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１．19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）

百万円 百万円 百万円 百万円

円　銭 円　銭 　　　 ％ ％ ％

―

―

（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

百万円 百万円 ％ 円 銭

（参考）　自己資本　19年３月期　 百万円　 18年３月期　　38,362百万円

　（３）連結キャッシュ・フローの状況

百万円 百万円 百万円 百万円

２．配当の状況

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

（注）１．平成18年３月期および平成19年３月期の期末配当金の内訳は、普通配当 30円、特別配当 50円

であります。

　　　２．平成19年２月14日開催の取締役会決議により、平成19年４月１日を効力発生日として当社普通

株式１株を２株とする株式分割を実施しております。株式分割前の基準により換算した場合、

平成20年３月期の１株当たり年間配当予想額は120円（中間期末60円、期末60円）と、平成19

年３月期に比べ実質的に10円の増配となります。これは特別配当を除く普通配当では倍額とな
ります。
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zxcv（4626）平成19年３月期決算短信

３．20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）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

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

　　　①　会計基準等の改正に伴う変更    有

　　　②　①以外の変更　　　　　　　　　有

　　　（注）詳細は、24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 18年3月期　

　　　②期末自己株式数 19年3月期 18年3月期　

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

　　　　　　「１株当たり情報」をご覧ください。

（参考）個別業績の概要

１．19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）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

銭 銭

　（２）個別財政状態

百万円 百万円 ％ 円 銭

（参考）　自己資本　19年３月期　27,092百万円　　18年３月期　　31,035百万円　　　

２．20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）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述等についてのご注意）

 　１． 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報
　　　 および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要素によ

り大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定および業績予想のご利用に当
たっての注意事項等については、３ページ「１．経営成績（1）経営成績に関する分析」を
ご覧ください。

２． 平成19年３月31日現在の株主に対し平成19年４月１日付をもって、普通株式１株につき２株
の割合で株式分割しております。なお、「３．20年３月期の連結業績予想」および「（参
考）個別業績の概要　２．20年３月期の個別業績予想」の１株当たり当期純利益は、当該株
式分割の影響を考慮しております。
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zxcv（4626）平成19年３月期決算短信

（用語の説明）
本短信において以下の用語（省略方法）を使用しています。

1 PWB プリント配線板（PCB）
2 PWB用部材 「プリント配線板用部材（レジストインキなど）」
3 ソルダーレジスト（または“SR”） 「レジストインキ」
4 LPI 液状現像型ソルダーレジスト（当社の主力製品）
5 PKG基板用部材 「モジュール基板用材料」
6 FPD用部材 「フラットパネル・ディスプレイ（FPD）用部材」
7 PDP用部材 「プラズマディスプレイ・パネル（PDP）用部材」

1 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

a 連結業績の概況

b 個別業績の概況

29.3  5,300  254  当期純利益 4,296  5,554  1,258  

19.2  － －

経常利益 6,977  8,266  1,288  18.5  8,200  66  

営業利益 6,682  7,965  1,283  

（百万円）

41,959  6,656  18.9  41,500  

（百万円） （百万円） (%) （百万円）（百万円）

売上高 35,303  459  

・PWB用部材では、日本で集中生産している「PKG基板用およびフレキシブル基板用部材」の販売
が上半期は好調でしたが、下半期は台湾市場を中心に軟調な結果となりました。一方、「ビルド
アップ基板用部材」の販売は好調でした。

・FPD用部材では、太陽インキ製造㈱から韓国タイヨウインキ㈱にPDP用部材の生産の一部を移管
した結果、売上高の中で顧客向け製品売上が減少する一方、親会社・子会社間の資材売上が増加
しました。

