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代  表  者（役職名）取締役社長 (氏名)  山本 千秋 
問合せ先責任者（役職名）経 理 部 長 (氏名)  井上 雄象                      TEL(O284)71-3131 
 
定時株主総会開催予定日   平成19年6月26日         配当支払開始予定日      平成19年6月27日 
有価証券報告書提出予定日  平成19年6月28日 
 

（百万円未満切捨て） 

１．平成19年3月期の業績（平成18年4月1日～平成19年3月31日） 
（１）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 

 
19年3月期 
18年3月期 

百万円 
6,282 
5,667 

％
10.9
6.8

百万円
237 
191 

％
23.9
0.5

百万円
268 
225 

％ 
19.0 
8.2 

百万円
114 
104 

％
9.3

△4.6

 
 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 

 
19年3月期 
18年3月期 

円 
19 
16 

銭 
09 
72 

円
－ 
－ 

銭
－ 
－ 

％
4.4 
4.2 

％ 
4.7 
4.4 

％
3.8 
3.4 

(参考) 持分法投資損益 19年3月期     16 百万円  18年3月期    － 百万円            
 
（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3月期 
18年3月期 

百万円
6,260 
5,264 

百万円
2,593 
2,560 

％ 
41.4 
48.6 

円
432 
426 

銭
39 
04 

(参考) 自己資本 19年3月期  2,593百万円  18年3月期  2,560百万円   

 
（３）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 

 
19年3月期 
18年3月期 

百万円
463 
－ 

百万円
△1,148 

－ 

百万円 
711 
－ 

百万円
128 
－ 

（注）当事業年度から非連結での開示を行っているため、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書は記載しておりま
せん。 

 
２．配当の状況 
 １株当たり配当金 

(基準日) 中間期末 期 末 年 間 

配当金総額 
(年間) 

配当性向 純資産
配当率

 
18年3月期 

円 
－ 

銭 
－ 

円
6 

銭
00

円
6 

銭
00

百万円 
36 

％ 
35.9 

％
1.4 

19年3月期 － － 6 00 6 00 35 31.4 1.4 

20年3月期（予想） － － 6 00 6 00  28.8  
 
 
３．平成20年3月期の業績予想（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 3,109 4.5 84 15.1 85 1.2 42 75.0 7 00 

通 期 6,400 1.9 245 3.4 240 △10.4 125 9.6 20 84 

 
 
 

http://www.tatsumi-ta.co.jp/
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４．その他 
（１）重要な会計方針の変更 

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、12ページ「重要な会計方針」及び「会計処理方法の変更」をご覧ください。〕 

 
（２）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 6,000,000株 18年3月期 6,000,000株 
② 期末自己株式数         19年3月期    800株 18年3月期        －株 

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、19ページ「１株当たり情報」を
ご覧ください。 

 
 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

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たものであり、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場合があります。なお、上記の予想の前提
条件およびその他の関連事項につきましては、添付資料の３ページ「１．経営成績(1)経営成績に
関する分析」をご覧下さい。 
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1.経営成績 

(1)  経営成績に関する分析 

① 当期の経営成績 

当期における我が国の経済は、着実な企業業績を背景に、設備投資が増加し、さらに雇用環境

の改善もあり、景気は緩やかな回復基調が続いております。 

この様な状況のなか、国内の自動車市場におきましては、国内販売が、前年度比4.2%減となり

ましたが、輸出が欧米を中心に好調であり、国内生産は、５年連続で前年を上回りました。 

また、海外における自動車市場は、米国は引続き底堅く、アジアは拡大基調であって、総体的

には堅調に推移いたしました。 

この様な環境のなかで、当社は技術・品質・製造の体質改革を進めるとともに、既存得意先へ

の拡販と新規得意先の開拓を図ってまいりました。 

この結果、当社の売上高は、国内外において主力とする自動車電装品用部品及びブレーキ用部

品の新製品立上げに伴う受注の好調により、前年度比615百万円増の6,282百万円（前年度比10.9%

増）となりました。 

一方、利益面におきましては、工場内総合レイアウト計画の実施による建物解体費用や減価償

却費等の増加があったものの、売上増収効果により、営業利益は前年度比45百万円増の237百万円

（前年度比23.9%増）、経常利益は有価証券売却益の計上により、前年度比42百万円増の268百万

円（前年度比19.0%増）、当期純利益は前年度比9百万円増の114百万円（前年度比9.3%増）となり

ました。 

なお、部門別の主な状況は、次のとおりであります。 

売上高は、四輪車視界確保用部品が、前年度比189百万円増（42.3%増）の638百万円、ブレー

キ用部品が、前年度比297百万円増（14.1%増）の2,416百万円となり利益に貢献しました。 

 

