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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 5,682 3.8 196 53.5 162 52.6 73 －

18年３月期 5,472 － 128 － 106 － △11 －

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 20 20 － － 11.8 3.9 3.5

18年３月期 △3 03 － － △1.9 2.6 2.3

（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 4,355 649 14.9 179 18

18年３月期 4,067 589 14.5 162 68

（参考）自己資本 19年３月期 649百万円 18年３月期 589百万円

(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 460 △160 △188 480

18年３月期 417 △151 △178 369

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 － － － － － － － － －

19年３月期 － － 7 00 7 00 25 34.7 4.1

20年３月期（予想） － － 7 00 7 00 － 33.0 －

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 4.0 57 38.5 40 66.4 3 122.8 1 00

通期 5,900 3.8 233 18.6 199 23.1 76 4.9 21 20

－ 1 －



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、17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 3,630,000株 18年３月期 3,630,000株

②　期末自己株式数 19年３月期 5,080株 18年３月期 4,900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、25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 5,682 3.8 182 63.7 154 60.4 67 －

18年３月期 5,472 △6.4 111 △66.5 96 △66.0 △17 －

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 18 64 － －

18年３月期 △4 88 － －

(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 4,356 637 14.6 175 78

18年３月期 4,058 583 14.4 160 83

（参考）自己資本 19年３月期 637百万円 18年３月期 583百万円

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 2,864 4.0 56 58.2 39 76.0 3 744.0  96

通期 5,900 3.8 224 23.6 191 24.2 72 6.9 19 92

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成しております。実際の業績は、

今後、様々な要因によって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は添付資料３頁

を参照下さい。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　当連結会計期間におけるわが国経済は、好調な企業収益を背景に民間設備投資が増加し、雇用者所得の改善を反映

して個人消費も堅調に推移するなど、緩やかではありますが、総じて回復基調をたどりました。

　当業界におきましては、食品業界全体に広がった、食の安全に対する諸問題により食品に対する不信感を強めた消

費者への信頼回復のため、品質・衛生管理体制の強化に追われる中、低価格競争の激化および諸原材料価格の高騰が

収益を圧迫するという、厳しい経営環境となりました。

　このような環境の中で、当社グループは前連結会計期間に引続き、「パネトーネ種・保存料無添加・ロングライフ」

の特性を活かした新製品の開発に努めました。新製品としましては、「デニッシュ」において、冷凍庫で凍らせるこ

とにより新たな食感が楽しめる「アイスデニッシュシリーズ」３品目を発売し、「デニッシュミルク」、「夕張メロ

ン小町」、「さくら小町」の新規投入、その他６品目においてペースト、包材のリニューアルを行いました。「クロ

ワッサン」においてはＰＢ商品４アイテムを、また、「その他」においては、「バナナワッフル」、「くまのプーさ

んメープルワッフル」、ＰＢ商品２アイテムを新たに供給しました。

　営業部門におきましては、大都市圏における地域密着型の販売活動の推進、業態別販売戦略の実施等により、売上

高の回復に努めました。また、販促物のリニューアルによる量販店での売場作り等、積極的な販売活動を展開しまし

た。その結果、中国、九州等地方都市の売上高は低調に推移したものの、落込みの激しかった、関東、中部等大都市

圏の売上高は順調に推移しました。業態別では、自動販売機により販売を行っている取引先、パンメーカー等当社グ

ループの主要業態における売上高が順調に推移し、また、不振が続いていた卸問屋関係につきましても、減少傾向に

歯止めがかかりました。

　以上の結果、当連結会計期間の売上高は56億８千２百万円（前年同期比3.8％増）となりました。

　利益面につきましては、製造部門において、一部製造ラインに対する設備投資、専門部署による工程の見直し、人

員の再配置等により、生産効率の向上に努めましたが、原油価格、諸原材料価格の高騰、および製品の多様化に伴う

工程の複雑化による労務費の増大により、売上原価率は上昇しました。

　また、当社グループ全体において、コストダウン追求企業への第一歩として、改革プロジェクトチームを発足させ、

「製品コストの低減」、「販売管理費の低減」、「人件費の削減」等をテーマに取り組み、経費削減に努めました。

　以上の結果、営業利益１億９千６百万円（前年同期比53.5％）、経常利益１億６千２百万円（前年同期比52.6％

増）、当期純利益７千３百万円となりました。

　次期の見通しにつきましては、わが国経済は、引続き民間需要主導によって堅調に推移するものと予測されますが、

原油価格高騰の長期化や不安定な為替変動による、光熱費、諸原材料費、物流コストの増加が、収益を圧迫し続ける

要因となる可能性もあり、当社を取り巻く経営環境は厳しい状況が続くものと思われます。

　このような状況のもと、当社グループといたしましては、①「安心・安全な商品」の提供、②「技術のコモ」を目

指す、③コストダウンの追求、④組織の活性化と人材の育成を経営基本方針に、製品特性を活かし、安定的な売上高、

利益の確保に努めてまいります。

　以上によりまして、次期の見通しにつきましては、売上高59億円、経常利益１億９千９百万円、当期純利益７千６

百万円を見込んでおります。

(2）財政状態に関する分析

①　資産、負債及び純資産の状況

　　当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べ２億８千８百万円増加し、43億５千５百万円とな

りました。

　　流動資産は、前連結会計年度末に比べ２億６千万円増加し、15億５千６百万円となりました。これは、主に現金

及び預金の増加（１億１千万円）、受取手形及び売掛金の増加（１億８千８百万円）などによるものであります。

　　固定資産は、前連結会計年度末に比べ２千８百万円増加し、27億９千９百万円となりました。これは、主に機械

装置及び運搬具の増加（６千８百万円）などによるものであります。

　　流動負債は、前連結会計年度末に比べ５億２千２百万円増加し、34億７千６百万円となりました。これは、主に

短期借入金の増加（３億円）、買掛金の増加（１億８千７百万円）、未払金の増加（１億７千７百万円）などによ

るものであります。

　　固定負債は、前連結会計年度末に比べ２億９千３百万円減少し、２億２千９百万円となりました。これは、主に

長期借入金の減少（２億１百万円）などによるものであります。

　　純資産は、前連結会計年度末に比べ５千９百万円増加し、６億４千９百万円となりました。これは、主に利益剰

余金の増加（７千３百万円）などによるものであります。
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②　キャッシュ・フローの状況

　　当連結会計年度における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べ１億１千万

円増加（前年同期比30.0％増）し、当連結会計年度末には４億８千万円となりました。

　　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４億６千万円（前年同期比10.4％増）となりました。

　　　これは主に減価償却費（１億８千２百万円）、売上債権の増加（１億８千８百万円）及び仕入債務の増加（１

億８千７百万円）など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１億６千万円（前年同期比5.8％増）となりました。

　　　これは主に製造設備の取得（１億５千８百万円）など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１億８千８百万円（前年同期比5.7％増）となりました。