・この売上構成の変化に加え、太陽インキ製造㈱にて製造販売するPDP用部材の原材料価格の高騰
の影響などにより、営業利益率は11.3％から8.0％に低下しました。

内容または従来の表記法本短信での表記（省略）法

業績予想比
増減額増減額 増減率

・当社グループの主要需要先であるPWB業界の景況は、電子機器に対する世界的な需要拡大を背景
に、一昨年から続く成長トレンドに沿い堅調に推移しました。PWB用部材の製品分野では、需要の
中心である「リジッド基板用部材」の販売が、中国市場の成長に牽引され引き続き拡大しまし
た。高付加価値製品である「PKG基板用およびフレキシブル基板用部材」の販売は上半期は好調に
推移し、下半期には減速感が見られました。円安の影響も加わり、これらを合わせたPWB用部材の
売上高は、30,948百万円（前期比11.7％増）となりました。

・収益面については、FPD用部材を中心とした原材料価格高騰が収益圧迫要因となった一方、PWB
用部材の平均販売単価の下落が比較的穏やかだったことに加え、ボリューム効果による販管費比
率の低下も寄与し、営業利益率は19.0％と前期並みを維持いたしました。

・また、ここ数年、急速に販売が伸びているFPD用部材の売上高は、第３四半期において、 終製
品であるプラズマテレビ市場の停滞により伸び悩みましたが、通期では概ね好調に推移し9,573百
万円（前期比46.9％増）となりました。

前期実績 当期実績
前期比

・この結果、売上高は41,959百万円（前期比18.9％増）、営業利益は7,965百万円（前期比19.2％
増）、当期純利益は5,554百万円（前期比29.3％増）となり、以前からの中長期的な目標（売上高
400億円、営業利益80億円）をほぼ達成し、いずれも過去 高を更新しました。

業績予想
（２月14日）

・この結果、売上高は26,173百万円（前期比18.1％増）、営業利益は2,101百万円（前期比15.9％
減）、当期純利益は3,641百万円（前期比29.6％増）となりました。
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c 所在地別セグメントの状況

【日本】

【アジア】

①台湾

②韓国

29.6  3,700  △ 59  当期純利益 2,809  3,641  831  

12.3  5,000  △ 115  経常利益 4,348  4,885  536  

営業利益 2,498  2,101  △ 396  △ 15.9  － －

前期実績 当期実績
前期比 業績予想

（２月14日）
業績予想比

増減額増減額

・台湾に所在する連結会社は生産販売子会社 台湾太陽油墨股份有限公司です。

増減率

（百万円） （百万円）

売上高 22,158  26,173  4,014  18.1  25,500  673  

(%) （百万円）

③中国（含む香港）

・中国に所在する連結会社は生産販売子会社 太陽油墨（蘇州）有限公司および主に華南市場向け
営業活動を行う販売子会社 TAIYO INK INTERNATIONAL (HK) LIMITEDです。

・中国のPWB業界は、ここ数年、世界の地域の中で も高い成長を示しており、PWB用部材に関し
ては既に 大の市場となっております。同地域での当社グループの販売は現在は「リジッド基板
用部材」が中心となっております。

・当期におきましても、中国市場は世界の地域の中で も高い成長を示し、PWB用部材での販売拡
大の牽引役となりました。太陽油墨（蘇州）有限公司は順調に生産・販売規模を拡大しました。

・日本国内に所在する連結会社は太陽インキ製造㈱１社ですので、上述しました「ｂ 個別業績の
概況」と同じです。

・アジア地域の所在地別売上高は26,285百万円（前期比27.7％増）、営業利益は5,554百万円（前
期比33.2％増）となりました。各地域の概況は以下のとおりです。

・また、上半期よりPDP用部材の生産の一部を太陽インキ製造㈱から同社に移管したことにより、
同社の売上高、利益は大幅に拡大しました。

（百万円） （百万円）

・汎用SRの分野では総じて低価格品への需要が高まる傾向が続いていますが、平均販売単価の下
落は前期までに比べるとやや緩和し、また同社の販売数量が拡大したため、業績面では前期並み
となりました。

・なお、台湾市場では、太陽インキ製造㈱が生産・販売している高付加価値製品であるPKG基板用
部材は、上半期については半導体市場の好況を受け好調に推移しましたが、下半期に入り伸び悩
みました。