② 次期の見通し 

今後の経済見通しについては、景気回復は底堅さを保ちつつ推移することが予想されますが、原

材料・原油価格の高止まり、所得税減税の廃止や社会保険料の引き上げ、金融政策転換の決定等

もあり、今後の安定的成長には、不透明感も帯びてきました。 

自動車部品業界におきましては、日本の自動車メーカーの海外生産が拡大するのに伴い、グ

ローバルレベルでの品質・コスト競争が益々加速し、更に厳しさを増すことが予測されます。 

この様な事業環境のなか、原材料価格の高止まりと得意先からの中国コストとの競争力強化要

請は、当社にとって重大な脅威となっており、更には、一昨年より始まった工場内総合レイアウ

ト計画の大型投資に伴う償却費負担がピークを向かえる等、厳しい状況は続きますが、売上の拡

大と収益体質の改善に努め、品質面を含めたトータルコストにおいて競争力のある製品を開発し、

業績の一層の向上を目指すとともに、お客様や社会から信頼される企業価値の更なる向上を目指

す所存であります。 

また、平成19年度は、第６次中期経営計画の最終年度にあたり、諸施策の達成と、次期中期に

向けた体質強化策として設備保全活動による設備効率の極限の追求と新生産管理システムの導入

による在庫ロスの排除を行ってまいります。 

次期の業績の見通しは、売上高 6,400百万円(前年度比1.9%増)、営業利益 245百万円(前年度

3.4%増)、経常利益240百万円(前年度比 10.4%減)、当期純利益は125百万円(前年度比9.6%増)を予

測しております。 

 

③ 目標とする経営指標の達成状況 

当社は、本業での利益確保を最優先と考え、売上高営業利益率を重視しております。過去の実

績は、3.6%(平成 17 年 3 月期)、3.4%(平成 18 年 3 月期) 、3.8%(平成 19 年 3 月期)となっており

ます。 

 

 (2)  財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

当事業年度末の総資産は、前事業年度末に比べ 995 百万円増加の 6,260 百万円となりました。 

資産の部では、流動資産が前事業年度末に比べ 190 百万円増加の 3,056 百万円となりました。 

主な要因は、売掛金(136 百万円)の増加によるものです。また、固定資産は、前事業年度末に比

べ 805 百万円増加の 3,203 百万円となりました。主な要因は、建物(305 百万円)、機械装置(250

－  － 3
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百万円)、関係会社株式(280 百万円)の増加によるものです。 

負債の部では、流動負債が前事業年度末に比べ 292 百万円増加の 2,667 百万円となりました。

主な要因は、未払金(150 百万円)の増加によるものです。また、固定負債は、前事業年度末に比べ

669 百万円増加の 999 百万円となりました。主な要因は、長期借入金(685 百万円)の増加によるも

のです。 

純資産の部では、前事業年度末に比べ 33 百万円増加の 2,593 百万円となりました。主な要因は、

当期純利益(114 百万円)によるものです。 

 

② キャッシュ・フローの状況 

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

なお、非連結での開示が当事業年度からとなるためキャッシュ・フローは、前事業年度との比

較を行なっておりません。 

キャッシュ・フローにおける当事業年度末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、

128百万円となりました。 

（営業活動によるキヤッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、463百万円となりました。 

これは主に減価償却費と税引前当期純利益によるものであります。 

(投資活動によるキヤッシュ・フロー) 

投資活動の結果支出した資金は、1,148百万円となりました。 

これは主に総合レイアウト計画に基づく建屋の新築及び改修と能力増強及び環境対応のための

生産設備（メッキ・廃水処理装置）の取得によるものです。 

(財務活動によるキヤッシュ・フロー） 

財務活動の結果得られた資金は、711百万円となりました。 

これは、設備投資及び関連会社への出資のための資金として長期借入金を金融機関より行った

ためであります。 

 

③ キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 

 

 

 

 

