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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 5,579 8.6 1,124 4.7 1,155 6.3 659 3.2

18年３月期 5,137 11.4 1,074 9.2 1,087 15.2 638 21.6

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 421 70 －  15.1 21.9 20.2

18年３月期 393 97 －  17.5 24.3 20.9

（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 5,668 4,635 81.8 2,965 47

18年３月期 4,881 4,077 83.5 2,585 77

（参考）自己資本 19年３月期 4,635百万円 18年３月期 －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 998 △1,039 △65 1,102

18年３月期 789 △546 241 1,208

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） 期末 年間

円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年３月期 42 00 42 00 65 10.7 1.2

19年３月期 64 00 64 00 100 15.2 2.3

20年３月期（予想） 64 00 64 00 － 14.4 －

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 2,864 3.8 612 4.5 627 1.4 354 △6.4 226 55

通期 5,850 4.8 1,179 4.9 1,200 3.8 695 5.5 444 79
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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）　無

(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、16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 1,563,000株 18年３月期 1,563,000株

②　期末自己株式数 19年３月期 －株 18年３月期 －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、23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 4,972 10.5 938 9.1 1,029 13.0 608 10.1

18年３月期 4,500 11.0 860 1.5 911 7.9 552 15.0

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 389 20 －  

18年３月期 337 76 －  

(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 5,200 4,282 82.3 2,740 05

18年３月期 4,416 3,775 85.5 2,392 85

（参考）自己資本 19年３月期 4,282百万円 18年３月期 －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 2,549 2.8 517 3.5 585 △0.9 350 △8.7 224 13

通期 5,210 4.8 999 6.5 1,075 4.5 643 5.7 411 48

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係

る本資料発表日現在における仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結

果となる可能性があります。なお、上記業績予想に関する事項につきましては、添付資料の３ページを参照してく

ださい。
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１．経営成績
(1）経営成績

＜当期の経営成績＞

  当連結会計年度における我が国経済は、原油等資源価格の高止まり、米国経済の減速や中国の引き締め政策といっ

た負の要因もありましたが、個人消費と設備投資を中心とした国内需要が高水準を維持し、堅調に推移いたしまし

た。

  当切削工具業界の主要需要先の状況といたしましては、最も大きなウェートを占める自動車業界において、新型

車投入が抑えられたことから拡大ペースは鈍りましたが、資源国、新興国の需要に支えられた建設機械、一般機械

に加え、航空機や造船などの業界は堅調に推移いたしました。また、デジタル家電・ＩＴ業界におきましても、薄

型テレビの世界的な市場拡大や携帯電話における番号ポータビリティー制導入に向けた端末ラインアップの拡充な

どから堅調に推移しました。

  このような情勢の下、当社グループは、営業の質の強化に積極的に取り組み、特に「お客様のニーズにお応えで

きる」技術力・提案力の向上に努めてまいりました。また、より高精度な製品を安定して供給できるよう、仙台工

場敷地内に高精度ルームを持つ新工場棟を建設したほか、研究開発面におきましても、当社の特色である精密・微

細加工分野での研究に注力いたしました。このような成果が認められ、ＣＢＮマイクロ・エンドミル「ＳＭＥＺ

120」が日刊工業新聞社「第４回モノづくり部品大賞」機械部品賞を受賞することができました。

　これらの結果、当連結会計年度の売上高は5,579百万円（前期比8.6％増）を計上しました。利益面におきまして

も、原材料費上昇による影響を、生産工程における効率化や一般経費の削減等で極力吸収することにより、経常利

益は1,155百万円（前期比6.3％増）、当期純利益は659百万円（前期比3.2％増）となりました。

  なお、当連結グループは切削工具の専門メーカーとして、同一セグメントに属する超硬エンドミルの製造・販売

を行っており、当該事業以外に事業の種類はありません。

＜次期の見通し＞

 売上高（百万円） 営業利益（百万円） 経常利益（百万円） 当期純利益（百万円）

 平成20年3月期（予想） 5,850 1,179 1,200 695

 平成19年3月期（実績） 5,579 1,124 1,155 659

 増減率（％） 4.8 4.9 3.8 5.5

 　　　2007年度の我が国経済は、海外景気の減速やＩＴ関連を中心とした軽微な在庫調整の可能性に加え、設備投資の

増勢もやや鈍化してくるとみられることから、成長スピードは穏やかに弱まってくると思われます。しかしながら、

急激に失速する懸念も小さいため、当面高い水準での推移が続くと予想されています。当社製品の主要需要先の状

況につきましても、建設機械、一般機械、航空機などは引き続き好調が見込まれるほか、自動車産業においても昨

年度に比べて新型車の投入が増加するとみられ、底堅い動きになると思われます。一方、デジタル家電・ＩＴ分野

におきましては、引き続き薄型テレビなどの拡大は見込まれますが、価格競争激化によりスピードが鈍化してくる

とみられるほか、携帯電話などでは軽微な在庫調整も予想されます。

　このような状況の下、切削工具に対する需要は前年度までの拡大傾向から、高水準ではあるものの、やや落ち着

いた動きになってくるものと予測しております。

　当社では、引き続き国内外の展示会へ積極的に参加するとともに、営業技術要員の増強により、お客様先での単

なる商品説明ではない加工技術の講習会等を数多く行い、お客様ニーズに応えられる営業展開を推進してまいりま

す。また、機械メーカー様等と連携し超精密・超微細加工技術の蓄積を進めるとともに、高精度かつ耐久性の高い

新製品開発にも注力し、付加価値の高い製品を投入してまいります。

　以上により、連結売上高は5,850百万円（前期比4.8％増）、経常利益1,200百万円（前期比3.8％増）、当期純利

益695百万円（前期比5.5％増）を見込んでおります。

（注）上記の業績予想には、当社及び当社グループが現時点で入手可能な情報に基づく将来の予測が含まれており

ます。従いまして、今後の経済環境の変化や事業運営の変化等により、実際の業績が記載の予想値と乖離す

る可能性があります。

(2）財政状態

　当連結会計年度における財政状態は、資産合計が5,668百万円（対前期比末比787百万円増）、負債合計が1,033百

万円（同229百万円増）、純資産合計が4,635百万円（同557百万円増）となりました。

　連結ベースでの現金及び現金同等物（以下（資金）という）は、前連結会計年度末に比較し、106百万円減少し

1,102百万円（前期比8.8％減）となりました。
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当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（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998百万円（前期比26.5％増）となりました。これは主に税金等調整前当期純利益

