ取引はすべてヘッジ会計を適用しているため、記載を省略しております。
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（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社グループは退職一時金制度を設けております。

　また、従業員の退職等に際して、退職給付会計に準拠した数理計算による退職給付債務の対象とされない

割増退職金を支払う場合があります。

２．退職給付債務に関する事項

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

(1）退職給付債務(百万円) 2,375 2,338

(2）会計基準変更時差異の未処理額(百万円) △1,054 △935

(3）未認識数理計算上の差異(百万円) △133 △94

(4）退職給付引当金(百万円) 1,188 1,308

　（注）　全ての連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

３．退職給付費用に関する事項

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

退職給付費用（百万円） 287 291

(1) 勤務費用（百万円）(注) 121 122

(2) 利息費用（百万円） 31 30

(3) 会計基準変更時差異の費用処理額（百万円） 119 119

(4) 数理計算上の差異の費用処理額(百万円) 15 19

　（注）　簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は「(1)勤務費用」に計上しております。

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

(1) 退職給付見込額の期間配分方法  　　　　期間定額基準  　       同左

(2) 割引率（％） 2.0               1.9

(3) 数理計算上の差異の処理年数（年） 10  同左 

(4) 会計基準変更時差異の処理年数（年） 主として15 同左

（ストック・オプション等関係）

該当事項はありません。
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３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

繰延税金資産 （百万円）

賞与引当金損金算入限度超過額 99

貸倒引当金損金算入限度超過額 26

未払事業税否認額 21

退職給付引当金損金算入限度超

過額
481

役員退職慰労引当金繰入否認額 50

減損損失 47

繰越欠損金 3

未実現利益－たな卸資産 6

その他 61

繰延税金資産小計 796

評価性引当額 △12

繰延税金資産合計 783

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 79

その他 0

繰延税金負債合計 79

繰延税金資産（負債）の純額 703

（注）　繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表

の以下の項目に含まれております。

繰延税金資産 （百万円）

賞与引当金損金算入限度超過額 104

貸倒引当金損金算入限度超過額 9

未払事業税否認額 26

退職給付引当金損金算入限度超

過額
531

役員退職慰労引当金繰入否認額 52

減損損失 38

土壌改良費用 64

未実現利益－たな卸資産 17

その他 68

繰延税金資産小計 913

評価性引当額 △12

繰延税金資産合計 900

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 92

その他 2

繰延税金負債合計 95

繰延税金資産（負債）の純額 805

（注）　繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表

の以下の項目に含まれております。

流動資産－繰延税金資産 153

固定資産－繰延税金資産 549

流動資産－繰延税金資産 195

固定資産－繰延税金資産 610

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

との差異の原因となった主な項目別の内訳

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

との差異の原因となった主な項目別の内訳

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
3.0

住民税均等割 1.4

評価性引当額の増減 △0.4

その他 △1.3

税効果会計適用後の法人税等の負

担率
43.4％

 

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
2.3

住民税均等割 1.2

その他 △0.4

税効果会計適用後の法人税等の負

担率
43.8％
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

鉄鋼製品事
業
（百万円）

モーターサ
イクル関連
部品事業
（百万円）

不動産事業

（百万円）

計

（百万円）

消去又は全
社
（百万円）

連結

（百万円）

Ⅰ．売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 23,231 7,868 417 31,517 － 31,517

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
20 3 32 55 (55) －

計 23,251 7,872 449 31,573 (55) 31,517

営業費用 22,893 7,447 111 30,453 (55) 30,397

営業利益 357 424 338 1,120 － 1,120

Ⅱ．資産、減価償却費、減損損失

及び資本的支出

資産 17,087 6,544 697 24,330 833 25,164

減価償却費 455 186 34 677 (0) 676

減損損失 － 405 － 405 － 405

資本的支出 289 554 － 844 － 844

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

鉄鋼製品事
業
（百万円）

モーターサ
イクル関連
部品事業
（百万円）

不動産事業

（百万円）

計

（百万円）

消去又は全
社
（百万円）

連結

（百万円）

Ⅰ．売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 26,420 7,613 412 34,446 － 34,446