 
＜キャッシュ・フロー指標のトレンド＞ 

※  自己資本比率 ：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率 ： 株式時価総額／総資産 

債務償還年数 ：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ ： 営業キャッシュ・フロー／利払い 

自己資本比率(%) 49.8 48.6 41.4

時価ベースの自己資本比率(%) 34.5 42.2 31.0

債務償還年数(年) - - 3.1

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) - - 45.5

平成17年3月期 平成19年3月期平成18年3月期

1. 各指標は、財務数値により計算しており、当事業年度より非連結での開示となります。 

2. 株式時価総額は、期末株価終値 ×期末発行済株式総数により計算しております。 

3. 営業キャッシュ・フローは、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。有利子負債は、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、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 

株主の皆様への安定した配当の継続を 経営の最重要課題として認識しており業績、財政状態及び

配当性向等を総合的に勘案した利益の還元に努めることを基本方針としております。 

また、内部留保金につきましては、財務体質の強化を図りながら、設備投資、海外投資、研究開

発活動に活用して、将来の成長へつなげていくことで、株主の皆様のご支援にお応えしてまいる所

存であります。 

なお、当期の期末配当金は、1株当たり普通配当6円を予定しており、次期につきましても同水準の

配当を予定しております。 

－  － 4
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２．企業集団の状況 

最近の有価証券報告書（平成18年６月29日提出）における「事業の内容」及び「関係会社の状況」か

ら重要な変更がないため開示を省略しております。 

 

３．経営方針 

(1) 会社経営の基本方針 

(2) 目標とする経営指標 

(3) 中長期的な経営戦略 

(4) 会社の対処すべき課題 

上記の項目につきましては、平成19年３月期中間決算短信（平成18年11月10日開示）により開示を

行った内容から重要な変更がないため開示を省略しております。 

当該中間決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

 http://www.tatsumi-ta.co.jp

（ジャスダック証券取引所ホームページ（「JDS」検索ページ）） 

http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/

(5) 内部管理体制の整備・運用状況 

当該事項につきましては、平成18年５月10日発表の「内部統制システム構築の基本方針に関する決

議のお知らせ」に記載しております。 

（当社ホームページ） 

 http://www.tatsumi-ta.co.jp

－  － 5
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４. 財務諸表等 

(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) 
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   102,026 128,992  
２．受取手形   268,199 289,404  
３．売掛金 (注2)  1,037,424 1,173,692  
４．有価証券   66,572 －  
５．製品   194,241 197,302  
６．原材料   36,665 43,536  
７．仕掛品   244,670 276,049  
８．貯蔵品   131,282 144,649  
９．前払費用   2,463 3,994  

10．繰延税金資産   59,200 67,876  

11．未収入金 (注2)  714,462 724,636  
12．その他 (注2)  10,946 8,620  

貸倒引当金   △1,700 △1,800  

流動資産合計   2,866,455 54.4 3,056,954 48.8 190,499

Ⅱ 固定資産 
    

１．有形固定資産     

(1) 建物 (注1) 1,645,799 1,921,724   

減価償却累計額  1,259,037 386,761 1,229,724 691,999  

(2) 構築物 (注1) 143,542 160,465   

減価償却累計額  93,185 50,356 97,373 63,091  

(3) 機械装置 (注1) 3,197,672 3,477,977   

減価償却累計額  2,487,551 710,121 2,517,362 960,614  

(4) 車両運搬具  16,986   

減価償却累計額  

13,986 
10,683 3,302 11,757 5,229  

(5) 工具器具備品 (注1) 557,000 541,428   

減価償却累計額  408,482 148,518 396,318 145,110  

(6) 土地 (注1)  36,937 36,937  

(7) 建設仮勘定   109,916 66,837  

有形固定資産合計   1,445,914 27.5 1,969,820 31.5 523,906

２．無形固定資産     

(1) 借地権   4,892 4,892  

(2) ソフトウェア   4,757 3,292  

(3) その他   896 878  

無形固定資産合計   10,546 0.2 9,063 0.1 △1,483

３．投資その他の資産     

(1) 投資有価証券   167,566 134,253  

(2）関係会社株式   372,900 653,063  

(3) 出資金   300 300  

(4) 前払年金資産   323,777 363,435  

(5) 事業保険   24,118 28,638  

(6) その他   53,232 44,865  

投資その他の資産合計   941,895 17.9 1,224,555 19.6 282,660

固定資産合計   2,398,356 45.6 3,203,439 51.2 805,083

資産合計   5,264,812 100.0 6,260,394 100.0 995,582
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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) 
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．買掛金 (注2)  244,015 239,658  