1,144百万円及び減価償却費に、売上債権の増加並びに法人税等の支払による資金の流失を反映したものです。

（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1,039百万円（同90.2％増）となりました。これは主に新工場建設による建物、並

びに機械等の固定資産取得と定期預金の預け入れによるものです。

（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65百万円（前期は241百万円の取得）となりました。これは前期にあった株式の発

行による収入が無くなったこと及び配当金支払額の増加によるものです。

当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

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（％） 79.2 83.5 81.8

時価ベースの自己資本比率（％） 197.8 242.0 140.6

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 － － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 300.1 2,178.9 －

　 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

　 キャッシュ・フロー対有利子負債比率：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

※ 各指標は、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。

※ 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算出しております。

 ※ 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。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。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　株主の皆様に対する利益還元は重要な経営課題のひとつと認識しており、安定的な経営基盤の確保並びに事業展

開のための内部留保を勘案しながら、業績に応じた利益還元策を実施していくことを基本方針としております。

　配当につきましては上記方針に基づき、年１回期末に剰余金の配当を行うこととしております。なお、期末配当

の決定機関は株主総会であります。

　当期の配当につきましては、基本方針及び株主の皆様への利益還元を考慮し１株当たり64円とさせていただきた

いと存じます。また、次期の配当につきましては、当期と同額の１株当たり64円を予定させていただいております。

(4）事業等のリスク

 　　当社グループの事業展開上のリスク要因となる可能性のある主な事項について以下に記載しております。なお、

本文中における将来に関する事項は、本資料作成日現在において当社グループが判断したものであります。

 ①　主力製品への集中について

 　　当社グループは超硬小径エンドミルの製造販売に経営資源を集中しております。超硬小径エンドミルは、主に電

子機器、民生機器、自動車部品等の精密金型製作に使用されており、需要は今後とも増大していくものと考えられ

ます。当社グループでも新素材であるＣＢＮ（立方晶窒化ホウ素）を使用した新製品の開発等も行っておりますが、

現時点では、超硬素材に全面的にとってかわる素材あるいはエンドミルを使用した切削加工にとってかわる加工技

術の出現の可能性は低いと考えております。

　しかしながら、画期的技術革新により、エンドミルを全く使用しない新加工技術あるいは超硬素材にとってかわ

る新素材が開発された場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 ②　競合について

 当社グループが事業展開している小径エンドミル市場では、市場の拡大につれて、国内大手工具メーカーが生産・

販売体制を強化しつつあり、今後競争は激化していくものと考えられます。当社グループでは、小径エンドミルに

経営資源を集中することにより、効率的な生産・開発・販売体制を構築出来ていると考えており、また、中国をは

じめとする海外製品に対しては品質面等での優位性があると考えておりますが、競合の激化により販売価格の下落

が進んだ場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
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 ③　特定の販売先への依存について

当社グループは、主に少数の販売代理店を通じて製品を販売いたしております。その結果、在庫投資額が少なく

てすみ資金効率が良い、代理店経由で輸出を行うことにより為替変動リスクが回避できる等のメリットを享受いた

しております。

　当社グループとそれらの販売代理店とは、長年にわたり極めて緊密な関係にあり、今後ともこれまでの取引関係

を維持発展していく方針でありますが、当該販売代理店の事業方針、営業政策が当社グループの業績に影響を及ぼ

す可能性があります。

 ④　特定の仕入先・外注先への依存について

 当社グループは、超硬エンドミルの主要素材である超硬合金の大半を特定の仕入先より仕入れております。また、

超硬エンドミル生産の主要工程の一つであるコーティングの大半を特定の外注先に委託しております。これは、品

質及び安定供給の確保等を狙いとするものであります。

　当社グループと当該仕入先・外注先とは、長年にわたり極めて緊密な関係にあり、今後ともこれまでの取引関係

を維持発展していく方針でありますが、当該先の事業方針、営業政策が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、素材やコーティングの改良についても当該先と連携して行っておりますが、当該先の事情によ

り制約を受ける可能性があります。

 ⑤　原材料価格の上昇について

　当社グループの主要製品である超硬エンドミルの主要素材は超硬合金であります。超硬合金の主要成分となるタ

ングステンは国際市況商品であり、その価格は世界的な需給関係や産出国の思惑等によって大きく影響を受けます。

当社グループにおきましては、製品原価に占める材料費の割合が比較的少ない小径製品のウェートが高いことから、

原材料価格の変動による連結業績への影響は、生産工程の効率化や製造経費の削減努力等によりある程度吸収可能

であると考えますが、短期間の大幅な価格上昇があった場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があ

ります。

 ⑥　製品の品質確保について

　当社グループは、ISO9001及び14001等の世界的に認められている品質管理及び環境管理基準に従って製品を製造

しております。また、製品の全数検査を実施する等、製品の品質確保には出来る限りの対応をしておりますが、欠

陥、リコールが発生した場合には、業績に悪影響を及ぼす可能性があります。また、製造物責任賠償については保

険に加入いたしておりますが、賠償額を十分にカバー出来る保証はありません。
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２．企業集団の状況
当社グループは、当社、連結子会社の株式会社ジーテック及び非連結子会社の株式会社新潟日進で構成され、切削工