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
14 2 32 48 (48) －

計 26,435 7,615 444 34,495 (48) 34,446

営業費用 25,649 7,275 117 33,043 (48) 32,994

営業利益 785 340 326 1,452 － 1,452

Ⅱ．資産、減価償却費、減損損失

及び資本的支出

資産 20,469 7,050 662 28,182 680 28,863

減価償却費 447 236 34 718 (0) 717

減損損失 － 304 － 304 － 304

資本的支出 411 548 7 966 － 966
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　（注）１．事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品の名称

当社グループが営んでいる事業は、当社を中心に連結子会社における当社製品の販売、一部製品の製造及

び部品の供給等、ほぼ同系列の事業内容であるので、製品の種類、性質及び製造方法の類似性に基づき、冷

延ステンレス鋼帯、めっき鋼帯、みがき帯鋼、みがき特殊帯鋼及びステンレス加工製品等の鉄鋼製品事業、

チェーン、リム等のモーターサイクル関連部品事業、不動産事業に区分しております。

また、これら事業区分に属する主要な製品は次のとおりであります。

事業区分 主要製品

鉄鋼製品
冷延ステンレス鋼帯、めっき鋼帯、みがき帯鋼、みがき特殊帯鋼、ステンレス加工製品

等

モーターサイ

クル関連部品
チェーン、リム等

不動産 不動産賃貸等

２．営業費用は全額各事業に配賦されているので、配賦不能営業費用はありません。

３．資産のうち「消去又は全社」に含めた全社資産の金額及び主な内容は以下のとおりであります。

前連結会計年度 当連結会計年度 主な内容

消去又は全社の項目に含めた

全社資産の金額（百万円） 908 1,574

親会社及び連結子会社での余資

運用資金（現預金）、長期投資

資金（投資有価証券）

ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度につきましては、本邦の売上高及び資産の金額が、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割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略し

ております。

　当連結会計年度より、米国の在外子会社を新たに連結の範囲に含めましたが、本邦の売上高及び資産の金額が、

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に占める割合がいずれも90％超であるため、

所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自平成17年４月１日至平成18年３月31日）

東南アジア 欧州 北米 その他 合　計

Ⅰ．海外売上高（百万円） 955 1,404 560 459 3,379

Ⅱ．連結売上高（百万円） － － － － 31,517

Ⅲ．海外売上高の連結売上高に

占める割合（％）
3.0 4.5 1.8 1.4 10.7

当連結会計年度（自平成18年４月１日至平成19年３月31日）

東南アジア 欧州 北米 その他 合　計

Ⅰ．海外売上高（百万円） 1,382 1,488 605 529 4,006

Ⅱ．連結売上高（百万円） － － － － 34,446

Ⅲ．海外売上高の連結売上高に

占める割合（％）
4.0 4.3 1.8 1.5 11.6

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する地域の主な内訳は次のとおりであります。

(1) 東南アジア・・・・・中国、香港、台湾、韓国

(2) 欧州・・・・・・・・ドイツ、フランス

(3) 北米・・・・・・・・米国

(4) その他・・・・・・・オーストラリア、ニュージーランド

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。
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（関連当事者との取引）

前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

親会社及び法人主要株主等

属性 会社等の名称 住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
被所有割合

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

その他の関

係会社（当

該その他関

係会社の親

会社を含

む）

新日本製鐵

㈱

東京都

千代田

区

419,524
鉄鋼の製

造・販売

間接

19.4％
－

同社商

品の購

入

普通鋼帯鋼、

特殊鋼帯鋼

の購入

4,720 買掛金 1,847

新日鐵住金

ステンレス

㈱

東京都

中央区
5,000

鉄鋼の製

造・販売

直接

19.4％
－

同社商

品の購

入

ステンレス

鋼の購入
5,953 買掛金 3,731

法人主要株

主

三井物産㈱

東京都

千代田

区

192,499

諸商品に関

する貿易業、

問屋業

直接

16.7％
   －

当社製

品の販

売

ステンレス

及びみがき

製品の販売

419
売掛金 69

支払利息 15

㈱メタルワ

ン

東京都

港区
100,000

内外各種商

品の売買及

び輸出入

直接

11.4％
－

当社製

品の販

売

ステンレス

及びみがき

製品の販売

1,119 売掛金 199

　（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らず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