　　　これは主に短期借入金の純増加額（３億円）、長期借入金の返済による支出（３億９千２百万円）、割賦未払

金等の支払（９千５百万円）など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18年３月期 平成19年３月期

自己資本比率（％） 14.5 14.9

時価ベースの自己資本比率

（％）
139.8 127.6

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（％）
6.7 5.7

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
10.0 11.9

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／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：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計算しております。

（注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。

（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。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　　当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題として認識しており、利益配分につきましては、株主の皆様へ

の安定的な配当を継続的に行うことを基本方針に、業績及び配当性向を勘案し決定しております。

　当期の１株当たり配当金につきましては、７円を予定しており、次期１株当たり配当金も、同じく７円を予定して

おります。

　また、今後予想される経営環境の変化に対応できる企業体質への更なる強化と、事業の拡大、製品開発、設備投資

にそなえ、内部留保の充実にも努めてまいります。

(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のある事項には、以下のようなものがありま

す。

①　製品の供給体制　

　　当社グループの製品は、ロングライフである特性を活かして、本社工場のみで製造し、全国に販売しております。

そのため、事故や地震、台風等の自然災害が発生し、本社工場が重大な被害を受け操業停止となった場合、関東に

おける一部の在庫製品を除き、製品の供給が全面的に停止することが想定されます。従って、当社グループの危機

管理対策の想定範囲を超えた自然災害等が発生した場合には、業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
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②　原材料の調達及び価格高騰

　　当社グループの製品の主要原料は、小麦粉、砂糖、油脂等農産物の一次加工品であり、卵、レーズン等の農産物

も原料として多量に使用しております。これらの生産地域の異常気象等による収穫量の減少や消費量の急激な増加

のために需給が逼迫することがあります。また、原油価格の上昇等により、重油等の燃料や石油製品である包装材

料、容器類の価格上昇が生じる可能性があります。

　　また、当社グループでは、原材料を安定的に確保するため、仕入先について、調査機関や業界からの情報収集に

基づく経営状況の見極め、調達先の分散によるリスク回避等に努めておりますが、ロングライフパンという当社グ

ループ製品の特性から、使用する原材料にも特殊性が求められ、突発的な事情による経営破綻等により、原材料の

安定的な調達ができなくなる可能性があります。

　　上記理由により、原材料の調達が不可能となった場合、または仕入価格が高騰した場合、業績及び財政状態に影

響を及ぼす可能性があります。

 

２．企業集団の状況
　当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社及び子会社１社（コモサポート㈱）により構成されており、当社

は、パネトーネ種を使用するロングライフパン（賞味期間が35～90日）の製造・販売を行っております。また、コモサ

ポート㈱において、当社製品の保管、仕分業務請負、配送手配代行業務を行っております。

　事業の系統図は下記のとおりであります。

  

当社（製造・販売） 
コモサポート㈱（子会社） 

役務の提供 
 製品の保管 
 仕分業務請負 
 配送手配代行 
 

製品 

得意先・消費者 

３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社グループは「パネトーネ種の素材を生かし、おいしさを通じて人々により多くのコミュニケーションを提供し

たい」の基本理念のもとに、「パネトーネ種・保存料無添加・ロングライフ」の特性を活かした付加価値の高い製品

とサービスを創造し続け、お客様とともに喜びを分かちあい、信頼される企業を目指しております。

　会社経営においては、利益重視・株主重視・顧客重視・社員重視を柱に、生産効率の向上、販売力の強化、収益力

の向上、人材の育成に努め、「量と質のバランス経営」に取り組んでおります。

(2）目標とする経営指標

　当社グループは、企業価値の向上を目指しており、経営資源の効率的な運用、安定的な利益確保、業容の拡大に努

めております。

(3）中長期的な会社の経営戦略及び会社の対処すべき課題

　当社グループは、中長期的な数値目標を「売上高70億円、経常利益７億円、純利益３億５千万円」としております。

　この目標を達成するため、営業部門におきましては、販売推進商品および販売店の効率的な選定、売場、商品別価

格戦略、新規開拓の業態別管理、ＯＪＴ教育の徹底等により、利益の伴う売上高の確保に努めてまいります。さらに、

営業所別損益責任体制の推進により、営業部門全体の収益強化に努めてまいります。

　製造部門におきましては、製造原価率の低減を最重要課題とし、省力化設備投資、効率的な人員配置の実施、およ

び原材料価格の見直し等により低減を図り、また、専門部署において、製法の改善、不良率の低減、製品クレームの

撲滅に向けた業務の改善を推し進めることにより、売上総利益の確保に努めてまいります。 

　さらに、品質管理につきましても、当連結会計期間に認証取得いたしました「ＩＳＯ9001」の品質管理基準を厳守

し、常にお客様の信頼が得られる商品、サービスの提供を目指してまいります。
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(4）内部管理体制の整備・運用状況

Ａ　会社の内部牽制組織、組織上の業務部門及び管理部門の配置状況、社内規程の整備状況その他の内部管理体制の

整備の状況

　　　当社グループは、社長直属である内部監査室を設置し、各部門の業務監査を行い、監査結果を取締役会に報告

するとともに、被監査部門に対しては、改善が必要な事項について指摘し、改善の進捗状況報告を定期的に求め

検証しております。

　　　管理部門と他の業務部門の関係につきましては、各部門役職者により構成される経営幹部会議において、各部

門の状況、問題、課題について検証、討議するとともに、業務分掌規程、職務権限規程、組織規程等により、各

役職員の責任と権限を明確にし、内部管理体制、部門間の牽制機能の充実を図っております。

Ｂ　会社の内部管理体制の充実に向けた取り組みの最近１年間における実施状況

　　　違法行為の発生を未然に防止する仕組みを構築し、コンプライアンス体制を推進することを目的として、「コ

ンプライアンス委員会」の設置を取り決めました。そのなかで、企業倫理・法令遵守の考え方を徹底させるとと

もに、コンプライアンス経営の維持、向上・推進を支援することを目的とした「企業行動憲章」の制定、コンプ

ライアンス経営の周知徹底のための教育、啓蒙等の施策を実施してまいります。
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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（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   369,816   480,689   

２．受取手形及び売掛金 ※６  737,917   926,509   

３．たな卸資産   140,423   103,681   

４．前払費用   20,355   16,257   

５．繰延税金資産   23,976   26,434   

６．その他   5,539   4,034   

　　貸倒引当金   △2,000   △1,500   

流動資産合計   1,296,029 31.9  1,556,108 35.7 260,079

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1）建物及び構築物 ※１ 1,119,748   1,156,857    