具のエンドミルを専門に製造、販売いたしております。

　エンドミルの中でも超硬素材でかつ小径（刃先径６mm以下）サイズの製品が取扱高（金額ベースの）の約７割を占め

ております。

薄型テレビや携帯電話等、製品や部品は一段と小型化、高集積化する傾向にあり、今後実用化が期待されている燃料

電池等の新しい技術においても、微細かつ高精度な加工が欠くことのできないものとなってきております。当社グルー

プでは、それら付加価値の高い加工に有用な小径サイズを中心に、超硬エンドミルの製造、販売活動を行っております。

当社独自の開発技術と小径サイズにおける豊富なバリエーションにより他社との差別化を図るとともに、徹底した精度

の追求と効率化により、多品種でありながら高精度かつ価格競争力のある製品を市場に提供いたしております。

(注）超硬エンドミル：タングステン、コバルト等を主原料とした超硬合金素材で作られたエンドミルの総称でありま

す。なお、エンドミルとは、工作機械に装着され、回転して加工物の側面及び上面を削る切削工具で、主に金型

の製造や部品の加工等に使用されます。

(1）当社

当社は、上記の製品を生産し、代理店及び連結子会社である株式会社ジーテックに販売しております。

(2）子会社

株式会社ジーテックは、製品の販売及び一部再加工を行っております。

株式会社新潟日進は、当社の外注加工先として製品の一部を下請加工しております。

[事業の系統図は次のとおりであります]
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

当社は「SOFT・HARD・HEARTを創ります。人と地球に優しい製品を開発し社会に貢献します」の経営理念のもと、生

産性の向上に役立つ切削工具の研究開発・製造を通じて、我が国経済におけるプレゼンスを高めると同時に、世界経

済の発展に寄与することを経営の基本方針としております。 

(2）目標とする経営指標

売上よりも利益を優先する経営を実行し、売上高経常利益率20％の確保を当面の目標としております。なお、当連

結会計年度における売上高経常利益率は20.7％を確保し、目標をクリアいたしました。 

(3）中長期的な会社の経営戦略

精密加工用工具分野で圧倒的なNo.1企業を目指します。そのために、開発・生産・販売の各部門において、下記戦略

を実施して参ります。

①　開発部門

研究開発体制を充実し、大学等研究機関や工作機械・周辺機器メーカー並びに加工ユーザー等との共同研究につ

いても積極的にすすめ、従来の工具開発に止まらない新しい提案を行ってまいります。その一方、ユーザーオリエ

ンテッドに徹した開発テーマにもスピーディーに取り組んでまいります。

②　生産部門

製造工程の合理化、24時間連続操業体制の確立等によりコストダウンを継続的に図るとともに、品質マネジメン

トシステムの効果的運用等により製品の品質向上に積極的に取り組んでまいります。また、多品種・小ロット生産

や短納期への対応も強化してまいります。

③　販売活動

営業体制の規模的拡充を図るとともに、営業員の技術力・お客様ニーズの把握力等の質的強化に取り組むことに

より、お客様向け提案力の向上に努めてまいります。

(4）会社の対処すべき課題

　原材料価格の上昇やグローバルな市場競争の激化など、当社を取り巻く環境はますます厳しいものになると認識し

ております。

　このような状況下、当社グループは、主力製品である小径エンドミルの耐久性、精度、加工能率といった製品機能

面での更なる向上を図るとともに、超微細加工や難削材等の加工技術についても研究をすすめ、被削材質や加工形状

に最も適した工具と切削加工技術を提案することにより、ユーザーが抱える問題の解決に貢献してまいる所存であり

ます。

　また、新工場建設により安定した製品を効率的に生産する体制が強化されましたことから、更なる製造工程の見直

しや製造経費削減を推し進め、コスト競争力を確保してまいります。

　営業面におきましては、開発部門と営業部門の連携を深めるとともに、営業技術部門を強化し、ユーザーへの有用

な提案を行える体制を整備してまいります。また、今後ますます国内ユーザーの海外進出が増加するとみられること

から、アジア地域を中心に海外での販売力を強化してまいります。 

(5）内部管理体制の整備・運用状況

　当社では昨年10月に日本版SOX法への対応に向け、総務・管理統括担当役員を委員長として「内部統制プロジェク

ト・チーム」を立ち上げました。同プロジェクトでは、外部専門家の指導を受けながら、全社的内部統制の状況確認

やリスク評価等の作業を行い、規程類の充実等を図ってまいりました。また、業務プロセスの文書化作業については、

決算関連作業から開始いたしております。

　その他の取組みといたしましては、内部監査計画に基づき地方営業所の内部監査を実施したほか、監査役による各

部門長へのヒアリングの実施、監査法人による期中監査等を行っております。

　また、コンプライアンスにつきましては、「コンプライアンス・マニュアル」「コンプライアンスＱ＆Ａ」を作成

するとともに、コンプライアンス担当役員によるコンプライアンス説明会の実施や各種情報発信を行い、社内での周

知に努めております。
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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（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   1,268,711   1,481,144   

２．受取手形及び売掛金 ※２  819,950   934,214   

３．たな卸資産   547,778   608,065   

４．繰延税金資産   69,137   80,494   

５．その他   11,628   12,554   

貸倒引当金   △8,080   △9,070   

流動資産合計   2,709,126 55.5  3,107,404 54.8 398,277

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1）建物及び構築物  848,962   1,183,636    

減価償却累計額  376,567 472,395  408,184 775,451   

(2）機械装置及び運搬具  2,031,871   2,234,260    

減価償却累計額  1,088,372 943,498  1,278,564 955,695   

(3）土地   346,394   346,394   

(4）その他  408,788   417,264    

減価償却累計額  263,453 145,334  297,396 119,867   

有形固定資産合計   1,907,622 39.1  2,197,409 38.8 289,786

２．無形固定資産   56,186 1.1  34,715 0.6 △21,471

３．投資その他の資産         

(1）投資有価証券 ※１  18,052   18,052   

(2）長期性預金   100,000   200,000   

(3）繰延税金資産   40,863   64,752   

(4）その他   49,937   46,528   

投資その他の資産合計   208,852 4.3  329,332 5.8 120,479

固定資産合計   2,172,662 44.5  2,561,456 45.2 388,794

資産合計   4,881,788 100.0  5,668,860 100.0 787,072

         

－ 8 －

日進工具㈱（6157）平成19年3月期　決算短信



  
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（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．買掛金   79,523   143,379   

２．未払法人税等   245,454   311,344   

３．賞与引当金   64,100   63,600   

４．役員賞与引当金   －   28,000   

５．その他   181,589   232,138   

流動負債合計   570,667 11.7  778,462 13.7 207,795

Ⅱ　固定負債         

１．退職給付引当金   10,981   17,351   

２．役員退職慰労引当金   197,526   217,036   

３．連結調整勘定   25,250   －   

４．負ののれん   －   20,983   

固定負債合計   233,757 4.8  255,370 4.5 21,612

負債合計   804,425 16.5  1,033,832 18.2 229,407

         

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※５  442,900 9.1  － － －

Ⅱ　資本剰余金   405,800 8.3  － － －

Ⅲ　利益剰余金   3,228,663 66.1  － － －

資本合計   4,077,363 83.5  － － －

負債・資本合計   4,881,788 100.0  － － －

         

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   － －  442,900 7.8 －

２．資本剰余金   － －  405,800 7.2 －

３．利益剰余金   － －  3,786,328 66.8 －

　　株主資本合計   － －  4,635,028 81.8 －

純資産合計   － －  4,635,028 81.8 －

負債純資産合計   － －  5,668,860 100.0 －
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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（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高   5,137,475 100.0  5,579,961 100.0 442,486