２．短期借入金 (注1)  485,900 485,900  

３．1年内返済予定長期借入金   52,580 114,720  

４．未払金 (注2)  1,457,989 1,607,754  

５．未払法人税等   6,147 68,884  

６．未払消費税等   1,294 4,024  

７．未払配当金   275 528  

８．未払費用   13,286 21,526  

９．前受金 (注2)  12,757 19,213  

10．預り金   13,220 13,088  

11．賞与引当金   87,075 91,852  

流動負債合計   2,374,542 45.1 2,667,149 42.6 292,607

Ⅱ 固定負債     

１．長期借入金   146,560 831,840  

２．長期未払金   51,163 25,581  

３．役員退職慰労引当金   15,575 20,463  

４．繰延税金負債   116,221 121,390  

固定負債合計   329,519 6.3 999,275 16.0 669,756

負債合計   2,704,061 51.4 3,666,425 58.6 962,364

     

（資本の部）     

Ⅰ 資本金   715,000 13.6 － － △715,000

Ⅱ 資本剰余金     

資本準備金  677,955 －   

資本剰余金合計   677,955 12.9 － － △677,955
Ⅲ 利益剰余金     

１．利益準備金  60,000 －   

２．任意積立金     

別途積立金  800,000 －   

３．当期未処分利益  261,887 －   

利益剰余金合計   1,121,887 21.3 － － △1,121,887

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

  45,907 0.8 － － △45,907

資本合計   2,560,750 48.6 － － △2,560,750

負債資本合計   5,264,812 100.0 － － △5,264,812

     

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

１．資本金   － － 715,000 11.4 715,000

２．資本剰余金     

資本準備金  － 677,955   

       資本剰余金合計   － － 677,955 10.8 677,955

３．利益剰余金     

  （１）利益準備金  － 60,000   

  （２）その他利益剰余金     

     別途積立金  － 900,000   

     繰越利益剰余金  － 235,937   

       利益剰余金合計   － － 1,195,937 19.1 1,195,937
４．自己株式   － － △260 △0.0 △260

   株主資本合計   － － 2,588,632 41.3 2,588,632

Ⅱ 評価・換算差額等     

その他有価証券評価差
額金 

  － － 5,336 0.1 5,336

評価・換算差額等合計   － － 5,336 0.1 5,336
純資産合計   － － 2,593,968 41.4 2,593,968
負債純資産合計   － － 6,260,394 100.0 6,260,394
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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） 

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 (注1) 5,667,401 100.0 6,282,645 100.0 615,244

Ⅱ 売上原価    

1.期首製品たな卸高  143,409 194,241   

2.当期製品製造原価 (注1.4) 5,023,434 5,534,527   

合計  5,166,843 5,728,768   

3.他勘定へ振替高 (注2) 855 2,568   

4.期末製品たな卸高  194,241 4,971,746 87.7 197,302 5,528,898 88.0 557,152

売上総利益  695,654 12.3 753,747 12.0 58,093

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

1.販売費 (注3) 291,879 296,606   

2.一般管理費 (注3.4) 211,850 503,729 8.9 219,373 515,980 8.2 12,251

営業利益  191,925 3.4 237,767 3.8 45,842

Ⅳ 営業外収益    

1.受取利息  0 133   

2.受取配当金 (注1) 5,698 4,810   
3.賃貸料  2,319 1,953   
4.為替差益  11,153 －   
5.有価証券売却益  － 28,175   
6.製造提携先機械等売却益 (注1) 12,847 28,896   

7.製造提携先技術指導料 (注1) 4,293 2,300   

8.その他 (注1) 6,190 42,503 0.8 2,495 68,764 1.1 26,261

Ⅴ 営業外費用    

1.支払利息  6,245 9,474   
2.たな卸資産廃棄損 (注2) 2,015 23,005   

3.たな卸資産評価損 (注2) 713 5,497   

4.為替差損  － 230   

5.その他  38 9,012 0.2 4 38,212 0.6 29,200

経常利益  225,416 4.0 268,319 4.3 42,903

Ⅵ 特別利益    

1.固定資産売却益 (注5) 211 －   

2.代行部分返上益  10,004 －   

3.退職給付制度移行益  3,430 －   

4.海外子会社解散分配益  9,403 23,050 0.4 － － － △23,050

Ⅶ 特別損失    

1.固定資産売却損 (注6) 7,993 1,248   

2.固定資産除却損 (注7) 45,877 49,315   

3.減損損失 (注8) － 14,207   

4.その他  705 54,576 1.0 257 65,029 1.1 10,453

税引前当期純利益  193,889 3.4 203,289 3.2 9,400

法人税、住民税及び事業
税 

 4,272 64,888   

過年度法人税等  8,931 △190   

法人税等調整額  75,845 89,049 1.6 24,041 88,739 1.4 △310

当期純利益  104,840 1.8 114,550 1.8 9,710

前期繰越利益  157,047 -  

当期未処分利益  261,887 -  
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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4月1日 至平成19年3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 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３月31日 残高 