    減価償却累計額  573,147 546,601  620,608 536,248   

(2）機械装置及び運搬
具

※１ 2,949,551   3,065,505    

　　減価償却累計額  2,444,701 504,850  2,491,826 573,678   

(3）土地 ※1,5  1,187,049   1,187,049   

(4）その他  77,750   80,894    

　　減価償却累計額  65,165 12,584  68,018 12,875   

有形固定資産合計   2,251,085 55.3  2,309,852 53.0 58,766

２．無形固定資産   6,951 0.2  4,833 0.1 △2,117

３．投資その他の資産         

(1）投資有価証券   266,109   240,101   

(2）繰延税金資産   107   －   

(3）賃貸用不動産 ※1,5 214,194   214,194    

　　減価償却累計額  20,971 193,223  23,001 191,192   

(4）その他   54,468   55,847   

　　貸倒引当金   △200   △1,967   

投資その他の資産合計   513,708 12.6  485,173 11.2 △28,534

固定資産合計   2,771,744 68.1  2,799,859 64.3 28,114

資産合計   4,067,774 100.0  4,355,967 100.0 288,193
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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（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   259,406   446,554   

２．短期借入金 ※1,2  1,900,000   2,200,000   

３．１年内返済予定長期
借入金

※１  392,679   201,637   

４．未払金   255,641   432,698   

５．未払費用   64,752   66,090   

６．未払法人税等   37,552   65,863   

７．賞与引当金   34,457   34,458   

８．未払消費税等   3,868   15,874   

９．その他   6,375   13,798   

流動負債合計   2,954,733 72.6  3,476,976 79.8 522,243

Ⅱ　固定負債         

１．社債   100,000   100,000   

２．長期借入金 ※１  201,637   －   

３．繰延税金負債   16,892   7,895   

４．退職給付引当金   6,587   13,022   

５．役員退職慰労引当金   46,602   54,277   

６．その他   151,583   54,279   

固定負債合計   523,302 12.9  229,474 5.3 △293,827

負債合計   3,478,036 85.5  3,706,451 85.1 228,415

         

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※３  222,000 5.5  － － △222,000

Ⅱ　資本剰余金   134,400 3.3  － － △134,400

Ⅲ　利益剰余金   2,148,694 52.8  － － △2,148,694

Ⅳ　土地再評価差額金 ※５  △1,932,656 △47.5  － － 1,932,656

Ⅴ　その他有価証券評価差
額金

  24,714 0.6  － － △24,714

Ⅵ　自己株式 ※４  △7,414 △0.2  － － 7,414

資本合計   589,737 14.5  － － △589,737

負債・資本合計   4,067,774 100.0  － － △4,067,774
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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（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   － －  222,000 5.1 222,000

２．資本剰余金   － －  134,400 3.1 134,400

３．利益剰余金   － －  2,221,913 51.0 2,221,913

４．自己株式   － －  △7,690 △0.2 △7,690

　　株主資本合計   － －  2,570,622 59.0 2,570,622

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価
差額金

  － －  11,550 0.3 11,550

２．土地再評価差額金   － －  △1,932,656 △44.4 △1,932,656

　　評価・換算差額等合計   － －  △1,921,105 △44.1 △1,921,105

純資産合計   － －  649,516 14.9 649,516

負債純資産合計   － －  4,355,967 100.0 4,355,967
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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   5,472,179 100.0  5,682,646 100.0 210,466

Ⅱ　売上原価   3,341,085 61.1  3,563,966 62.7 222,881

売上総利益   2,131,094 38.9  2,118,680 37.3 △12,414

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,2  2,002,886 36.6  1,921,827 33.8 △81,058

営業利益   128,208 2.3  196,853 3.5 68,644

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  4   269    

２．受取配当金  1,534   2,124    

３．受取家賃  19,899   20,316    

４．保険解約収入  16,690   －    

５．その他  9,336 47,465 0.9 7,667 30,377 0.5 △17,087

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  42,602   38,654    

２．棚卸資産廃棄損  14,002   16,475    

３．その他  12,665 69,270 1.3 9,712 64,842 1.1 △4,428

経常利益   106,403 1.9  162,388 2.9 55,984

Ⅵ　特別利益         

１．前期損益修正益  －   2,054    

２．貸倒引当金戻入  558 558 0.0 － 2,054 0.0 1,495

Ⅶ　特別損失         

１．固定資産売却損  ※３ 1   －    

２．固定資産除却損  ※４ 435 436 0.0 5,147 5,147 0.1 4,711

　　税金等調整前当期純利
益

  106,526 1.9  159,295 2.8 52,769

法人税、住民税及び事
業税

 54,143   88,427    

法人税等調整額  63,401 117,544 2.1 △2,350 86,077 1.5 △31,467

当期純利益（△純損
失）

  △11,018 △0.2  73,218 1.3 84,236
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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   134,400

Ⅱ　資本剰余金期末残高   134,400

    

（利益剰余金の部）    

Ⅰ　利益剰余金期首残高   2,211,840

Ⅱ　利益剰余金減少高    

１．配当金  47,127  

２．役員賞与  5,000  

３．当期純損失  11,018 63,145

Ⅳ　利益剰余金期末残高   2,148,694
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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

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日　残高（千円） 222,000 134,400 2,148,694 △7,414 2,497,680

連結会計年度中の変動額

当期純利益 － － 73,218 － 73,218

自己株式の取得 － － － △276 △276

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

－ － － － －

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

－ － 73,218 △276 72,941

平成19年３月31日　残高（千円） 222,000 134,400 2,221,913 △7,690 2,570,622

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評価
差額金

土地再評価差額金
評価・換算差額等合
計

平成18年３月31日　残高（千円） 24,714 △1,932,656 △1,907,942 589,737

連結会計年度中の変動額

当期純利益 － － － 73,218

自己株式の取得 － － － △276

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△13,163 － △13,163 △13,163

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△13,163 － △13,163 59,778

平成19年３月31日　残高（千円） 11,550 △1,932,656 △1,921,105 649,516
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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  106,526 159,295  

減価償却費  191,145 182,164  

貸倒引当金の増加額（△減
少額）

 △57,120 1,267  

賞与引当金の増加額（△減
少額）

 △12,523 1  

退職給付引当金の増加額  6,587 6,434  

前払年金費用の減少額  8,125 －  

役員退職慰労引当金の増加
額

 1,534 7,674  

受取利息及び受取配当金  △1,539 △2,393  

支払利息  42,602 38,654  

有形固定資産除却損  － 5,147  

売上債権の減少額（△増加
額）

 53,658 △188,592  

たな卸資産の減少額（△増
加額）

 △11,464 36,741  

その他流動資産の減少額  6,340 5,581  

仕入債務の増加額（△減少
額）

 △9,481 187,148  

未払消費税等の増加額  3,868 12,006  

その他流動負債の増加額
（△減少額）

 △2,325 105,499  

役員賞与の支払額  △5,000 －  

その他  58,578 452  

小計  379,512 557,082 177,569

利息及び配当金の受取額  1,539 2,393  

利息の支払額  △41,608 △38,684  

還付法人税等の受取額  98,488 －  

法人税等の支払額  △20,888 △60,486  

営業活動によるキャッシュ・
フロー

 417,043 460,305 43,262
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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