Ⅱ　売上原価 ※２  2,671,987 52.0  2,951,665 52.9 279,677

売上総利益   2,465,487 48.0  2,628,296 47.1 162,809

Ⅲ　販売費及び一般管理費
※１
・２

 1,391,250 27.1  1,503,750 26.9 112,500

営業利益   1,074,236 20.9  1,124,545 20.2 50,308

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  543   1,007    

２．受取配当金  7,151   7,086    

３．連結調整勘定償却  4,267   －    

４．負ののれん償却額  －   4,267    

５．受取助成金  3,330   1,531    

６．生命保険解約金  2,895   21,431    

７．その他  7,468 25,656 0.5 5,578 40,903 0.7 15,246

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  362   －    

２．記念行事費  ―   8,137    

３．新株発行費  12,002   －    

４．その他  217 12,582 0.2 1,359 9,496 0.2 △3,085

経常利益   1,087,311 21.2  1,155,951 20.7 68,640

Ⅵ　特別利益         

　１．固定資産売却益 ※３ 59 59  1,535 1,535 0.0 1,475

Ⅶ　特別損失         

１．固定資産売却損 ※４ 463   225    

２．固定資産除却損 ※５ 1,425 1,888 0.1 13,244 13,470 0.2 11,581

税金等調整前当期純利
益

  1,085,482 21.1  1,144,017 20.5 58,534

法人税、住民税及び事
業税

 433,125   520,152    

法人税等調整額  13,627 446,753 8.7 △35,246 484,906 8.7 38,153

当期純利益   638,729 12.4  659,110 11.8 20,381
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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（千円）

（資本剰余金の部）    

Ⅰ　資本剰余金期首残高   258,750

Ⅱ　資本剰余金増加高    

１．増資による新株の発行  147,050 147,050

Ⅲ　資本剰余金期末残高   405,800

    

（利益剰余金の部）    

Ⅰ　利益剰余金期首残高   2,674,089

Ⅱ　利益剰余金増加高    

１．当期純利益  638,729 638,729

Ⅲ　利益剰余金減少高    

１．配当金  52,955  

２．役員賞与  31,200 84,155

Ⅳ　利益剰余金期末残高   3,228,663

    

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
 純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年３月31日　残高（千円） 442,900 405,800 3,228,663 4,077,363 4,077,363

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注）   △65,646 △65,646 △65,646

役員賞与　　（注）   △35,800 △35,800 △35,800

当期純利益   659,110 659,110 659,110

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

－ － 557,664 557,664 557,664

平成19年３月31日　残高（千円） 442,900 405,800 3,786,328 4,635,028 4,635,028

（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）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

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  1,085,482 1,144,017  

減価償却費  319,851 340,398  

連結調整勘定償却額  △4,267 －  

負ののれん償却額  － △4,267  

貸倒引当金の増減額（減少：
△）

 710 990  

退職給付引当金の増減額（減
少：△）

 5,842 6,370  

役員退職慰労引当金の増減額
（減少：△）

 32,481 19,510  

賞与引当金の増減額（減少：
△）

 3,600 △500  

役員賞与引当金の増減額（減
少：△） 

 － 28,000  

受取利息及び受取配当金  △7,695 △8,094  

支払利息  362 －  

固定資産売却損益（益：△）  403 △1,309  

固定資産除却損  1,425 13,244  

売上債権の増減額（増加：
△）

 △109,343 △114,264  

たな卸資産の増減額（増加：
△）

 8,256 △60,287  

その他流動資産の増減額（増
加：△）

 8,207 △925  

その他の投資等の増減額（増
加：△）

 △16,064 －  

仕入債務の増減額（減少：
△）

 △96,109 63,856  

その他の流動負債の増減額
（減少：△）

 23,342 50,345  

役員賞与の支払額  △31,200 △35,800  

その他  938 4,857  

小計  1,226,221 1,446,140 219,918

利息及び配当金の受取額  7,695 8,094  

利息の支払額  △362 －  

法人税等の支払額  △444,241 △455,710  

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

 789,313 998,524 209,211
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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（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

    

定期預金の預入れによる支出  △57,000 △1,260,000  

定期預金の払戻しによる収入  30,000 841,500  

有形固定資産の取得による支
出

 △536,734 △632,306  

有形固定資産の売却による収
入

 20,065 11,657  

無形固定資産の取得による支
出

 △2,608 －  

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

 △546,277 △1,039,148 △492,870

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

    

株式の発行による収入  294,100 －  

配当金の支払額  △52,847 △65,443  

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

 241,252 △65,443 △306,695

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額（減
少：△）

 484,287 △106,066 △590,354

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  723,923 1,208,211 484,287

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高  1,208,211 1,102,144 △106,066
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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 (1）連結子会社の数　　１社

子会社のうち株式会社ジーテックの１

社が連結の範囲に含まれております。

(1）連結子会社の数　　１社

子会社のうち株式会社ジーテックの１

社が連結の範囲に含まれております。

 (2）非連結子会社の名称等

株式会社新潟日進は連結の範囲に含ま

れておりません。

この非連結子会社は小規模であり、合

計の総資産、売上高、当期純損益及び利

益剰余金のいずれの金額においても僅少

であり、連結財務諸表に及ぼす影響が軽

微であるので、連結の範囲から除外して

おります。

(2）非連結子会社の名称等

株式会社新潟日進は連結の範囲に含ま

れておりません。

この非連結子会社は小規模であり、合

計の総資産、売上高、当期純損益及び利

益剰余金のいずれの金額においても僅少

であり、連結財務諸表に及ぼす影響が軽

微であるので、連結の範囲から除外して

おります。

２．持分法の適用に関する事

項

　持分法を適用していない非連結子会社

（株式会社新潟日進）は、当期純損益及び

利益剰余金等からみて、持分法の対象から

除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微

であるので、持分法の適用範囲から除外し

ております。

　持分法を適用していない非連結子会社

（株式会社新潟日進）は、当期純損益及び

利益剰余金等からみて、持分法の対象から

除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微

であるので、持分法の適用範囲から除外し

ております。

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　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

時価のないもの

移動平均法による原価法

(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

時価のないもの

同左

 ②　たな卸資産

製品、原材料

移動平均法による原価法

②　たな卸資産

製品、原材料

同左

 仕掛品

個別法による原価法

仕掛品

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

定率法を採用しております。

ただし、建物（建物付属設備を除

く）のうち、平成10年４月１日以降に

取得したものについては定額法を採用

しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。

建物及び構築物　　　　７～38年

機械装置及び運搬具　　１～10年

その他　　　　　　　　１～15年

(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

 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）に基づいております。

②　無形固定資産

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）

 (3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

債権等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

等により、貸倒懸念債権及び破産更生

債権等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。

(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

従業員賞与の支出に備えるため支給

見込額のうち、当連結会計年度負担額

を計上しております。

②　賞与引当金

同左

 ③　　　　――――――

 