(1）新日本製鐵㈱・新日鐵住金ステンレス㈱からの原材料の購入は、三井物産㈱、㈱メタルワンその他２商社

を経由して購入しており、取引金額等は商社に対する会計帳簿上の取引に基づいて記載しております。な

お、価格は市場の実勢価格で決定しております。

(2）ステンレス及びみがき製品の販売につきましては、価格その他の取引条件は、当社と関連を有しない他の

当事者と同様の条件によっております。

(3）三井物産㈱に対する支払利息は、原材料の購入に対する金利であり、利率は市場金利を勘案して合理的に

決定しております。

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

親会社及び法人主要株主等

属性 会社等の名称 住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
被所有割合

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

その他の関

係会社（当

該その他関

係会社の親

会社を含

む）

新日本製鐵

㈱

東京都

千代田

区

419,524
鉄鋼の製

造・販売

間接

30.8％
－

同社商

品の購

入

普通鋼帯鋼、

特殊鋼帯鋼

の購入

4,063 買掛金 1,598

新日鐵住金

ステンレス

㈱

東京都

中央区
5,000

鉄鋼の製

造・販売

直接

30.8％

 役員

 １名

 

同社商

品の購

入

ステンレス

鋼の購入
6,144 買掛金 3,605

 

法人主要株

主

三井物産㈱

東京都

千代田

区

295,797

諸商品に関

する貿易業、

問屋業

直接

16.7％
   －

当社製

品の販

売

ステンレス

及びみがき

製品の販売

352
売掛金 111

支払利息 9

㈱メタルワ

ン

東京都

港区
100,000

内外各種商

品の売買及

び輸出入

直接

　　11.4％
－

当社製

品の販

売

ステンレス

及びみがき

製品の販売

393 売掛金 222

　（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らず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

(1）新日本製鐵㈱・新日鐵住金ステンレス㈱からの原材料の購入は、三井物産㈱、㈱メタルワンその他２商社

を経由して購入しており、取引金額等は商社に対する会計帳簿上の取引に基づいて記載しております。な

お、価格は市場の実勢価格で決定しております。

(2）ステンレス及びみがき製品の販売につきましては、価格その他の取引条件は、当社と関連を有しない他の

当事者と同様の条件によっております。

(3）三井物産㈱に対する支払利息は、原材料の購入に対する金利であり、利率は市場金利を勘案して合理的に

決定しております。 
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３．㈱メタルワンは平成18年11月13日の主要株主の異動により法人主要株主ではなくなりましたので、上記取引

金額は当該異動日までの取引金額を、期末残高は当該異動日現在の残高を記載しております。また、議決権

等の被所有割合は、当該異動の直前の被所有割合を記載しております。 

（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額   138円35銭

１株当たり当期純利益   11円69銭

１株当たり純資産額      149円70銭

１株当たり当期純利益     13円46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

　（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。

前連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当期純利益（百万円） 353 404

普通株主に帰属しない金額（百万円） 2 －

（うち利益処分による役員賞与金） 　(2) 　　（－）

普通株式に係る当期純利益（百万円） 351 404

期中平均株式数（千株） 30,059 30,056

（重要な後発事象）

        該当事項はありません。
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

前事業年度（平成18年３月31日） 当事業年度（平成19年３月31日） 対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

資産の部

Ⅰ　流動資産

現金及び預金 872 1,540 668

受取手形 ※1 2,307 2,894 587

売掛金 ※1 3,572 4,918 1,346

製品 1,149 1,287 138

原材料 889 730 △159

仕掛品 1,752 2,147 395

貯蔵品 116 139 22

前払費用 24 20 △4

繰延税金資産 83 95 11

未収入金 366 391 25

未収消費税等 4 － △4

短期貸付金 ※１ 134 320 185

その他 4 2 △1

貸倒引当金 △4 △7 △3

流動資産合計 11,272 61.9 14,482 66.2 3,209

Ⅱ　固定資産

(1) 有形固定資産 ※２

建物 3,732 3,790

減価償却累計額 △2,055 1,676 △2,127 1,662 △13

構築物 520 539

減価償却累計額 △402 117 △410 128 11

機械装置 12,818 12,217

減価償却累計額 △10,105 2,713 △9,693 2,524 △188

車両運搬具 68 74

減価償却累計額 △65 3 △64 10 6

工具器具備品 859 785

減価償却累計額 △762 97 697 88 △9

土地 1,116 1,116  －

建設仮勘定 16 8 △8

有形固定資産合計 5,740 31.5 5,539 25.3 △201
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前事業年度（平成18年３月31日） 当事業年度（平成19年３月31日） 対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