・韓国に所在する連結会社は生産販売子会社 韓国タイヨウインキ㈱です。

・太陽インキ製造㈱で生産され、同社が輸入販売する「PKG基板用およびフレキシブル基板用部
材」「ビルドアップ基板用部材」の販売が好調に推移しました。
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d

・その他アジアに所在する連結会社は販売子会社 TAIYO INK INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE
LTD です。

・同社の主な担当市場はASEAN諸国です。タイ市場向けが好調に推移し、同社の業績も拡大しまし
た。

【北米】

・北米に所在する連結会社は生産販売子会社 TAIYO AMERICA, INC.です。

・PWB業界が堅調に推移した結果、「リジッド基板用部材」の販売は全世界的に拡大しました。特
に、中国市場での販売は世界の地域の中で も高い成長を示しております。この結果「リジッド
基板用部材」の販売は25,065百万円（前期比11.4％増）となりました。

・同社の主な担当市場は米国および欧州です。汎用基板の製造が欧米からアジア、特に中国への
シフトが進んだ結果、欧米市場はかつてに比べ縮小したものの、試作基板を始めとした小ロット
品のマーケットとして一定の地位を確保すると思われます。

【製品品目分類の説明】

・「PKG基板用およびフレキシブル基板用部材」「ビルドアップ基板用部材」の主な市場は、高付
加価値基板が生産される日本、台湾、韓国であります。大部分は太陽インキ製造㈱により日本国
内で製造されています。

・当社グループの製造・販売する製品には、大別してPWB用部材とFPD用部材があります。

【PWB用部材】

④その他アジア

・このような中、米国市場において同社は幅広い顧客基盤を活用し、環境に適した業務推進に努
め、トップ・シェアを獲得しております。また、当期において市場シェアが一段と拡大し、同社
の売上高は1,739百万円（前期比25.2％増）、営業利益は258百万円（前期比81.5％増）と好調で
した。

製品品目別の状況

・PWB用部材は、機能別にソルダーレジスト（SR）、エッチングレジスト、マーキングインキ、穴
埋めインキなどに分けられますが、当社グループの売上構成ではSRが 大の分野であり、更にそ
の中では液状現像型（LPI）が主流となっております。これらPWB用部材を、プリント配線板
（PWB）の種類に対応して「リジッド基板用部材」「PKG基板用およびフレキシブル基板用部材」
「ビルドアップ基板用部材」の３種類に分類しています。

・FPD用部材の製品分野ではPDP用部材が売上高の大半を占めています。

・当社グループの売上高にはこれらの製品の他に当社製品以外の若干の仕入商品等と特許売上
（特許実施許諾料）が含まれております。

・穴埋めインキを主体とする「ビルドアップ基板用部材」の販売は、中国、台湾、韓国を中心に
好調に推移し、1,249百万円（前期比29.9％増）となりました。

【FPD用部材】

・PKG基板用部材の販売は、上半期は半導体市場の好況を受け好調に推移しましたが、下半期は台
湾市場などで販売が停滞しました。このため「PKG基板用およびフレキシブル基板用部材」の販売
は、4,633百万円（前期比9.4％増）と緩やかな伸びに止まりました。

・この結果、当社グループのFPD用部材の販売は9,573百万円（前期比46.9％増）となり、当製品
品目の連結売上高に占める割合は前期の18.5％から22.8％に上昇しました。

・ 終製品であるプラズマテレビ市場は拡大基調で推移しました。但し、下半期においては、
終製品の在庫調整、液晶テレビとの販売競争の激化などで需要に蔭りが見られました。
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(単位　百万円)