③　役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に

充てるため、当連結会計年度において

予想される支給見込額に基づき、当連

結会計年度の負担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連

結会計年度末における退職給付債務の

見込額を計上しております。

なお、退職給付引当金の対象従業員

数が300名未満であるため簡便法に

よっており、退職給付債務の見込額は、

当連結会計年度末自己都合要支給額と

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

役員の退職慰労金の支給に備えるた

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。

⑤　役員退職慰労引当金

同左

 (4）その他連結財務諸表作成のための重要

な事項

①　消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式に

よっております。

(4）その他連結財務諸表作成のための重要

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方法は、

全面時価評価法によっております。

同左

６．連結調整勘定の償却に関

する事項

　連結調整勘定は、10年間の均等償却を

行っております。

──────

７．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は、10年間の均等

償却を行っております。

８．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

分について連結会計年度中に確定した利益

処分に基づいて作成しております。

──────

９．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、要求払預金及び取得日から

３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高

い、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短期

的な投資であります。

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）

  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。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額は4,635,028千

円であります。

　なお、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、連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後

の連結財務諸表規則により作成しております。

―――――― （役員賞与に関する会計基準）

当連結会計年度より、「役員賞与に関する会計基準」（企

業会計基準委員会　平成17年11月29日　企業会計基準第４

号）を適用しております。これにより、営業利益、経常利

益及び税金等調整前当期純利益が28,000千円減少しており

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）

────── （連結貸借対照表）

前連結会計年度において、「連結調整勘定」として掲

記されていたものは、当連結会計年度から「負ののれん」

と表示しております。

（連結損益計算書）

前連結会計年度において、「連結調整勘定償却」とし

て掲記されていたものは、当連結会計年度から「負のの

れん償却額」と表示しております。

（連結キャッシュ・フロー計算書）

前連結会計年度において、「連結調整勘定償却額」と

して掲記されていたものは、当連結会計年度から「負の

のれん償却額」と表示しております。

追加情報

該当事項はありません。
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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．非連結子会社に対するものは次のとおりであります。※１．非連結子会社に対するものは次のとおりであります。

投資有価証券（株式）       17,952千円 投資有価証券（株式）        17,952千円

※２．　　　　　　────── ※２．連結会計年度末日満期手形

連結会計年度末日満期手形の会計処理については、

当連結会計年度の末日が金融機関の休日でしたが、満

期日に決済が行われたものとして処理しております。

当連結会計年度末日満期手形の金額は、次のとおりで

あります。

受取手形 18,233千円

３．受取手形割引高       9,903千円 ３．受取手形割引高 9,588千円

４．保証債務

下記非連結子会社の金融機関からの借入に対し、債

務保証を行っております。

４．　　　　　　──────

㈱新潟日進       9,962千円

※５．当社の発行済株式総数は、普通株式 1,563,000株で

あります。

※５．　　　　　　──────

（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費目及び金額は、

次のとおりです。

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、

次のとおりです。

役員報酬 214,830千円

給与手当 300,101千円

退職給付費用 3,104千円

賞与引当金繰入額 32,523千円

役員退職慰労引当金繰入額 34,891千円

減価償却費 91,291千円

役員報酬 215,358千円

給与手当 336,619千円

退職給付費用 3,041千円

賞与引当金繰入額 31,568千円

役員退職慰労引当金繰入額 19,510千円

役員賞与引当金繰入額 28,000千円

減価償却費 119,942千円

研究開発費 189,169千円

※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
131,058千円

一般管理費及び当期製造費用

に含まれる研究開発費
189,169千円

※３．固定資産売却益の内訳は、次のとおりです。 ※３．固定資産売却益の内訳は、次のとおりです。

機械装置及び運搬具 59千円 機械装置及び運搬具 1,535千円

※４．固定資産売却損の内訳は、次のとおりです。 ※４．固定資産売却損の内訳は、次のとおりです。

機械装置及び運搬具 415千円

その他 47千円

合計 463千円

機械装置及び運搬具 225千円

※５．固定資産除却損の内訳は、次のとおりです。 ※５．固定資産除却損の内訳は、次のとおりです。

機械装置及び運搬具 997千円

その他 427千円

合計 1,425千円

建物及び構築物 12,119千円

機械装置及び運搬具 585千円

その他 539千円

合計 13,244千円
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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（株）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末株
式数（株）

発行済株式

普通株式 1,563,000 ― ― 1,563,000

合計 1,563,000 ― ― 1,563,000

自己株式

普通株式 ― ― ― ―

合計 ― ― ― ―

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
（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26日

定時株主総会
普通株式 65,646 42 平成18年３月31日 平成18年６月26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期となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

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26日

定時株主総会
普通株式 100,032 利益剰余金 64 平成19年３月31日 平成19年６月27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連結会計年度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連結会計年度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

現金及び預金 1,268,711千円

預入期間３ヶ月超の定期預金 △60,500千円

現金及び現金同等物 1,208,211千円

現金及び預金 1,481,144千円

預入期間３ヶ月超の定期預金 △379,000千円

現金及び現金同等物 1,102,144千円

（リース取引関係）

該当事項はありません。

（有価証券関係）

時価評価されていない主な有価証券の内容

 

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）

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券   

非上場株式 100 100
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（デリバティブ取引関係）

　当社グループは、前連結会計年度及び当連結会計年度のいずれにおいてもデリバティブ取引をまったく利用してお

りませんので、該当事項はありません。

（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、退職金規程に基づく退職一時金制度を採用しております。

　また、平成２年３月７日から従来の退職金制度に上積みして日本工作機械関連工業厚生年金基金制度を採用し

ております。

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　期末自己都合要支給額（千円） 10,981 17,351

②　退職給付引当金（千円） 10,981 17,351

（注）当連結会計年度における退職給付引当金は、簡便法により、退職金規程に基づく期末自己都合要支給額を計

上しております。

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）

①　退職給付引当金繰入額（千円） 5,842 6,370

②　退職給付額（千円） 325 169

③　退職給付引当金取崩額（千円） ― ―

退職給付費用（千円）（①＋②－③） 6,167 6,539

４．当社は、日本工作機械関連工業厚生年金基金に加盟しております。拠出割合により計算した年金資産額は平成

18年３月31日現在では716,795千円、平成19年３月31日現在では771,638千円であります。

（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
（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．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：千円）