(2）無形固定資産

借地権 196 225 28

ソフトウェア 9 6 △2

電話加入権 7 7 －

無形固定資産合計 213 1.2 238 1.1 25

(3）投資その他の資産

投資有価証券 26 23 △2

関係会社株式 542 542  －

長期貸付金 16  － △16

従業員に対する長期貸
付金

3 2  △0

関係会社長期貸付金 30 655 625

長期前払費用 14 7 △7

破産更生債権等 9 12 2

繰延税金資産 333 375 41

その他 14 17 2

貸倒引当金 △9 △12 △2

投資その他の資産合計 981 5.4 1,624 7.4 643

固定資産合計 6,935 38.1 7,403 33.8 467

資産合計 18,208 100.0 21,885 100.0 3,677
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前事業年度（平成18年３月31日） 当事業年度（平成19年３月31日） 対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

負債の部

Ⅰ　流動負債

支払手形  1,981 2,607 626

買掛金  5,839 7,603 1,764

短期借入金 960 760 △200

１年内に返済する長期
借入金

※２ 1,486 1,721 235

未払金 59 54 △5

未払費用  358 384 26

未払法人税等 145 248 103

未払消費税等  － 20 20

前受金 32 26 △5

預り金 38 56 18

設備関係支払手形 94 271 176

賞与引当金 133 141 8

流動負債合計 11,128 61.1 13,896 63.5 2,768

Ⅱ　固定負債

長期借入金 ※２ 2,141 2,650 508

長期未払金 83 69 △14

退職給付引当金 738 846 108

役員退職慰労引当金 74 64 △10

その他 100 100  －

固定負債合計 3,138 17.3 3,731 17.0 592

負債合計 14,266 78.4 17,627 80.5 3,361

資本の部

Ⅰ　資本金 ※３ 1,504 8.2 －  －

Ⅱ　利益剰余金

(1）利益準備金 279 －

(2) 任意積立金

　　別途積立金 1,000 －

(3）当期未処分利益 1,153 －

利益剰余金合計 2,432 13.4 － － －

Ⅲ　その他有価証券評価差額
金

8 0.0 － － －

Ⅳ　自己株式 ※４ △3 △0.0 －   

資本合計 3,941 21.6 －  －

負債及び資本合計 18,208 100.0 －  －
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前事業年度（平成18年３月31日） 当事業年度（平成19年３月31日） 対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

純資産の部         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   － －  1,504 6.9 －

２．利益剰余金         

(1）利益準備金  －   288   －

(2）その他利益剰余金         

別途積立金  －   1,000   －

繰越利益剰余金  －   1,463   －

利益剰余金合計   － －  2,751 12.6 －

３.自己株式　   － －  △3  △0.0 －

株主資本合計   － －  4,251 19.4 －

Ⅱ　評価・換算差額等         

　その他有価証券評価差額
金

  － －  6 0.0 －

評価・換算差額等合計   － －  6 0.0 －

純資産合計   － －  4,257 19.5 －

負債純資産合計   － －  21,885 100.0 －
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(2）損益計算書

前事業年度
（自平成17年４月１日
至平成18年３月31日）

当事業年度
（自平成18年４月１日
至平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅰ　売上高 ※１ 20,749 100.0 24,046 100.0 3,297