リジッド基板用部材

ビルドアップ基板用部材

FPD用部材

その他

合　　　計

（注）１．上記の金額には、特許売上は含まれておりません。
　 　 ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

e

（注）平成19年３月31日現在の株主に対し、平成19年４月１日付をもって１対２の株式分割を実施いたしました。

・製品品目別の販売実績は下表のとおりです。

【連結業績の見通し】

226.68  

8.0  －

5,554  400.79  

6,000  

・PWB用部材は中長期的には需要の拡大基調が続きます。第62期の販売状況は、第61期下半期から
の地合いを引き継ぎやや軟調なスタートとなりますが、通期では前年比微増となる見込みです。

・単価下落、原材料費上昇の影響などにより原価率が若干悪化する可能性は有りますが、販売費
及び一般管理費の抑制などにより第61期並みの営業利益率を確保できると予想しております。

当期純利益
（百万円）

営業利益
（百万円）

経常利益
（百万円）

１株当たり
当期純利益（円）

（注）

8.9  

【個別業績の見通し】

・「PKG基板用およびフレキシブル基板用部材」などの高付加価値製品の拡大、海外子会社からの
ロイヤリティの増加、および販売費及び一般管理費の抑制により増益となる見込みです。

・第61期中に「PDP用部材」の生産の一部を韓国タイヨウインキへ移管したことにより、顧客向け
製品売上が減少となる一方で親会社・子会社間の資材売上が増加し、売上高は微増となると予想
しております。

13.0  7.2  

9,000  9,000  

8,266  
平成19年３月期（第61期）

実　績
7,965  

前期比増減率(%)

平成20年３月期（第62期）
見通し

45,000  

次期の見通し

・「PDP用部材」の販売についても第61期第３四半期の減速より回復途上にあり、通期で前年比微
増に止まる見込みです。

売上高
（百万円）

41,959  

・なお、当期よりPDP用部材の生産の一部を、太陽インキ製造㈱から韓国タイヨウインキ㈱に移管
しております。

・PDP用部材の主要原材料である銀の価格高騰が収益圧迫要因となりました。第２四半期以降は販
売価格への転嫁が始まり収益性の改善が図られましたが、通期では当製品品目の採算は悪化しま
した。

製品品目の名称

885

35,107

PKG基板用および
フレキシブル基板用部材

22,510

4,233 4,633

1,249

9,573

961

6,516

1,163

41,684

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

25,065
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（注）平成19年３月31日現在の株主に対し、平成19年４月１日付をもって１対２の株式分割を実施いたしました。

(2) 財政状態に関する分析

a

b

配当金年間約19億円

大口要因

次期の財政状態の見通し

営業活動による
キャッシュ・フロー

期末純資産額

・次期でのキャッシュ・フロー、総資産額、純資産額の予想と大口要因は下表のとおりです。

【連結】

太陽油墨（蘇州）有限公司での設備増強、太陽インキ製造㈱でのERP
システム改善、韓国タイヨウインキ㈱での設備増強等

期末総資産額 510  

410  期末純資産額

投資活動による
キャッシュ・フロー

△ 23  

現金及び同等物の期末残高 133  

現金及び同等物の増加額 32  

財務活動による
キャッシュ・フロー

△ 20  

増益効果により、当期比増加

49,458  

75  

37,565  39,159  

投資活動による
キャッシュ・フロー

△ 415  △ 2,555  

当期の財政状態

定期預金からの払戻超過額が前期比約15億円増加

営業活動による
キャッシュ・フロー

前期金額
（百万円）

大口要因
当期金額

（百万円）

平成19年３月期（第61期）
実　績

26,173  

12,530  

財務活動による
キャッシュ・フロー

△ 7,442  

現金及び同等物の増加額 △ 2,431  

262.74  

－10.5  

2,500  

2,101  

3,900  

4,885  3,641  

7.1  

当期純利益
（百万円）

営業利益
（百万円）

147.34  

経常利益
（百万円）

１株当たり
当期純利益（円）

（注）

・また、太陽油墨（蘇州）有限公司を中心とした海外子会社の業績好調により、前期に引き続き
高水準の配当収入を見込んでおります。

平成20年３月期（第62期）
見通し

26,500  5,400  

現金及び同等物の期末残高

売上高
（百万円）

前期比増減率(%) 1.2  19.0  

・当期の連結キャッシュ･フロー、総資産額、純資産額の状況と大口要因は下表のとおりです。

項　目

10,098  

項　目
次期金額
（億円）

期末総資産額 47,664  

5,411  6,334  法人税等納付額約９億円増加

△ 1,664  自己株式取得約58億円

2,537  
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ｃ

自己資本比率： （純資産－少数株主持分）/総資産
時価ベース自己資本比率： 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･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ： 営業キャッシュ･フロー/利払い