（千円）
715,000 677,955 677,955 60,000 800,000 261,887 1,121,887 － 2,514,842

事業年度中の変動額                   

別途積立金の積立て（注） － － － － 100,000 △100,000 － － －

剰余金の配当（注） － － － － － △36,000 △36,000 － △36,000

役員賞与（注） － － － － － △4,500 △4,500 － △4,500

当期純利益 － － － － － 114,550 114,550 － 114,550

自己株式の取得 － － － － － － － △260 △260

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）
－ － － － 100,000 △25,949 74,050 △260 73,789

平成19年３月31日 残高 

（千円）
715,000 677,955 677,955 60,000 900,000 235,937 1,195,937 △260  2,588,632

 

 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３月31日 残高 

（千円）
45,907 45,907 2,560,750

事業年度中の変動額 

別途積立金の積立て（注） － － －

剰余金の配当（注） － － △36,000

役員賞与（注） － － △4,500

当期純利益 － － 114,550

自己株式の取得 － － △260

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額） 
△40,570 △40,570 △40,570

事業年度中の変動額合計 

（千円）
△40,570 △40,570 33,218

平成19年３月31日 残高 

（千円）
5,336 5,336 2,593,968

 （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) キャッシュ・フロー計算書 

  

当事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

区分 
注記

番号
金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益  203,289 

減価償却費  344,820 

有形固定資産除却損  49,315 

減損損失  14,207 

貸倒引当金の増加額  100 

賞与引当金の増加額  4,776 

前払年金資産の増加額  △39,658 

役員退職慰労引当金の増加額  4,888 

受取利息及び受取配当金  △4,944 

有価証券売却益  △28,175 

支払利息  9,474 

有形固定資産売却損  1,248 

売上債権の増加額  △157,473 

たな卸資産の増加額  △54,678 

その他の流動資産の増加額  △8,661 

仕入債務の減少額  △4,357 

未払金の増加額  124,183 

役員賞与の支払金額  △4,500 

その他の流動負債の増加額  17,294 

小計  471,150 

利息及び配当金の受取額  4,943 

利息の支払額  △10,191 

法人税等の支払額  △1,961 

営業活動によるキャッシュ・フロー  463,940 

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  △975,170 

有形固定資産の売却による収入  43,969 

有価証券の売却による収入  61,889 

有価証券の取得による支出  △695 

投資有価証券の取得による支出  △281,413 

その他の投資資産の減少額  3,033 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,148,387 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金による収入  800,000 

長期借入金の返済による支出  △52,580 

  自己株式の取得による支出  △260 

配当金の支払額  △35,747 

財務活動によるキャッシュ・フロー  711,411 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  － 

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額  26,965 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  102,026 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 (注) 128,992 

   

(注)詳細は、16ページ「注記 (キャッシュ・フロー計算書関係)」をご覧ください。 
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(5) 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27）
  

区分 
注記 

番号 
金額（千円）   

Ⅰ 当期未処分利益   261,887    

Ⅱ 利益処分額       

１．配当金  36,000     

２．役員賞与金  4,500     

３．任意積立金       

別途積立金  100,000 140,500    

Ⅲ 次期繰越利益   121,387    
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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．引当金の計上基準         ───── (1) 役員賞与引当金 

  役員賞与の支出に備えて、当事業年度にお

ける支給見込額に基づき計上しておりま

す。 

なお、当事業年度においては、合理的に見

積ることが困難なため費用処理をしておりま

せん。 

(会計方針の変更) 

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。これによる当事業年

度の損益に与える影響はありません。 

なお、上記「１．引当金の計上基準」以外は、 近の有価証券報告書（平成18年6月29日提出）における記載か

ら重要な変更がないため開示を省略しております。 

 

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。 

 

───── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業

会計基準委員会 企業会計基準第5号 平成17年12月9日）およ

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」（企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第8号