    

投資有価証券の取得による
支出

 △89,974 △147  

有形固定資産の取得による
支出

 △72,668 △158,966  

保険積立金解約による収入  11,444 －  

その他  △626 △1,590  

投資活動によるキャッシュ・
フロー

 △151,824 △160,705 △8,880

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・
フロー

    

短期借入金の純増加額  300,000 300,000  

長期借入金の返済による支
出

 △398,256 △392,679  

社債の発行による収入  100,000 －  

割賦未払金等の支払による
支出

 △132,671 △95,573  

配当金の支払額  △47,475 △198  

その他  △97 △276  

財務活動によるキャッシュ・
フロー

 △178,501 △188,727 △10,226

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増加額  86,717 110,873 24,155

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残
高

 273,098 369,816 96,717

Ⅶ　新規連結に伴う現金及び現金
同等物の増加額

 10,000 － △10,000

Ⅷ　現金及び現金同等物の期末残
高

※ 369,816 480,689 110,873
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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

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　

子会社は、全て連結しております。　

連結子会社の数　１社

連結子会社の名称

　コモサポート株式会社

　なお、コモサポート株式会社については、平成17年

４月１日付で新規設立したため、当連結会計期間から

連結の範囲に含めております。　

１．連結の範囲に関する事項　

子会社は、全て連結しております。　

連結子会社の数　１社

連結子会社の名称　

　　　コモサポート株式会社

２．持分法の適用に関する事項

非連結子会社および関連会社はありませんので該当事

項はありません。　　

２．持分法の適用に関する事項　

同左

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は、連結決算日と同一であります。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

同左

 ４．会計処理基準に関する事項  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)重要な資産の評価基準及び評価方法

　　　①有価証券　　 　　　①有価証券　　

その他の有価証券　　 その他の有価証券　　

時価のあるもの 時価のあるもの

…連結決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部資本直入法により処理し、売

却価格は移動平均法により算定）　　　　　

 　　　　…連結決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却価格は移動平均法により算定）

時価のないもの 時価のないもの

…移動平均法による原価法

　なお、投資事業有限責任組合及びこれに類す

る組合への出資（証券取引法第２条第２項によ

り有価証券としてみなされるもの）については、

組合契約に規定される決算報告日に応じて入手

可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を

純額で取り込む方法によっております。　

同左

　　　②たな卸資産

　　商品・製品・原材料・仕掛品

　　　総平均法による原価法

　　貯蔵品

　　　最終仕入原価法による原価法

　　　②たな卸資産

　　商品・製品・原材料・仕掛品

　　　　　　　　　　同左

　　貯蔵品

　　　　　　　　　　同左

㈱コモ（2224）平成 19 年３月期決算短信

－ 15 －



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)重要な減価償却資産の減価償却の方法

　①有形固定資産及び賃貸用不動産

　　定率法

　　主な耐用年数は以下のとおりであります。

　　　建　　　　物　８～50年

　　　機械及び装置　　　９年

　　　②無形固定資産

　　ソフトウェア

　　　社内利用ソフトウェア

　　　…社内における利用可能期間（５年）に基

　　　　づく定額法

　　その他の無形固定資産

　　　定額法　

　　　③長期前払費用

　　定額法

　　(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法

　①有形固定資産及び賃貸用不動産

　　　　　　　　　　同左

 

 

 

　　　②無形固定資産

　　ソフトウェア

　　　社内利用ソフトウェア

　　　　　　　　　　同左

　　　　

　　　　その他の無形固定資産

　　　　　　　　　　同左　

　　　③長期前払費用

　　　　　　　　　　同左

　　(3)繰延資産の会計処理

社債発行費

…支出時に全額費用として処理しております。

　　(4)重要な引当金の計上基準

　　　①貸倒引当金

　債権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検討し、

回収不能見込額を計上しております。 　

　　　②賞与引当金

　従業員の賞与の支払に備えるため、当連結会計

期間に帰属する支給見込額を計上しております。

　　　③退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年

度末における退職給付債務及び年金資産の見込額

に基づき計上しております。

　　　④役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支払に備えるため、内規に

基づく当連結会計期間末要支給額を計上しており

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

処理によっております。

　　(6)その他連結財務諸表のための重要な事項　

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

────── 

 

　　(4)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

　　　　　　　　同左

 

　　　③退職給付引当金

　　　　　　　　同左

 

 

　　　④役員退職慰労引当金

　　　　　　　　同左

 

 

　　(5)重要なリース取引の処理方法

　　　　　　　　 同左

 

 

 

　　(6)その他連結財務諸表のための重要な事項　

　　　　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。

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

　　　　　　　　　　同左
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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）

６．利益処分項目等の取扱いに関する事項

　利益処分又は損失処理の取扱い方法については、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

いております。

６．　　　　　　　　──────

７．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、随時引き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３ヶ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。

７．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　　　　　　　　　　同左

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）

────── （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649,516千

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。

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）

　営業活動によるキャッシュ・フローの「有形固定資

産除却損」は、前連結会計年度は「その他」に含めて

表示しておりましたが、金額的重要性が増したため区

分掲記しております。

　なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている

「有形固定資産除却損」は435千円であります。
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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 担保に供している資産 ※１ 担保に供している資産

　(1)工場財団抵当に供している資産 　(1)工場財団抵当に供している資産

 建物及び構築物 518,554千円 

 機械装置及び運搬具 79,046千円 

 土地  1,138,554千円

 賃貸用不動産 192,146千円 

　　計 1,928,302千円 

 建物及び構築物 510,813千円 

 機械装置及び運搬具 61,018千円 

 土地  1,138,554千円

 賃貸用不動産 190,337千円 

　　計 1,900,723千円 

　(2)工場財団抵当に対応する債務 　(2)工場財団抵当に対応する債務

 短期借入金 1,506,300千円 

 １年以内返済予定長期借入金 392,679千円 

 長期借入金  201,637千円

 　計 2,100,616千円 

 短期借入金 1,885,830千円 

 １年以内返済予定長期借入金 201,637千円 

 － 

 　計 2,087,467千円 

 

※２　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行12行と当座貸越契約を、また、その内の１行と

貸出コミットメント契約を締結しております。これ

ら契約に基づく当連結会計期間末の借入金実行残高

は次の通りであります。

 当座貸越極度額及び貸出コミッ

トメントの総額

4,000,000千円 

 借入実行残高 1,900,000千円 

 　　　　差引額 2,100,000千円 

 

 

※２　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行12行と当座貸越契約を、また、その内の１行と

貸出コミットメント契約を締結しております。これ

ら契約に基づく当連結会計期間末の借入金実行残高

は次の通りであります。

 当座貸越極度額及び貸出コミッ

トメントの総額

4,000,000千円 

 借入実行残高 2,200,000千円 

 　　　　差引額 1,800,000千円 

 