Ⅱ　売上原価  

１．製品期首たな卸高 1,048 1,149  

２．当期製品製造原価 ※２ 18,207 21,115  

３．製品仕入高 355 329  

合計 19,610 22,593  

４．製品期末たな卸高 1,149 18,461 89.0 1,287 21,305 88.6 2,844

売上総利益 2,288 11.0 2,741 11.4 453

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

※２  

製品発送費 550 563  

役員報酬 70 64  

従業員給与 422 445  

賞与引当金繰入額 37 44  

退職給付引当金繰
入額

104 103  

役員退職慰労引当
金繰入額

17 17  

福利厚生費 109 109  

減価償却費 36 38  

試験研究費 5 11  

その他 369 1,724 8.3 385 1,783 7.4 58

営業利益 563 2.7 957 4.0 394

Ⅳ　営業外収益  

受取利息 ※１ 5 11  

受取配当金 0 0  

賃貸料 5 5  

クレーム補償金 15 9  

その他 16 42 0.2 6 32 0.1 △9

 

高砂鐵工㈱(5458)平成 19 年 3 月期決算短信

－ 37 －



前事業年度
（自平成17年４月１日
至平成18年３月31日）

当事業年度
（自平成18年４月１日
至平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅴ　営業外費用  

支払利息 99 108  

手形売却損 8 6  

支払手数料 －   31    

その他 30 138 0.6 13 159 0.6 20

経常利益 467 2.3 830 3.5 363

Ⅵ　特別損失  

固定資産売却損  ※３ － 95  

固定資産除却損  ※４ － － － 17 112 0.5 112

税引前当期純利益 467 2.3 718 3.0 251

法人税、住民税及び
事業税

237 362  

法人税等調整額 △39 197 1.0 △52 309 1.3 111

当期純利益 269 1.3 408 1.7 139

前期繰越利益 884 － －

当期未処分利益 1,153 － －
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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６月23日）

区分
注記
番号

金額（百万円）

Ⅰ　当期未処分利益 1,153

Ⅱ　利益処分額

１．利益準備金 9

２．配当金 90

３．役員賞与金 －

（うち監査役賞与金） (－) 99

Ⅲ　次期繰越利益 1,054

株主資本等変動計算書

当事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

株主資本
 評価・換算

差額等

 純資産合計

資本金

利益剰余金

 自己株式
株主資本合
計

その他有価
証券評価差
額金 

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高

　　　　　　　（百万円）
1,504 279 1,000 1,153 2,432 △3 3,933 8 3,941

事業年度中の変動額

剰余金の配当（百万円）

（注）
 9  △99 △90  △90  △90

当期純利益（百万円）    408 408  408  408

自己株式の取得（百万円）      △0 △0  △0

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）

　　　　　　（百万円）

       △1 △1

事業年度中の変動額合計

　　　　　　　（百万円）
－ 9 － 309 318 △0 318 △1 316

平成19年３月31日　残高

　　　　　　　（百万円）
1,504 288 1,000 1,463 2,751 △3 4,251 6 4,257

 （注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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重要な会計方針

項目 前事業年度
（自平成17年４月１日
至平成18年３月31日）

当事業年度
（自平成18年４月１日
至平成19年３月31日）

１．有価証券の評価基準

及び評価方法

(1）子会社株式及び関連会社株式

　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）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。

 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

　製品、原材料、仕掛品は総平均法による原

価法、貯蔵品は先入先出法による原価法を採

用しております。

　　　　　　　　　同左

３．固定資産の減価償却

の方法

(1）有形固定資産

　建物及び機械装置については定額法、そ

の他の有形固定資産は定率法を採用してお

ります。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであり

ます。

(1）有形固定資産

同左

建物　　　　３年～50年

機械装置　　４年～14年

(2）無形固定資産

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）による定

額法を採用しております。

(2）無形固定資産

同左

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　金銭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て、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

　従業員に支給する賞与に充てるため、支

給見込額のうち当事業年度の負担額を計上

しております。

(2）賞与引当金

同左

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事業

年度末における退職給付債務の見込額に基

づき計上しております。

　なお、会計基準変更時差異（1,129百万

円）については、15年による按分額を計上

しており、数理計算上の差異については、

各発生年度の翌事業年度から平均残存勤務

期間以内の一定の年数(10年)において定額

法による費用処理をすることとしておりま

す。

(3）退職給付引当金

同左
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項目 前事業年度
（自平成17年４月１日
至平成18年３月31日）