平成17年12月9日）が会社法施行日（平成18年5月1日）以後終

了する当事業年度に係る財務諸表から適用されることに伴い、

当事業年度より当該会計基準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2,593,968千円であ

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３月31日） 

当事業年度 

（平成19年３月31日） 

（注１）担保に供している資産は次のとおりであります。 （注１）担保に供している資産は次のとおりであります。 
  

担保資産 
担保資産に対
応する債務 

種類 
期末薄価 
（千円） 

担保権の 
種類 

内容 
期末残高
（千円）

建物 216,111 
工場財団 
抵当権 

短期借入金 249,900

構築物 30,418   

機械装置 35,002   

工具器具 
備品 

288   

土地 32,895    

計 314,715 － 計 249,900

  

  

担保資産 
担保資産に対
応する債務 

種類 
期末薄価
（千円）

担保権の 
種類 

内容 
期末残高
（千円）

建物 400,943
工場財団 
抵当権 

短期借入金 10,000

構築物 14,674   

機械装置 571,475   

土地 32,895    

計 1,019,989 － 計 10,000

  

（注２）関係会社に対する資産及び負債のうち、各科目に含ま

れているものは次のとおりであります。 

（注２）関係会社に対する資産及び負債のうち、各科目に含ま

れているものは次のとおりであります。 

  
  

（資産） 売掛金 331,023千円

未収入金 18,507千円

流動資産のその他

（立替金） 
8,919千円

（負債） 買掛金 463千円

未払金 21,478千円

前受金 12,757千円
  

  
（資産） 売掛金 333,668千円

未収入金 196,190千円

流動資産のその他

（立替金） 
7,610千円

（負債） 買掛金 2,033千円

未払金 19,482千円

前受金 19,213千円
  

（３）会社が発行する株式の総数等は次のとおりでありま

す。 

（３）              ───── 

  
会社が発行する株式の総数 普通株式 20,000,000株

発行済株式総数 普通株式 6,000,000株
  

  
 

 
  

（４）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、45,907千円で

あります。 

（４）      ───── 

（５）            ―――――― （５）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

をもって決済処理をしております。 

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 14,335千円 

 （６）当社は運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2

行と当座貸越契約を締結しております。 

こ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。 

（６）当社は運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2

行と当座貸越契約を締結しております。 

こ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。 
 

当座貸越極度額 600,000千円

借入実行残高 449,900千円

差引額 150,100千円
  

 
当座貸越極度額 600,000千円

借入実行残高 449,900千円

差引額 150,100千円
  

（７）            ―――――― （７）減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれ

ております。 
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（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） 

（注１）関係会社に対する主要な取引高は次のとおりでありま

す。 

（注１）関係会社に対する主要な取引高は次のとおりでありま

す。 
  

売上高 3,156,184千円

材料費 191,363千円

営業外収益 

受取配当金 3,761千円

製造提携先機械等売却益 12,847千円

製造提携先技術指導料 4,293千円

その他 374千円
  

  
売上高 3,085,333千円

材料費 251,807千円

営業外収益 

製造提携先機械等売却益 20,921千円

製造提携先技術指導料 2,300千円
  

（注２）他勘定へ振替高は次のとおりであります。 （注２）他勘定へ振替高は次のとおりであります。 
  

たな卸資産廃棄損 405千円

たな卸資産評価損 450千円
  

  
たな卸資産廃棄損 2,267千円

たな卸資産評価損 301千円
  

（注３）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。 

（注３）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。 
  

販売費 

給与 74,992千円

賞与 12,313千円

賞与引当金繰入額 7,435千円

退職給付引当金繰入額 1,958千円

法定福利費 11,683千円

公租公課 13千円

減価償却費 1,441千円

運搬費保管料、荷造包装費 147,341千円

貸倒引当金繰入額 300千円

一般管理費 

役員報酬 61,195千円

給与 42,057千円

賞与 3,878千円

賞与引当金繰入額 2,517千円

退職給付引当金繰入額 983千円

役員退職慰労引当金繰入額 5,970千円

法定福利費 12,001千円

公租公課 7,543千円

報酬等 16,419千円

減価償却費 4,868千円
  

  
販売費 

給与 73,632千円

賞与 13,178千円

賞与引当金繰入額 7,512千円

退職給付引当金繰入額 2,863千円

法定福利費 11,822千円

公租公課 88千円

報酬等 304千円

減価償却費 3,813千円

運搬費保管料、荷造包装費 144,848千円

貸倒引当金繰入額 100千円

一般管理費 

役員報酬 61,374千円

給与 42,817千円

賞与 2,736千円

賞与引当金繰入額 2,948千円

退職給付引当金繰入額 1,565千円

役員退職慰労引当金繰入額 4,888千円

法定福利費 11,924千円

公租公課 9,030千円

報酬等 17,347千円

減価償却費 3,743千円
  

（注４）研究開発費は、39,192千円であります。 （注４）研究開発費は、79,089千円であります。 

（注５）固定資産売却益は、機械装置であります。 （注５）             ───── 

（注６）固定資産売却損は、機械装置であります。 （注６）固定資産売却損は、機械装置であります。 
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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） 