 

※３　発行済株式総数

普通株式　　　　　　　　　　　　3,630,000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4,900株

であります。

 

※５　土地の再評価

土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日

公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評

価を行ない、土地再評価差額金を資本の部に計上

しております。

再評価の方法…土地の再評価に関する法律施行令

（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第

４号に定める当該事業用土地について地価税法

（平成３年法律第69号）第16条に規定する地価税

の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定

するために、国税庁長官が定めて公表した方法に

より算出した価格に合理的な調整を行って算出し

ております。

再評価を行った年月日…平成14年３月31日

再評価を行った土地の期末 …△295,465千円

における時価と再評価後の

帳簿価額との差額

 

※４　　　　　　　　──────

 

 

 

※５　土地の再評価

土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日

公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評

価を行ない、土地再評価差額金を純資産の部に計

上しております。

再評価の方法…土地の再評価に関する法律施行令

（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第

４号に定める当該事業用土地について地価税法

（平成３年法律第69号）第16条に規定する地価税

の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定

するために、国税庁長官が定めて公表した方法に

より算出した価格に合理的な調整を行って算出し

ております。

再評価を行った年月日…平成14年３月31日

再評価を行った土地の期末 …△312,376千円

における時価と再評価後の

帳簿価額との差額
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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）

────── ※６　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、

手形交換日をもって決済処理をしております。なお、

当連結会計年度の末日は金融機関の休日であったため、

次の連結会計年度末末日満期手形が連結会計年度末残

高に含まれております。

 　　　受取手形　　　　　　　　　　　　　424千円

（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　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 ※１　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 47,414 千円  一般管理費 42,549千円 

※２　販売費及び一般管理費のうち主要な費用及び金額は

次のとおりであります。

※２　販売費及び一般管理費のうち主要な費用及び金額は

次のとおりであります。

 給料手当 448,096 千円

 賞与引当金繰入額 17,407 千円

 役員退職慰労引当金繰入額 10,639 千円

 退職給付費用 28,269 千円

 配送費 591,552 千円

 賃借料 315,806 千円

 給料手当 428,682 千円

 賞与引当金繰入額 15,950 千円

 役員退職慰労引当金繰入額 9,675 千円

 退職給付費用 22,605 千円

 配送費 590,247 千円

 賃借料 291,817 千円

※３　固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 ※３　　　　　　　　──────

 車両運搬具 1 千円

※４　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※４　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

 機械及び装置 139 千円

 車両運搬具 50 千円

 器具及び備品 245 千円

 合計 435 千円

 機械及び装置 5,147 千円

   －

   －

 合計 5,147 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 3,630,000 － － 3,630,000

合計 3,630,000 － － 3,630,000

自己株式

普通株式（注） 4,900 180 － 5,080

合計 4,900 180 － 5,080

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加180株は、単元未満株式の買取りによるものであります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　　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

　　該当事項はありません。

(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）

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27日

定時株主総会
普通株式 25,374  利益剰余金 7 平成19年３月31日 平成19年６月28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）

１．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

１．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

現金及び預金勘定 369,816千円

現金及び現金同等物 369,816千円

現金及び預金勘定 480,689千円

現金及び現金同等物 480,689千円
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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
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

 機械装置及び
運搬具

517,192 266,354 250,838

 その他（器具
及び備品）

1,167,197 698,408 468,789

合計 1,684,390 964,762 719,627

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）

 機械装置及び
運搬具

517,192 323,820 193,372

 その他（器具
及び備品）

1,016,774 698,254 318,519

合計 1,533,966 1,022,075 511,891

(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 247,908千円

１年超 522,910千円

合計 770,819千円

１年内 206,611千円

１年超 346,741千円

合計 553,352千円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 (3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 306,937千円

減価償却費相当額 259,733千円

支払利息相当額 43,790千円

支払リース料 283,738千円

減価償却費相当額 240,640千円

支払利息相当額 33,369千円

(4）減価償却費相当額の算定方法

 　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。

(5）利息相当額の算定方法

同左
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（有価証券関係）

有価証券

１　その他有価証券で時価のあるもの

種類

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）

取得原価
（千円）

連結貸借対照表
計上額

（千円）

差額
（千円）

取得原価
（千円）

連結貸借対照表
計上額

（千円）

差額
（千円）

連結貸借対照表計上額が取得原価を超

えるもの

株式 101,867 143,280 41,413 99,616 115,472 15,856

小計 101,867 143,280 41,413 99,616 115,472 15,856

連結貸借対照表計上額が取得原価を超

えないもの

株式 1,494 1,369 △124 3,893 3,585 △307

小計 1,494 1,369 △124 3,893 3,585 △307

合計 103,361 144,650 41,289 103,509 119,058 15,549

２　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 110,000 110,000

投資事業有限責任組合及びこれに類す

る組合への出資
11,459 11,043

合計 121,459 121,043

（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）

 当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないため、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）

 当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。
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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

　当社は確定給付型の制度として退職金制度の全部について、平成７年12月より適格退職年金制度を設けて

おります。

２　退職給付債務及びその内訳

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（千円） △233,490 △266,092

(2）年金資産（千円） 226,902 253,070

(3）未積立退職給付債務（千円）　(1) ＋ (2) △6,587 △13,022

(4）退職給付引当金（千円） 6,587 13,022

　（注）　当社は、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　退職給付費用の内訳

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）勤務費用（千円） 56,090 49,004

(2）運用収益（千円） △5,679 △3,372

(3）退職給付費用（千円）　(1)＋(2) 50,410 45,631

　（注）　当社は、退職給付費用の算定にあたり簡便法を採用しております。

（ストック・オプション等関係）

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）

  該当事項はありません。

 （企業結合等関係）

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）

  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

未払事業税 4,049千円

賞与引当金 13,935千円

固定資産減価償却費 43,952千円

役員退職慰労引当金 18,920千円

その他 9,149千円

繰延税金資産小計 90,007千円

評価性引当額 △65,812千円

繰延税金資産合計 24,195千円

繰延税金負債

未収事業税 △110千円

その他有価証券評価差額金 △16,892千円

繰延税金負債計 △17,003千円

繰延税金資産の純額 7,191千円

   

繰延税金資産

未払事業税 5,794千円

賞与引当金 13,906千円

固定資産減価償却費 48,934千円

役員退職慰労引当金 22,036千円

その他 14,134千円

繰延税金資産小計 104,806千円

評価性引当額 △78,371千円

繰延税金資産合計 26,434千円

繰延税金負債

   －

その他有価証券評価差額金 △7,895千円

繰延税金負債計 △7,895千円

繰延税金資産の純額 18,539千円

   