当事業年度
（自平成18年４月１日
至平成19年３月31日）

(4）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備えるため、

内規に基づく当事業年度末要支給額を計上

しております。

(4）役員退職慰労引当金

　　　　　　　　同左

５．リース取引の処理の

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

６．ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法

　金利スワップについては特例処理によっ

ており、為替予約取引については振当処理

によっており、ヘッジの有効性の判定は省

略しております。

(1) ヘッジ会計の方法

同左

(2) ヘッジ手段、対象と方針

　借入金について、その金利変動のヘッジ

手段として金利スワップ取引を採用してお

ります。売掛金について、その為替リスク

のヘッジ手段として為替予約を採用してお

ります。当社はヘッジの対象となる資産又

は負債を有するものに限り、これに係るリ

スクを回避し効率的に管理する手段として

デリバティブ取引を利用しており、金利の

変動又は為替の変動が損益に与える影響を

軽減することを目的としております。

(2) ヘッジ手段、対象と方針

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４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３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。 

　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　―――――――  （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4,257百万円で

あります。

　なお、財務諸表規則の改正により、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

表規則により作成しております。

表示方法の変更

前事業年度
（自平成17年４月１日
至平成18年３月31日）

当事業年度
（自平成18年４月１日
至平成19年３月31日）

　　　　　　　　　　──────

 

 

 

 

 

 

 

（損益計算書）

　前期まで営業外費用の「その他」に含めて表示しており

ました「支払手数料」は、営業外費用の総額の100分の10

を超えたため区分掲記しました。

　なお、前期における「支払手数料」の金額は17百万円で

あります。　　　　　　　　　
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度（平成18年３月31日） 当事業年度（平成19年３月31日）

※１．関係会社項目

関係会社に対する資産及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。

※１．関係会社項目

関係会社に対する資産及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。

受取手形及び売掛金 560百万円 受取手形及び売掛金    867百万円

短期貸付金    316百万円

※２．担保に供している資産は次のとおりであります。 ※２．担保に供している資産は次のとおりであります。

(イ)有形固定資産のうち本社工場及びみがき帯鋼事業

部の建物974百万円、機械装置2,382百万円、土地

382百万円、合計3,739百万円は、工場財団を組成

して、１年内に返済する長期借入金1,438百万円、

長期借入金2,025百万円の担保に供しております。

(イ)有形固定資産のうち本社工場及びみがき帯鋼事業

部の建物994百万円、機械装置2,217百万円、土地

382百万円、合計3,594百万円は、工場財団を組成

して、１年内に返済する長期借入金1,233百万円、

長期借入金1,242百万円の担保に供しております。

(ロ)有形固定資産のうち建物125百万円、土地600百万

円は、工場財団を組成して、㈱アールケー・エキ

セルの債務223百万円の担保に供しております。

(ロ)有形固定資産のうち建物117百万円、土地600百万

円は、工場財団を組成して、㈱アールケー・エキ

セルの債務223百万円の担保に供しております。

※３．授権株式数　　　普通株式 120,320,000株

発行済株式総数　普通株式   30,080,000株

※３．　　　　　　　―――――  

   

※４．自己株式

当社が保有する自己株式の数は、普通株式22,552株

であります。

※４．　　　　　　　―――――

　　　　　　　

５．下記の関係会社の銀行借入金等に対し保証を行って

おります。

５．下記の関係会社の銀行借入金等に対し保証を行って

おります。

㈱アールケー・エキセル    200百万円

タカサゴスチール㈱   15百万円

㈱アールケー・エキセル     200百万円

タカサゴスチール㈱     5百万円

６．受取手形割引高 200百万円 ６．受取手形割引高    420百万円

７．受取手形の債権流動化による譲渡高

     1,334百万円

７．受取手形の債権流動化による譲渡高

          1,701百万円

８．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８百万円であ

ります。

８．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６百万円であ

ります。
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自平成17年４月１日
至平成18年３月31日）

当事業年度
（自平成18年４月１日
至平成19年３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。

売上高 1,683百万円

受取利息  4百万円

売上高  1,855百万円

受取利息   10百万円

※２．研究開発費の総額 ※２．研究開発費の総額

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

  45百万円     58百万円

 ※３．　　　　　　　―――――

 