（注７）固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 （注７）固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 
  

建物 12,098千円

構築物 276千円

機械装置 26,940千円

車両 5千円

工具器具備品 6,413千円

電話加入権 144千円

 計 45,877千円
  

  
建物 21,828千円

構築物 1,378千円

機械装置 20,772千円

車両 44千円

工具器具備品 5,290千円

 計 49,315千円
  

  

（注８）      ───── （注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。 

場所：群馬県みどり市 

用途：遊休資産 

種類：機械装置 

事業の用に供していない当該遊休資産につい

て、回収可能性が認められないため、帳簿価格を

備忘価格まで減額し、当該減少額を減損損失

(14,207千円)として特別損失に計上しました。 

なお、当社は、輸送用機器関連事業単一の事業

セグメントにより構成されていることから、全体

を１つの資産グループとして捉え、遊休資産につ

いては、個々の資産単位でのグルーピングを行っ

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)

 発行済株式   

   普通株式（注）  6,000,000 － － 6,000,000

合計 6,000,000 － － 6,000,000

 自己株式   

   普通株式（注） － 800 － 800

合計 － 800 － 800

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加800株は、単元未満株式の買取による増加であります。 

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

当社は、新株予約権及び自己新株予約権の発行をしていないため該当事項はありません。 

 

３. 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額

（決議） 株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 

１株当たり配当額

（円） 
基準日 効力発生日 

平成18年６月27日 

定時株主総会 
普通株式 36,000  6.00 平成18年３月31日 平成18年６月27日 
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(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

   次のとおり、決議を予定しております。 

（決議） 株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 

１株当たり配当額

（円） 
基準日 効力発生日 

平成19年６月26日 

定時株主総会 
普通株式 35,995  6.00 平成19年３月31日 平成19年６月26日 

 

 

(キャッシュ・フロー計算書関係) 

当事業年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

(注) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係 

(平成19年３月31日現在) 

 
現金及び預金勘定 128,992千円

有価証券勘定 －千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 －千円

価値変動のリスクのある有価証券等 －千円

現金及び現金同等物 128,992千円
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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） 

１．リース物件の所有権が借主に移転するものと認められるも

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ものと認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減

損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減

損損失累計額相当額及び期末残高相当額 
  

 

取得価額相

当額 

（千円） 

減価償却累

計額相当額

（千円） 

期末残高相

当額 

（千円）

機械装置 952,430 506,637 445,792

車両運搬具 10,146 4,419 5,727

工具器具備品 13,255 7,848 5,406

計 975,831 518,905 456,926

  

  

 

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 1,046,490 554,020 492,469

車両運搬具 6,649 1,927 4,721

工具器具備品 13,255 9,401 3,853

計 1,066,394 565,349 501,044

  
(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 

(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年内 106,119千円

１年超 362,432千円

計 468,552千円
  

  
１年内 86,162千円

１年超 424,505千円

計 510,667千円
  

(3)支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費

相当額、支払利息相当額及び減損損失 

(3)支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費

相当額、支払利息相当額及び減損損失 
  

支払リース料 117,582千円

減価償却費相当額 104,127千円

支払利息相当額 11,064千円
  

  
支払リース料 173,925千円

減価償却費相当額 150,641千円

支払利息相当額 21,636千円
  

(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 

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 未経過リース料 
 

１年内 23,907千円

１年超 145,668千円

計 169,575千円
  

 
１年内 40,593千円

１年超 216,070千円

計 256,663千円
  

(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) 