(2）法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主要な項目別の内訳

(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要な項目別の内訳

法定実効税率 40.6％

（調整）

交際費等永久に損金に算入

されない項目
10.0％

住民税均等割額 1.6％

試験研究費等の税額控除 △4.9％

回収懸念分 61.8％

その他 1.2％

税効果会計適用後の法人税等の

負担率
110.3％

法定実効税率 40.6％

（調整）

交際費等永久に損金に算入

されない項目
7.4％

住民税均等割額 0.5％

試験研究費等の税額控除 △2.2％

回収懸念分 7.8％

その他 0.4％

税効果会計適用後の法人税等の

負担率
54.5％
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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）

　当社グループは、同一セグメントに属する、ロングライフパンの製造及び販売を主たる業務としており、当

該事業以外に事業の種類がな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）

　当社グループは、同一セグメントに属する、ロングライフパンの製造及び販売を主たる業務としており、当

該事業以外に事業の種類がな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）

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、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）

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

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）

海外売上高がないため、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）

海外売上高がないため、該当事項はありません。

（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）

　　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）

　　該当事項はありません。

（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 162円68銭

１株当たり当期純損失 3円03銭

１株当たり純資産額 　179円18銭

１株当たり当期純利益 20円20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。

 　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。

　（注）　１株当たり当期純利益金額及び当期純損失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）

当期純利益または純損失（△）（千円） △11,018 73,218

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益または純損失

（△）（千円）
△11,018 73,218

期中平均株式数（千株） 3,625 3,624

（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 352,706 472,295  

２．受取手形  ※７ 6,363 2,877  

３．売掛金 731,576 923,636  

４．商品 213 －  

５．製品 50,837 27,482  

６．原材料 26,866 27,512  

７．仕掛品 8,327 9,684  

８．貯蔵品 54,179 39,002  

９．前払費用 18,511 14,413  

10．繰延税金資産 23,320 26,060  

11．その他 10,102 11,384  

　　貸倒引当金 △2,000 △1,500  

流動資産合計 1,281,002 31.6 1,552,850 35.6 271,847

Ⅱ．固定資産

１．有形固定資産

(1）建物 ※１ 1,032,686 1,069,534

減価償却累計額 514,132 518,554 558,721 510,813  

(2）構築物 86,341 86,341

減価償却累計額 58,912 27,429 61,666 24,675  

(3）機械及び装置 ※１ 2,938,024 3,052,238

減価償却累計額 2,435,847 502,176 2,481,867 570,370  

(4）車両運搬具 9,876 9,876

減価償却累計額 8,552 1,324 8,971 905  

(5）器具及び備品 75,652 76,920

減価償却累計額 65,123 10,528 67,558 9,362  

(6）土地 ※1,5 1,187,049 1,187,049  

有形固定資産合計 2,247,062 55.3 2,303,176 52.9 56,114

㈱コモ（2224）平成 19 年３月期決算短信

－ 26 －



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）

２．無形固定資産

(1）ソフトウェア 3,377 1,366  

(2）電話加入権 2,760 2,760  

(3）その他 812 706  

無形固定資産合計 6,951 0.2 4,833 0.1 △2,117

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 266,109 240,101  

(2) 関係会社株式  10,000 10,000  

(3）出資金 110 110  

(4）破産債権等 210 2,066  

(5）長期前払費用 10,988 5,150  

(6）賃貸用不動産 ※1,5 214,194 214,194

減価償却累計額 20,971 193,223 23,001 191,192  

 (10）その他 43,129 48,490  

 　　 貸倒引当金 △200 △1,967  

投資その他の資産合
計

523,570 12.9 495,143 11.4 △28,427

固定資産合計 2,777,584 68.4 2,803,153 64.4 25,569

資産合計 4,058,587 100.0 4,356,003 100.0 297,416
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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）

（負債の部）

Ⅰ．流動負債

１．買掛金 259,406 446,554  

２．短期借入金 ※1,2 1,900,000 2,200,000  

３．１年内返済予定長期
借入金

※１ 392,679 201,637  

４．未払金 265,067 450,413  

５．未払費用 61,896 63,237  

６．未払法人税等 33,267 65,967  

７．預り金 6,110 13,297  

８．賞与引当金 33,674 33,677  

９．その他 126 14,061  

流動負債合計 2,952,228 72.7 3,488,846 80.1 536,617

Ⅱ．固定負債

１．社債  100,000 100,000  

２．長期借入金  ※１ 201,637 －  

３．繰延税金負債  16,892 7,895  

４．退職給付引当金 6,587 13,526  

５．役員退職慰労引当金 46,602 54,277  

６．長期未払金 104,883 7,579  

７．その他 46,700 46,700  

固定負債合計 523,302 12.9 229,979 5.3 △293,323

負債合計 3,475,531 85.6 3,718,825 85.4 243,294

（資本の部）

Ⅰ．資本金 ※３ 222,000 5.5 － － △222,000

Ⅱ．資本剰余金

１．資本準備金 134,400 －

資本剰余金合計 134,400 3.3 － － △134,400

Ⅲ．利益剰余金

１．利益準備金 55,500  －   

２．任意積立金   

　(1)別途積立金 1,993,000 －

３．当期未処分利益 93,513 －

利益剰余金合計 2,142,013 52.8 － － △2,142,013

Ⅳ．土地再評価差額金 ※５ △1,932,656 △47.6 － － 1,932,656

Ⅴ．その他有価証券評価差
額金

 24,714 0.6 － － △24,714

Ⅵ．自己株式 ※４ △7,414 △0.2 － － 7,414

資本合計 583,056 14.4 － － △583,056

負債・資本合計 4,058,587 100.0 － － △4,058,587

㈱コモ（2224）平成 19 年３月期決算短信

－ 28 －



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）

（純資産の部）         

Ⅰ．株主資本         

１．資本金   － －  222,000 5.1 222,000

２．資本剰余金         

資本準備金  －   134,400    

資本剰余金合計   － －  134,400 3.1 134,400

３．利益剰余金         

(1）利益準備金  －   55,500    

(2）その他利益剰余金         

任意積立金  －   1,993,000    

繰越利益剰余金  －   161,074    

利益剰余金合計   － －  2,209,574 50.7 2,209,574

４．自己株式   － －  △7,690 △0.2 △7,690

株主資本合計   － －  2,558,283 58.7 2,558,283

Ⅱ．評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価
差額金

  － －  11,550 0.3 11,550

２．土地再評価差額金   － －  △1,932,656 △44.4 △1,932,656

評価・換算差額等合計   － －  △1,921,105 △44.1 △1,921,105

純資産合計   － －  637,178 14.6 637,178

負債純資産合計   － －  4,356,003 100.0 4,356,003
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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 5,472,201 100.0 5,682,657 100.0 210,456