 ※４．　　　　　　　―――――

※３．固定資産売却損のうち主要なものは次のとおりであ

ります。

機械装置  　　　　　　95百万円

 ※４．固定資産除却損のうち主要なものは次のとおりであ

　　ります。

建物      2百万円

機械装置      14百万円

その他      1百万円

（株主資本等変動計算書関係）

当事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31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（千株）

当事業年度増加株
式数（千株）

当事業年度減少株
式数（千株）

当事業年度末株式
数（千株）

普通株式 22 1 － 24

合計 22 1 － 24
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（リース取引関係）

前事業年度
（自平成17年４月１日
至平成18年３月31日）

当事業年度
（自平成18年４月１日
至平成19年３月31日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

取得価額
相当額
（百万円）

減価償却
累計額相
当額
（百万円）

期末残高
相当額
（百万円）

機械及び装置 1,077 215 861

工具・器具及
び備品

135 115 19

その他 8 6 2

合計 1,220 337 883

取得価額
相当額
（百万円）

減価償却
累計額相
当額
（百万円）

期末残高
相当額
（百万円）

機械及び装置 1,135 298 836

工具・器具及
び備品

35 22 12

その他 3 1 1

合計 1,173 322 851

(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  90百万円

１年超    809百万円

合計    899百万円

１年内    95百万円

１年超       771百万円

合計       866百万円

(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   110百万円

減価償却費相当額   92百万円

支払利息相当額   17百万円

支払リース料      109百万円

減価償却費相当額     90百万円

支払利息相当額    18百万円

(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、残存価格を零（残価保証

の取り決めがある場合は残価保証額）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きましては、

利息法によっております。

(5）利息相当額の算定方法

　　　　　　　　　　　同左

（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）

　　　　　　　　　　　同左

（有価証券関係）

　前事業年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）及び当事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３

月31日）における子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18年３月31日） 当事業年度　（平成19年３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

（単位　百万円）

繰延税金資産

賞与引当金損金算入限度超過額 54

未払事業税否認額 12

退職給付引当金損金算入限度超

過額 300

役員退職慰労引当金繰入否認額 30

その他 26

繰延税金資産小計 424

評価性引当額 △1

繰延税金資産合計 422

（単位　百万円）

繰延税金資産

賞与引当金損金算入限度超過額 57

未払事業税否認額 20

退職給付引当金損金算入限度超

過額 344

役員退職慰労引当金繰入否認額 26

その他 28

繰延税金資産小計 476

評価性引当額 △1

繰延税金資産合計 475

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 5

繰延税金負債合計 5

繰延税金資産の純額 416

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 4

繰延税金負債合計 4

繰延税金資産の純額 470

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

との差異の原因となった主な項目別の内訳

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

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であるた

め注記を省略しております。

法定実効税率 40.7％

（調整）

交際費等永久に損金に算入され

ない項目
1.4

住民税均等割 0.9

その他 0.1

税効果会計適用後の法人税等の負

担率
43.1％

（１株当たり情報）

前事業年度
（自平成17年４月１日
至平成18年３月31日）

当事業年度
（自平成18年４月１日
至平成19年３月31日）

１株当たり純資産額   131円13銭

１株当たり当期純利益   8円96銭

１株当たり純資産額   141円67銭

１株当たり当期純利益    13円60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、潜在株式が存在し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４月１日
至　平成18年３月31日)

当事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当期純利益（百万円） 269 408

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 

（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（百万円） 269 408

期中平均株式数（千株） 30,059 30,056

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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６．その他
　役員の異動（平成19年６月22日付）

　　①新任取締役候補

取締役 
おおうえ けいいち 

大植　啓一
〔現・参与〕

取締役
あおき　しゅんぞう

青木　俊造
〔現・参与 名古屋支店長〕

  　②退任予定取締役

取締役
わたなべ　すみお 

渡辺　純夫
〔常任顧問就任予定〕　

取締役
かわかみ　まこと

川上　真琴
〔常任顧問就任予定〕　
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