（1）

（2）

（3）

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

192.8%

0.0年

時価ベース自己資本比率 125.3%

0.1年 0.0年

指標のトレンド

平成19年
３月期

現金及び同等物の期末残高

・上記の方針のもと、第59期より中間配当金および期末配当金をそれぞれ１株（※注１）当たり30円、
合計年間60円といたしました。

・また普通配当に加えさらに積極的な株主への還元を実施するため、これまでに蓄積した配当準備積
立金を取崩し、３年間に分けて各期末の特別配当とすることとし、既に第59期期末ならびに第60期末
配当金で実施してまいりました。当期（第61期）につきましても１株（※注１）当たり特別配当50円を
次回株主総会に付議いたします。

58  

期末総資産額 360  

・これにより第61期の年間配当金は１株（※注１）当たり中間配当金30円、期末配当金80円、合計で
110円となります。

・当社は現金による株主への利益還元を重要政策と位置付けております。利益還元は必要な投資との
バランスを勘案しながら、配当性向、純資産配当率、配当利回りなどを重視してまいります。

平成18年
３月期

項　目
次期金額
（億円）

大口要因

現金及び同等物の増加額 25  

営業活動による
キャッシュ・フロー

50  

投資活動による
キャッシュ・フロー

△ 7  ERPシステム改善、嵐山事業所での研究設備増強等

・次期の個別キャッシュ・フロー、総資産額、純資産額の予想と大口要因は下表のとおりです。

【個別】

財務活動による
キャッシュ・フロー

△ 18  配当金年間約18億円

株式時価総額は、当社の期末発行済株式数（自己株式を除く）×期末株価終値により算出しておりま
す。なお、平成19年３月31日現在の株主に対し、平成19年４月１日付をもって１対２の株式分割を実
施したため、平成19年３月期は期末発行済株式総数28,464,000株、期末自己株式数1,995,082株にて算
出しております。

各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。

194.4%

2,738.6
インタレスト・カバレッジ・

レシオ
205.4 577.7 2,514.3

0.0年

140.5%

1,124.5

76.8%

・当企業集団のキャッシュ･フロー指標のトレンドは下表のとおりです。

平成16年
３月期

平成15年
３月期

0.0年

77.6%

平成17年
３月期

キャッシュ・フロー対
有利子負債比率

143.4%

82.0%82.3%自己資本比率 79.6%

期末純資産額 295  

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。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の
支払額を使用しております。
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(4) 事業等のリスク

ｄ主要生産設備の罹災リスク

・第62期の配当については現時点では分割後の１株当たり年間60円（※注２）と予想しています。

ａ技術革新リスク

（※注２）株式分割前の基準により換算した場合、平成20年３月期の１株当たり年間配当予想額は120円
（中間期末60円、期末60円）と、平成19年３月期に比べ実質的に10円の増配となります。これは特別配当
を除く普通配当では倍額となります。

・３年間にわたる特別配当は第61期末で終了いたしますが、その後の株主還元策については、基準と
する配当性向をこれまでの個別業績ベースから連結業績ベースに変更し、中長期的に25～30％程度を
目処として、継続的かつ安定的に現金配当を実施してまいります。

（※注１）当社は平成19年３月31日を基準日、同４月１日を効力発生日として、１株につき２株の割合を
もって株式分割を行いました。第61期の期末配当金は分割前の当社株式に対して支払われますので、ここ
でいう「１株」とは、分割前の１株を指しています。