Ⅱ．売上原価

１．商品製品期首たな卸高 42,246 51,050

２．当期製品製造原価 3,421,132 3,608,410

３．当期商品仕入高 1,306 489

合計 3,464,685 3,659,951

４．他勘定振替高 ※２ 72,549 68,502

５．商品製品期末たな卸高 51,050 3,341,085 61.1 27,482 3,563,966 62.7 222,881

売上総利益 2,131,116 38.9 2,118,691 37.3 △12,424

Ⅲ．販売費及び一般管理費

１．配送費 591,492 590,247

２．販売促進費 108,079 100,824

３．広告宣伝費 7,040 －

４．貸倒引当金繰入額 － 1,467

５．給料手当 383,492 361,949

６．賞与 38,355 －

７．賞与引当金繰入額 16,624 15,169

８．退職給付費用 28,269 22,354

９．役員退職慰労引当金繰
入額

10,639 9,675

10．福利厚生費 65,721 －

11．旅費交通費 46,819 －

12．減価償却費 17,696 15,477

13．賃借料 294,718 270,729

14．支払手数料 239,171 240,707

15．その他 ※１ 171,793 2,019,916 36.9 308,033 1,936,635 34.1 △83,281

営業利益 111,199 2.0 182,056 3.2 70,857

Ⅳ．営業外収益

１．受取利息 4 263

２．受取配当金 1,534 2,124

３．受取家賃  ※３ 21,099 21,516

４．保険解約収入 16,690   －    

５. 事務手数料  ※３ 6,000   6,000    

６．その他 8,868 54,196 1.0 7,184 37,088 0.7 △17,108
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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）

Ⅴ．営業外費用

１．支払利息 42,602 38,654

２．棚卸資産廃棄損 14,002 16,475

３．その他 12,589 69,194 1.2 9,712 64,842 1.2 △4,352

経常利益 96,201 1.8 154,302 2.7 58,100

Ⅵ．特別利益

１．前期損益修正益  －   2,054    

２．貸倒引当金戻入  558 558 0.0 － 2,054 0.0 1,495

Ⅶ．特別損失

１．固定資産売却損 ※４ 1 －

２．固定資産除却損  ※５ 435 436 0.0 5,147 5,147 0.1 4,711

税引前当期純利益 96,324 1.8 151,209 2.7 54,885

法人税、住民税及び事
業税

49,858 86,388

法人税等調整額 64,165 114,024 2.1 △2,740 83,647 1.5 △30,376

当期純利益（△純損
失）

△17,700 △0.3 67,561 1.2 85,262

前期繰越利益 111,213 －  

当期未処分利益 93,513 －  
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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 1,975,897 57.8 2,041,068 56.5 65,170

Ⅱ．労務費 568,040 16.6 613,912 17.0 45,872

Ⅲ．経費 ※１ 877,296 25.6 954,786 26.5 77,490

当期総製造費用 3,421,234 100.0 3,609,767 100.0 188,533

期首仕掛品たな卸高 8,225 8,327  

合計 3,429,459 3,618,095  

期末仕掛品たな卸高 8,327 9,684  

当期製品製造原価 3,421,132 3,608,410  

　（注）

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．経費のうち主なものは次のとおりであります。 ※１．経費のうち主なものは次のとおりであります。

減価償却費 　169,264千円 減価償却費 162,151千円

支払手数料 261,559千円 支払手数料 293,705千円

　２．原価計算の方法

当社は製品別実際総合原価計算を採用しております。

　２．原価計算の方法

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27日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ．当期未処分利益 93,513

Ⅱ．次期繰越利益 93,513

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

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計

資本準備金
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

任意積立金
繰越利益剰
余金

平成18年３月31日　残高
（千円）

222,000 134,400 134,400 55,500 1,993,000 93,513 2,142,013 △7,414 2,490,998

事業年度中の変動額

当期純利益 － － － － － 67,561 67,561 － 67,561

自己株式の取得 － － － － － － － △276 △276

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）

－ － － － － 67,561 67,561 △276 67,285

平成19年３月31日　残高
（千円）

222,000 134,400 134,400 55,500 1,993,000 161,074 2,209,574 △7,690 2,558,283

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

土地再評価差額金
評価・換算差額等
合計

平成18年３月31日　残高
（千円）

24,714 △1,932,656 △1,907,942 583,056

事業年度中の変動額

当期純利益 － － － 67,561

自己株式の取得 － － － △276

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△13,163 － △13,163 △13,163

事業年度中の変動額合計
（千円）

△13,163 － △13,163 54,122

平成19年３月31日　残高
（千円）

11,550 △1,932,656 △1,921,105 637,178
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重要な会計方針

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

…移動平均法による原価法

(2）その他有価証券

時価のあるもの

…決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部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）

１．有価証券の評価基準及び評価方法

(1）子会社株式 

同左

(2）その他有価証券

時価のあるもの

…決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの

…移動平均法による原価法

　なお、投資事業有限責任組合及びこれに類する

組合への出資（証券取引法第２条第２項により

有価証券とみなされるもの）については、組合

契約に規定される決算報告日に応じて入手可能

な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額

で取り込む方法によっております。

時価のないもの

同左

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1）商品・製品・原材料・仕掛品

総平均法による原価法

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1）商品・製品・原材料・仕掛品

同左

(2）貯蔵品

最終仕入原価法による原価法

(2）貯蔵品

同左

３．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産及び賃貸用不動産

定率法

主な耐用年数は以下のとおりであります。

建　　　　物　　 ８～50年

機械及び装置　　　　 ９年

３．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産及び賃貸用不動産

同左

(2）無形固定資産

ソフトウェア

社内利用ソフトウェア

…社内における利用可能期間（5年）に基づく定

額法

(2）無形固定資産

ソフトウェア

社内利用ソフトウェア

同左

その他の無形固定資産

定額法

その他の無形固定資産

同左

(3）長期前払費用

定額法

(3）長期前払費用

同左

４．繰延資産の処理方法

　社債発行費

　…支出時に全額費用として処理しております。

 ──────
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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）

５．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

債権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検討し、

回収不能見込額を計上しております。

５．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

従業員の賞与の支払に備えるため、当期に帰属

する支給見込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及び年金資産の見込額に基

づき計上しております。

(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払に備えるため、内規に

基づく期末要支給額を計上しております。

(4）役員退職慰労引当金

同左

６．リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められ

るもの以外のファイナンス・リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ております。

６．リース取引の処理方法

同左

７．その他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

税抜方式によっております。

７．その他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

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が、

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637,178千

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。
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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）

　前期まで区分掲記しておりました「広告宣伝費」（当期

4,778千円）、「賞与」（当期33,416千円）、「福利厚生

費」（当期65,534千円）、「旅費交通費」（当期46,557千

円）は、販売費及び一般管理費の総額の100分の５以下で

あるため、販売費及び一般管理費の「その他」に含めて表

示することにしました。
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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　担保に供している資産