（繰延税金資産）  

(1）流動資産  

未払事業税 19,607

賞与引当金繰入限度超過額 25,671

たな卸資産評価損否認 11,387

貸倒引当金繰入限度超過額 1,552

未払費用 10,920

（計） 69,137

(2）固定資産  

役員退職慰労引当金限度超過額 79,248

固定資産評価損否認 16,318

その他 9,894

（計） 105,460

繰延税金資産合計 174,597

（繰延税金負債）  

特別償却準備金 △64,597

繰延税金資産純額 110,000

（単位：千円）

（繰延税金資産）  

(1）流動資産  

未払事業税 23,452

賞与引当金繰入限度超過額 25,471

たな卸資産評価損否認 11,249

貸倒引当金繰入限度超過額 1,871

未払費用 18,451

（計） 80,494

(2）固定資産  

役員退職慰労引当金限度超過額 87,072

固定資産評価損否認 18,890

その他 9,299

（計） 115,261

繰延税金資産合計 195,755

（繰延税金負債）  

特別償却準備金 △50,509

繰延税金資産純額 145,246

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適用後の法人税等の負担率

との差異が、法定実効税率の百分の五以下であるため注

記を省略しております。

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 39.8％

（調整）  

交際費等永久に損金に参入されない項目 1.0 

留保金課税 2.8

試験研究費税額控除分 △1.8

その他 0.6

税効果会計適用後の法人税等の負担率 42.4
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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）

　当連結グループは切削工具の専門メーカーとして、同一セグメントに属する超硬エンドミルの製造・販売を

行っており、当該事業以外に事業の種類が無いため、該当事項はありません。

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）

　当連結グループは切削工具の専門メーカーとして、同一セグメントに属する超硬エンドミルの製造・販売を

行っており、当該事業以外に事業の種類が無いため、該当事項はありません。

ｂ．所在地別セグメント情報

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）

　本邦の売上高及び資産の金額は、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（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

　本邦の売上高及び資産の金額は、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。

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）

　海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。

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）

　海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。
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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）

(1）役員及び個人主要株主等

　　該当事項はありません。

(2）子会社等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内
容又は職
業

議決権等
の所有
（被所
有）割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

子会社
株式会社

新潟日進

新潟県魚

沼市
10,000

切削工具

製造

(所有)

直接 100

兼任

２名

当社よ

り外注

加工依

頼

外注加工 165,207 買掛金 16,656

債務保証 9,962 ― ―

受取配当金 7,000 ― ―

工場賃貸 2,025 ― ―

　（注）１．上記金額のうち、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

子会社への外注加工費及び工場賃貸料については、市場価格を参考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）

(1）役員及び個人主要株主等

　　該当事項はありません。

(2）子会社等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内
容又は職
業

議決権等
の所有
（被所
有）割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

子会社
株式会社

新潟日進

新潟県魚

沼市
10,000

切削工具

製造

(所有)

直接 100

兼任

２名

当社よ

り外注

加工依

頼

外注加工 202,531 買掛金 23,736

受取配当金 7,000 ―  

工場賃貸 2,700 ―  

　（注）１．上記金額のうち、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

子会社への外注加工費及び工場賃貸料については、市場価格を参考に決定しております。
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（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 2,585円77銭

１株当たり当期純利益 393円97銭

１株当たり純資産額 2,965円47銭

１株当たり当期純利益 421円70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、

潜在株式がないため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

潜在株式がないため記載しておりません。

　当社は、割当基準日を平成17年３月31日、効力発生日を

平成17年５月20日として、株式１株につき２株の株式分割

を行っております。

　なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合

の前連結会計年度における１株当たり情報については、以

下のとおりとなります。

１株当たり純資産額 2,113円34銭

１株当たり当期純利益 340円84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、

潜在株式がないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
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（千円） 638,729 659,110

普通株主に帰属しない金額（千円） 35,800 ―

（うち利益処分による役員賞与金） (35,800) ―

普通株式にかかる当期純利益（千円） 602,929 659,110

期中平均株式数（株） 1,530,397 1,563,000

（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（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   1,124,846   1,336,278   

２．受取手形   2,421   2,352   

３．売掛金 ※２  502,184   607,176   

４．製品   338,903   331,436   

５．原材料   73,437   68,575   

６．仕掛品   88,174   163,350   

７．前払費用   10,123   12,057   

８．繰延税金資産   52,032   67,727   

９．その他   932   －   

貸倒引当金   △3,900   △4,700   

流動資産合計   2,189,156 49.6  2,584,255 49.7 395,099

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1）建物  787,120   1,126,271    

減価償却累計額  331,830 455,289  369,910 756,361   

(2）構築物  61,842   57,364    

減価償却累計額  44,736 17,105  38,273 19,090   

(3）機械装置  1,973,364   2,179,683    

減価償却累計額  1,054,627 918,737  1,240,667 939,016   

(4）車両運搬具  48,831   44,798    

減価償却累計額  28,033 20,798  31,768 13,030   

(5）工具器具備品  345,375   357,445    

減価償却累計額  245,088 100,286  277,065 80,379   

(6) 土地   346,394   346,394   

(7) その他   33,070   28,602   

有形固定資産合計   1,891,681 42.8  2,182,874 42.0 291,192

２．無形固定資産         

(1）ソフトウエア   55,537   34,175   

(2）その他   380   380   

無形固定資産合計   55,917 1.3  34,555 0.6 △21,361
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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（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

３．投資その他の資産         

(1）関係会社株式   102,752   102,752   

(2）出資金   2,115   2,115   

(3）繰延税金資産   27,302   49,894   

(4）長期性預金   100,000   200,000   

(5）保証金   10,438   10,497   

(6）敷金   13,403   13,783   

(7）保険積立金   22,654   19,346   

(8）その他   1,080   540   

投資その他の資産合計   279,744 6.3  398,927 7.7 119,182

固定資産合計   2,227,343 50.4  2,616,357 50.3 389,013

資産合計   4,416,499 100.0  5,200,612 100.0 784,112

         

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．買掛金 ※２  62,803   124,135   

２．未払金   63,148   113,161   

３．未払費用   69,155   92,834   

４．未払法人税等   178,113   286,534   

５．未払消費税等   24,539   8,290   

６．預り金   9,083   9,177   

７．賞与引当金   56,500   56,100   

８．役員賞与引当金   －   28,000   

９．その他   307   310   

流動負債合計   463,651 10.5  718,544 13.8 254,892

Ⅱ　固定負債         

１．退職給付引当金   9,651   15,288   

２．役員退職慰労引当金   167,378   184,088   

固定負債合計   177,029 4.0  199,376 3.9 22,347

負債合計   640,680 14.5  917,920 17.7 277,239
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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（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※１  442,900 10.0  － － －