同   左 
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（有価証券関係） 

１．売買目的有価証券 

 該当事項はありません。 

２．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

 該当事項はありません。 

３．その他有価証券で時価のあるもの 

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） 

 種類 
取得原価 
（千円） 

貸借対照表計
上額 

（千円） 

差額 
（千円） 

取得原価 
（千円） 

貸借対照表計
上額 

（千円） 

差額 
（千円） 

(1）株式 38,800 98,885 60,084 37,563 84,080 46,517

(2）債券   

国債・地方債等 － － － － － －

社債 － － － － － －

その他 － － － － － －

(3）その他 33,019 66,572 33,553 － － －

貸借対照表計
上額が取得原
価を超えるも
の 

小計 71,820 165,457 93,637 37,563 84,080 46,517

(1）株式 85,240 68,681 △16,559 86,729 49,172 △37,557

(2）債券   

国債・地方債等 － － － － － －

社債 － － － － － －

その他 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

貸借対照表計
上額が取得原
価を超えない
もの 

小計 85,240 68,681 △16,559 86,729 49,172 △37,557

合計 157,060 234,138 77,078 124,292 133,253 8,960

 

４．前事業年度及び当事業年度中に売却したその他有価証券 

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） 

売却額 

（千円） 

売却益の合計額 

（千円） 

売却損の合計額

（千円） 

売却額 

（千円） 

売却益の合計額 

（千円） 

売却損の合計額 

（千円） 

－ － － 61,889 28,175 － 

 

５．時価評価されていない主な有価証券の内容 

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） 
 

貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

 非上場株式 － 1,000 

 

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

前事業年度（至平成18年３月31日） 当事業年度（平成19年３月31日） 

種 類 1年以内 

(千円) 

1年超5年以内 

(千円) 

5年超10年以内

(千円) 

10年超 

(千円)

1年以内 

(千円) 

1年超5年以内 

(千円) 

5年超10年以内 

(千円) 

10年超 

(千円)

1.債券         

(1)国債・地方債等 － － － － － － － － 

(2)社債 － － － － － － － － 

(3)その他 － － － － － － － － 

2.その他 

投資信託 
－ 31,005 － － － － － － 

合 計 － 31,005 － － － － － － 

 

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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(開示の省略) 

デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプション等、企業結合等、税効果、関連当事者との取引に関する

注記事項につきましては、重要な変更がなく、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開

示を省略しております。 

 

（持分法損益等） 

 
当事業年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日）

  

関連会社に対する投資の金額(千円) 653,063  

持分法を適用した場合の投資の金額(千円) 648,757  

持分法を適用した場合の投資利益の金額(千円) 16,934  

(注) 上記の金額は、平成19年1月に投資した280,163千円を含めて表示しております。 

 

（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 426.04円

１株当たり当期純利益金額 16.72円

  

 
１株当たり純資産額 432.39円

１株当たり当期純利益金額 19.09円

  
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株当たり純資産額の算定上の基礎は、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) 

純資産の部の合計額 － 2,593,968千円 

純資産の部の合計額から控除する金額 － － 

普通株式に係る期末の純資産額 － 2,593,968千円 

期末の普通株式の数 － 5,999,200株 

 （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。 

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) 

当期純利益 104,840千円 114,550千円 

普通株主に帰属しない金額 4,500千円 － 

(うち利益処分による役員賞与金) ( 4,500千円) (  －千円) 

普通株式に係る当期純利益 100,340千円 114,550千円 

期中平均株式数 6,000,000株 5,999,561株 

 

（重要な後発事象） 

前事業年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 

当事業年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

 該当事項はありません。 
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７．その他 

(1) 役員の異動 (平成19年5月8日取締役会承認事項) 

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 阪  上  敏  夫 (現 生産企画室) 

新任監査役候補  

(非常勤)監査役 松 沢 一 彦（現 ㈱ミツバ経理部長） 

新任補欠監査役候補  

(非常勤)監査役 桑  原  新  市（現 ㈱ミツバ執行役員） 

(注) 松沢一彦氏及び桑原新市氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

③ 就任予定日 平成19年6月26日 

 

(2) 部門別販売の状況 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日）

 
事業の名称 部 門 

金額(千円) 構成比(%)  

視界確保 638,121 10.1  

利便快適 1,668,565 26.6  

エンジン補機 451,886 7.2  

二輪汎用 920,151 14.6 

ブレーキ 2,416,593 38.5 

自動車用部

品 

小計 6,095,317 97.0 

輸送用機器

関連事業 

その他 応用機器 187,328 3.0 

合計 6,282,645 100.0 

（注）1. 上記の金額には、消費税等を含んでおりません。 

2. 非連結での開示が当期からになるため前年との比較は行っておりません。 

3. 主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は次のとおりです。 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 
相 手 先 

金額(千円) 割合(%)  

㈱ミツバ 2,954,779 47.0  

曙ブレーキ工業㈱ 1,190,516 18.9  

日信工業㈱ 898,250 14.3  
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