工場財団抵当に供している資産は次のとおりであり

ます。

※１　担保に供している資産

工場財団抵当に供している資産は次のとおりであり

ます。

建物 518,554千円

機械及び装置 79,046千円

土地 1,138,554千円

賃貸用不動産 192,146千円

計 1,928,302千円

建物 510,813千円

機械及び装置 61,018千円

土地 1,138,554千円

賃貸用不動産 190,337千円

計 1,900,723千円

工場財団抵当に対応する債務は次のとおりでありま

す。

工場財団抵当に対応する債務は次のとおりでありま

す。

短期借入金 1,506,300千円

1年内返済予定長期借入金 392,679千円 

長期借入金 201,637千円 

計 2,100,616千円

短期借入金 1,885,830千円

1年内返済予定長期借入金 201,637千円 

   

計 2,087,467千円

 

※２　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行12行と当座貸越契約を、また、その内の１行と

貸出コミットメント契約を締結しております。これ

ら契約に基づく当事業年度末の借入金実行残高は次

の通りであります。

 当座貸越極度額及び貸出コミッ

トメントの総額

4,000,000千円 

 借入実行残高 1,900,000千円 

 　　　　差引額 2,100,000千円 

 

 

※２　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行12行と当座貸越契約を、また、その内の１行と

貸出コミットメント契約を締結しております。これ

ら契約に基づく当事業年度末の借入金実行残高は次

の通りであります。

 当座貸越極度額及び貸出コミッ

トメントの総額

4,000,000千円 

 借入実行残高 2,200,000千円 

 　　　　差引額 1,800,000千円 

 

※３　授権株式数及び発行済株式総数

授権株式数　　　　普通株式 9,600,000株

発行済株式総数　　普通株式 3,630,000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

 4,900株であります。

※４　　　　　　　　──────
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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）

※５　土地の再評価

土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日

公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評

価を行ない、土地再評価差額金を資本の部に計上

しております。

※５　土地の再評価

土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日

公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評

価を行ない、土地再評価差額金を純資産の部に計

上しております。

再評価の方法…土地の再評価に関する法律施行令

（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第

４号に定める当該事業用土地について地価税法

（平成３年法律第69号）第16条に規定する地価税

の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定

するために、国税庁長官が定めて公表した方法に

より算出した価格に合理的な調整を行って算出し

ております。

再評価の方法…土地の再評価に関する法律施行令

（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第

４号に定める当該事業用土地について地価税法

（平成３年法律第69号）第16条に規定する地価税

の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定

するために、国税庁長官が定めて公表した方法に

より算出した価格に合理的な調整を行って算出し

ております。

再評価を行った年月日…平成14年３月31日 再評価を行った年月日…平成14年３月31日

再評価を行った土地の期末 …△295,465千円

における時価と再評価後の

帳簿価額との差額

再評価を行った土地の期末 …△312,376千円

における時価と再評価後の

帳簿価額との差額

　６　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

24,714千円であります。

　６　　　　　　　　──────

──────  ※７　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、当事業年度

末日は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　　　　　　　　　　　　　424千円
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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　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 ※１　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 47,414千円 一般管理費 42,549千円

※２　他勘定振替高は、見本進呈等に使用した金額であり、

主として販売促進費に含まれております。

※２　　　　　　　　　 同左

※３　関係会社に対するものは次のとおりであります。 ※３　関係会社に対するものは次のとおりであります。

受取家賃 1,200 千円

事務手数料 6,000 千円

受取家賃 1,200 千円

事務手数料 6,000 千円

※４　固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 ※４　　　　　　　　　──────

車両運搬具 1 千円

※５　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※５　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

機械及び装置 139 千円

車両運搬具 50 千円

器具及び備品 245 千円

合計 435 千円

機械及び装置 5,147 千円

   －

   －

合計 5,147 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

前事業年度末株式
数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

普通株式（注） 4,900 180 － 5,080

合計 4,900 180 － 5,080

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加180株は、単元未満株式の買取りによるものであります。
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成17年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
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

機械及び装置 517,192 266,354 250,838

器具及び備品 1,167,197 698,408 468,789

合計 1,684,390 964,762 719,627

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）

機械及び装置 517,192 323,820 193,372

器具及び備品 1,016,774 698,254 318,519

合計 1,533,966 1,022,075 511,891

(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 247,908千円

１年超 522,910千円

合計 770,819千円

１年内 206,611千円

１年超 346,741千円

合計 553,352千円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 (3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 306,937千円

減価償却費相当額 259,733千円

支払利息相当額 43,790千円

支払リース料 283,738千円

減価償却費相当額 240,640千円

支払利息相当額 33,369千円

(4）減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。

(5）利息相当額の算定方法

同左

（有価証券関係）

前事業年度（平成18年３月31日現在）

　子会社株式で時価のあるものはありません。

当事業年度（平成19年３月31日現在）

　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

繰延税金資産

未払事業税 3,763千円

賞与引当金 13,671千円

固定資産減価償却費 43,952千円

役員退職慰労引当金 18,920千円

その他 8,934千円

繰延税金資産小計 89,243千円

評価性引当額 △65,812千円

繰延税金資産合計 23,430千円

繰延税金負債

未収事業税 △110千円

その他有価証券評価差額金 △16,892千円

繰延税金負債計 △17,003千円

繰延税金資産の純額 6,427千円

繰延税金資産

未払事業税 5,794千円

賞与引当金 13,672千円

固定資産減価償却費 48,934千円

役員退職慰労引当金 22,036千円

その他 13,978千円

繰延税金資産小計 104,416千円

評価性引当額 △78,355千円

繰延税金資産合計 26,060千円

繰延税金負債

   －

その他有価証券評価差額金 △7,895千円

繰延税金負債計 △7,895千円

繰延税金資産の純額 18,165千円

(2）法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主要な項目別の内訳

(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要な項目別の内訳

法定実効税率 40.6％

（調整）

交際費等永久に損金に算入

されない項目
11.1％

住民税均等割額 1.7％

試験研究費等の税額控除 △5.4％

回収懸念分 68.3％

その他 2.1％

税効果会計適用後の法人税等の

負担率
118.4％

法定実効税率 40.6％

（調整）

交際費等永久に損金に算入

されない項目
7.8％

住民税均等割額 0.5％

試験研究費等の税額控除 △2.3％

回収懸念分 8.3％

その他 0.4％

税効果会計適用後の法人税等の

負担率
55.3％
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（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 160円83銭

１株当たり当期純損失 4円88銭

１株当たり純資産額 175円78銭

１株当たり当期純利益 18円64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又は当期純損失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）

当期純利益または純損失（△）（千円） △17,700 67,561

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益または純損失

（△）（千円）
△17,700 67,561

期中平均株式数（千株） 3,625 3,624

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

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

　・新任取締役候補

　　　取締役　中村和裕（現　営業本部長）

　　　取締役　田辺義博

　・退任予定取締役

　　　取締役　八橋修

　　　取締役　川越建史

 

③　就任予定日

　　平成19年6月27日

(2）その他

　該当事項はありません。
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