Ⅱ　資本剰余金         

１．資本準備金  405,800   －    

資本剰余金合計   405,800 9.2  － － －

Ⅲ　利益剰余金         

１．利益準備金  22,414   －    

２．任意積立金         

(1）特別償却準備金  42,580   －    

(2）別途積立金  2,130,000   －    

３．当期未処分利益  732,124   －    

利益剰余金合計   2,927,119 66.3  － － －

資本合計   3,775,819 85.5  － － －

負債・資本合計   4,416,499 100.0  － － －

         

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   － －  442,900 8.5 －

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  －   405,800    

資本剰余金合計   － －  405,800 7.8 －

３．利益剰余金         

(1）利益準備金  －   22,414    

(2）その他利益剰余金         

別途積立金  －   2,530,000    

特別償却準備金  －   74,296    

繰越利益剰余金  －   807,281    

利益剰余金合計   － －  3,433,992 66.0 －

株主資本合計   － －  4,282,692 82.3 －

純資産合計   － －  4,282,692 82.3 －

負債純資産合計   － －  5,200,612 100.0 －
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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（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高 ※１  4,500,070 100.0  4,972,148 100.0 472,078

Ⅱ　売上原価         

１．期首製品たな卸高  291,597   338,903    

２．当期製品製造原価 ※３ 2,320,187   2,523,941    

３．当期商品仕入高  188,412   224,231    

合計  2,800,197   3,087,076    

４．期末製品たな卸高  338,903 2,461,294 54.7 331,436 2,755,639 55.4 294,344

売上総利益   2,038,775 45.3  2,216,509 44.6 177,733

Ⅲ　販売費及び一般管理費
※２
・３

 1,178,460 26.2  1,278,333 25.7 99,872

営業利益   860,315 19.1  938,176 18.9 77,860

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  540   1,003    

２．受取配当金 ※１ 43,148   62,084    

３．受取賃貸料 ※１ 9,985   12,180    

４．受取助成金  3,330   1,531    

５．生命保険解約金  2,895   21,431    

６．その他  3,751 63,649 1.4 2,525 100,756 2.0 37,106

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  294   －    

２．記念行事費  －   8,137    

３．新株発行費  12,002   －    

４．その他  167 12,464 0.2 1,176 9,314 0.2 △3,149

経常利益   911,501 20.3  1,029,617 20.7 118,116
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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）

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）

Ⅵ　特別利益         

１．固定資産売却益 ※４ 59 59 0.0 1,535 1,535 0.0 1,475

Ⅶ　特別損失         

１．固定資産売却損 ※５ 462   8    

２．固定資産除却損 ※６ 1,295 1,758 0.1 13,104 13,112 0.3 11,354

税引前当期純利益   909,802 20.2  1,018,040 20.5 108,237

法人税、住民税及び事
業税

 336,753   448,008    

法人税等調整額  20,340 357,093 7.9 △38,287 409,721 8.3 52,628

当期純利益   552,709 12.3  608,319 12.2 55,609

前期繰越利益   179,414   －  －

当期未処分利益   732,124   －  －

         

製造原価明細書

  
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（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　材料費  541,352 23.7 758,042 29.2 216,690

Ⅱ　労務費  483,719 21.2 505,261 19.4 21,542

Ⅲ　経費  1,256,644 55.1 1,335,812 51.4 79,168

（減価償却費）  (228,372) (10.0) (220,455) (8.5) △7,916

（外注加工費）  (792,603) (34.7) (870,339) (33.5) 77,735

当期総製造費用  2,281,716 100.0 2,599,117 100.0 317,400

期首仕掛品たな卸高  126,646  88,174   

期末仕掛品たな卸高  88,174  163,350   

当期製品製造原価  2,320,187  2,523,941   

 原価計算の方法 原価計算の方法

 　原価計算の方法は、製品別個別原価
計算であり、期中は予定単価を用い、
原価差額は期末において製品、仕掛品、
売上原価等に配賦しております。

同左
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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26日）

区分 注記番号 金額（千円）

Ⅰ　当期未処分利益   732,124

Ⅱ　任意積立金取崩額    

１．特別償却準備金取崩額  9,902 9,902

合計   742,026

Ⅲ　利益処分額    

１．配当金  65,646  

２．役員賞与金  35,800  

（うち監査役賞与金）  (2,500)  

３．任意積立金    

別途積立金  400,000  

特別償却準備金  62,516 563,962

Ⅳ　次期繰越利益   178,064

    

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

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合
計資本準備

金
資本剰余
金合計

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
 特別償
却準備金

繰越利益剰
余金

平成18年３月31日　残高
（千円）

442,900 405,800 405,800 22,414 2,130,000 42,580 732,124 2,927,119 3,775,819 3,775,819

事業年度中の変動額

特別償却準備金の繰入れ 
（注１）

     62,516 △62,516 － － －

特別償却準備金の取崩し 
（注２）

     △30,800 30,800 － － －

別途積立金の積立て     400,000  △400,000 － － －

剰余金の配当（注１）       △65,646 △65,646 △65,646 △65,646

役員賞与　　（注１）       △35,800 △35,800 △35,800 △35,800

当期純利益       608,319 608,319 608,319 608,319

事業年度中の変動額合計
（千円）

－ － － － 400,000 31,716 75,156 506,873 506,873 506,873

平成19年３月31日　残高
（千円）

442,900 405,800 405,800 22,414 2,530,000 74,296 807,281 3,433,992 4,282,692 4,282,692

（注１）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。

（注２）特別償却準備金の取崩しの内訳は次のとおりです。

平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目 △9,902

決算による取崩し額 △20,897

合計 △30,800
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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

子会社株式

移動平均法による原価法

子会社株式

同左

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1）製品、原材料

移動平均法による原価法

(1）製品、原材料

同左

 (2）仕掛品

個別法による原価法

(2）仕掛品

同左

３．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法を採用しております。

　ただし、建物（建物付属設備を除く）

のうち、平成10年４月１日以降に取得し

たものについては定額法を採用しており

ます。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

建物　　　　　　８～38年

構築物　　　　　７～15年

機械装置　　　　１～10年

車両運搬具　　　２～６年

工具器具備品　　１～15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）

に基づいております。

(2）無形固定資産

同左

４．繰延資産の処理方法 新株発行費 

　支出時に全額費用として処理しておりま

す。

――――――

５．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権等の貸倒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等により、