当社の事業展開について影響を及ぼす可能性のある主なリスクには以下のようなものがあります。

・第三者の所有する知的財産権を当社が侵害した場合には、当社の経営成績に影響を及ぼす可能
性があります。

・当社の日本国内のPWB用部材の製造は嵐山北山事業所に集約されています。天災等によりこの事
業所が罹災し、製造に支障が出る場合には緊急的に海外子会社からの供給に切り替える計画です
が、製造･出荷につき準備調整等は必要となりますので、その間事業に影響が生じます。

ｂ特許有効期間に係るリスク

ｃ他社特許への抵触リスク

・PDPは、液晶、有機EL等の他技術と競合しているため、将来の市場規模の不確実性があります。

・当社はPWB用LPIのうち、現在主流とされている「アルカリ現像型SR」に係る特許を有し、他社
にライセンス供与をしております。特許の有効期限の到来に伴い、他社に対する競合優位性に影
響が生じる可能性があります。また従来保有していた一部特許では既に有効期限が到来しまし
た。ただし特許以外にも当社は優位性を持っているため、他社との競合での有利性は確保されて
います。また、一部の特許の期限到来によるライセンス収入の減少は好調な製商品の販売で補わ
れております。

・PDP生産工法の変更により、当社製品を使用しない工法、若しくは使用量が大幅に減少する工法
が広範囲に適用された場合には、当社製品への需要が大幅に低下します。

・当社は専業メーカーであり、PWB用部材、特にSRの製造販売に収入の大半を依存しています。革
新的な技術発展により電子部品にPWBを使用しない方法、またはPWBの製造でSRを使用しない方法
などが広範囲に適用された場合には、当社製品への需要が大幅に低下します。

・ただし特性、操作性、経済性の観点から、そのような新技術が近い将来に突然、広範囲に採用
される可能性は低いと考えられます。

②PDP用部材に係るリスク

・PDP用部材の顧客は、日本および韓国のパネルメーカー数社に限定されております。従って、特
定顧客への依存度が高いため、その動向により当社業績に大きな影響が生じる可能性が有りま
す。

①PWBに係る技術革新リスク
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2 企業集団の状況

【当社および連結子会社】

【非連結子会社】

・PWBの製造は、アジア、特に中国への生産シフトが進んでおり、現地ローカル企業や日系企業を
含め競合他社との価格競争が続いています。また、PWBの価格競争に起因するSRの価格低下圧力が
あります。そのため、主要製品であるSRの価格は、低価格品へのシフト、さらに 低価格の引き
下げなどにより下落し、当社グループの業績に影響が及ぶ可能性があります。

・石油市況の影響などから、一部の原材料価格が上昇し、当社グループの業績に影響が及ぶ可能
性があります。特にPDP用部材では、主要原材料の一つである銀の価格上昇により、収益状況に影
響が生じます。

ｅ海外事業展開に係るカントリーリスク
・当社は日本国内に加え、台湾、韓国、中国、アメリカで生産活動を行っており、また販売にお
いては、日本国内市場に加え特に中国、台湾、韓国、ASEANなどアジア市場向けの販売が拡大して
いますので、各地域におけるテロの発生およびその国の政情の悪化、経済状況の変動、予期せぬ
法律規制・税制の変更その他の様々なカントリーリスクによって、当社グループの事業戦略や業
績に影響が及ぶ可能性があります。