貸倒懸念債権及び破産更生債権等につい

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

　従業員賞与の支出に備えるため支給見

込額のうち、当期負担額を計上しており

ます。

(2）賞与引当金

同左

 (3）　　　―――――― (3）役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に充

てるため、当事業年度において予想され

る支給見込額に基づき、当事業年度の負

担額を計上しております。
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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）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため期末に

おける退職給付債務の見込額を計上して

おります。

　なお、退職給付引当金の対象従業員数

が300名未満であるため簡便法によって

おり、退職給付債務の見込額は、期末自

己都合要支給額としております。

(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。

(5）役員退職慰労引当金

同左

６．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

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）

  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金額は4,282,692千

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い、改正後の財務諸表

等規則により作成しております。

―――――― （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

会計基準委員会　平成17年11月29日　企業会計基準第４号）

を適用しております。これにより、営業利益、経常利益及

び税引前当期純利益が28,000千円減少しております。

追加情報

該当事項はありません。
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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．会社が発行する株式及び発行済株式の総数 ※１．　　　　　　　──────

授権株式数 普通株式  2,400,000株

発行済株式総数 普通株式  1,563,000株

※２．関係会社に対する資産及び負債 ※２．関係会社に対する資産及び負債

売掛金 107,412千円

買掛金 21,121千円

売掛金 115,679千円

買掛金 29,756千円

３．受取手形割引高      9,903千円 ３．受取手形割引高 9,588千円

　４．保証債務

下記非連結子会社の金融機関からの借入に対し、債

務保証を行っております。

　４．　　　　　　　──────

㈱新潟日進       9,962千円

（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   1,140,257千円

受取配当金 43,000千円

受取賃貸料 9,985千円

売上高 1,124,429千円

受取配当金 62,000千円

受取賃貸料 12,180千円

※２．販売費及び一般管理費

(1）主要な費目及び金額は、次のとおりです。

※２．販売費及び一般管理費

(1）主要な費目及び金額は、次のとおりです。

役員報酬        214,830千円

給与        226,408千円

賞与引当金繰入額       25,423千円

退職給付費用      1,774千円

役員退職慰労引当金繰入額       29,291千円

減価償却費       86,132千円

展示会費 100,019千円

役員報酬 215,358千円

給与 256,280千円

賞与引当金繰入額 24,328千円

退職給付費用 2,308千円

役員退職慰労引当金繰入額 16,710千円

役員賞与引当金繰入額 28,000千円

減価償却費 114,686千円

広告宣伝費 110,158千円

研究開発費 189,169千円

(2）このうち販売費に属する費用のおおよその割合は

21％、一般管理費に属する費用のおおよその割合は

79％であります。

(2）このうち販売費に属する費用のおおよその割合は

21％、一般管理費に属する費用のおおよその割合は

79％であります。

※３．研究開発費の総額 ※３．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
131,058千円

一般管理費及び当期製造費用

に含まれる研究開発費
189,169千円

※４．固定資産売却益の内訳は、次のとおりです

機械及び装置  59千円

※４．固定資産売却益の内訳は、次のとおりです

機械及び装置 1,108千円

車両運搬具 427千円

　合計 1,535千円
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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）

※５．固定資産売却損の内訳は、次のとおりです。

機械及び装置 277千円

車両運搬具 185千円

　合計 462千円

※５．固定資産売却損の内訳は、次のとおりです。

機械及び装置 8千円

※６．固定資産除却損の内訳は、次のとおりです。 ※６．固定資産除却損の内訳は、次のとおりです。

機械装置     1千円

車両運搬具  961千円

工具器具備品    333千円

合計      1,295千円

建物 9,882千円

構築物 2,237千円

機械装置 550千円

車両運搬具 34千円

工具器具備品 399千円

合計 13,104千円

（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

該当事項はありません。

（リース取引関係）

該当事項はありません。

（有価証券関係）

前事業年度（平成18年３月31日現在）及び当事業年度（平成19年３月31日現在）における子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

（繰延税金資産）  

①流動資産  

未払事業税 13,535千円

賞与引当金繰入限度超過額 22,487千円

たな卸資産評価損否認 3,946千円

未払費用 10,512千円

その他 1,552千円

（計）  52,032千円

②固定資産  

役員退職慰労引当金限度超過額 66,616千円

固定資産評価損否認 16,318千円

その他 8,151千円

（計） 91,085千円

（繰延税金負債）  

固定負債  

特別償却準備金 △63,783千円

繰延税金資産純額 79,334千円

（繰延税金資産）  

①流動資産  

未払事業税 21,192千円

賞与引当金繰入限度超過額 22,328千円

たな卸資産評価損否認 2,907千円

未払費用 19,429千円

その他 1,871千円

（計） 67,727千円

②固定資産  

役員退職慰労引当金限度超過額 73,267千円

固定資産評価損否認 18,472千円

その他 8,122千円

（計） 99,861千円

（繰延税金負債）  

固定負債  

特別償却準備金 △49,967千円

繰延税金資産純額 117,621千円
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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）

 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適用後の法人税等の負担率

との差異が、法定実効税率の百分の五以下であるため注

記を省略しております。

 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適用後の法人税等の負担率

との差異が、法定実効税率の百分の五以下であるため注

記を省略しております。

（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 2,392円85銭

１株当たり当期純利益    337円76銭

１株当たり純資産額 2,740円05銭

１株当たり当期純利益 389円20銭

　潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在

株式がないため記載しておりません。

　潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在

株式がないため記載しておりません。

　当社は、平成17年５月20日付で株式１株につき２株の株

式分割を行っております。

　なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合

の前事業年度における１株当たり情報については、以下の

とおりとなります。

１株当たり純資産額 1,970円90銭

１株当たり当期純利益 310円00銭

　潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在

株式がないため記載しておりません。

　（注）１株当たり当期純利益の算定上の基礎は以下のとおりであります。

 
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（千円） 552,709 608,319

普通株主に帰属しない金額（千円） 35,800 ―

（うち利益処分による役員賞与金）(千円) (35,800) ―

普通株式に係る当期純利益（千円） 516,909 608,319

普通株式の期中平均株式数（株） 1,530,397 1,563,000

（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
(1）役員の異動

①　代表取締役の異動

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

（非常勤）監査役　塩田　伸生（現　当社顧問）

・退任予定監査役

（非常勤）監査役　渡辺　浩志

③　就任予定日

平成19年６月26日

（注）渡辺　浩志氏は同日付で当社顧問に就任予定

(2）その他

該当事項はありません。
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