　当社グループは太陽インキ製造株式会社（提出会社）、子会社９社より構成されており事業はPWB用部材
の製造・販売を主なものとしております。

非連結子会社

提出会社との
関係

連結子会社

連結子会社

連結子会社

ｇ主要製品の価格変動によるリスク

ｈ原材料価格の高騰に係るリスク

非連結子会社 太陽物流株式会社
製品等の運送および倉庫業務などの、親会社に対
する業務委託サービスの提供

PWB用部材を始めとする電子部品用化学品部材の
製造販売（営業は開始しておりません）

PWB用部材を始めとする電子部品用化学品部材の
関係会社等からの仕入販売

主たる事業内容

日本太陽株式会社

TAIYO INK INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE LTD

TAIYO INK INTERNATIONAL (HK) LIMITED

PWB用部材に関る技術サービス

連結子会社

連結子会社

会　社　名
提出会社との

関係

非連結子会社

・当社の海外売上高比率は比較的高く、一般に製品価格は米ドル換算となっていることが多いた
め、為替レートの変動により業績に影響が生じ、通常では円高は減収・減益の要因となります。

韓国タイヨウインキ株式会社

主たる事業内容

PWB用部材を始めとする電子部品用化学品部材の
製造販売、および仕入販売

太陽油墨（蘇州）有限公司

提出会社

連結子会社

太陽インキ製造株式会社

台湾太陽油墨股份有限公司

ｆ為替変動リスク

ｉ製品需要の変動リスク

TAIYO AMERICA, INC.

TAIYO INK (THAILAND) CO., LTD.

会　社　名

・当社グループの主要製品の需要は、電子部品の市場動向に影響を受け、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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　事業の系統図は下記のとおりであります。

3 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

経営理念

経営基本方針

1

2

3

4

5

(2) 目標とする経営指標

わが社は技術力を基礎として 高の価値ある製品を開発・提供し、収益を生み出し企業価値を高め、
もってお客様・地域社会・株主および従業者の幸福と繁栄に寄与します。

わが社は経営資源を有効に活用し、効率的に管理運営します。

・私たち太陽インキ製造は、企業グループとして目指すべきことを「経営理念」および「経営基本方
針」に定めております。当社は経営理念の精神については不変に受け継ぎ、経営基本方針は長期的に
は環境と戦略の変化に併せて見直しを行いつつ、これらに則って発展を続ける所存です。

・その考えに基づき、平成17年10月に経営理念の表現と経営基本方針の内容を一部見直し、下記に掲
げるものに修正いたしました。

わが社は新製品分野を開拓し成長を続ける「夢のある会社」を目指します。

・当社は従来、中長期的にグループの規模拡大、収益の確保、企業価値の向上を図るためグループ全
体の連結売上高を将来は400億円に成長させること、また併行して売上高営業利益率を高め将来的に
20％とし、80億円の連結営業利益を達成することを目標としてまいりましたが、第61期の業績はこの
目標をほぼ達成しました。

わが社は経営理念の達成にあたり法令遵守、環境保護、品質管理の徹底、社会貢献を含め企業の
社会的責任を全うします。

わが社は国際ネットワーク体制を活用し、常に優れた製品の供給とサービスの提供を行います。

わが社はグループ内各社の連携と全員のチームワークにより全体 適を目指し、企業総合力を高
めます。

・なお、従来「親会社等」であった「株式会社光和」は、議決権所有割合の変更により「親会社等」
ではなくなっております。従来ならびに現在とも事業活動を行う上で同社に起因する制約はなく、ま
た同社との取引関係も有りません。

日本国内

太
陽
イ
ン
キ
製
造
株
式
会
社

日本太陽株式会社

太陽物流株式会社

国内ﾕｰｻﾞｰ
国内代理店

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　海　外
台湾太陽油墨股份有限公司

韓国ﾀｲﾖｳｲﾝｷ株式会社

太陽油墨（蘇州）有限公司

TAIYO AMERICA, INC.

海外ﾕｰｻﾞｰ
海外代理店

TAIYO INK INTERNATIONAL
(SINGAPORE) PTE LTD

TAIYO INK INTERNATIONAL (HK)
LIMITED

TAIYO INK (THAILAND) CO., LTD.

製　品

製　品
製　品製　品 技術ｻｰﾋﾞｽ

製品・原材料

原材料
外注製品

製　品

製　品
業務委託ｻｰﾋﾞｽ
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(3) 中長期的な会社の経営戦略

a

b

c

d

e

f

g

(4) 会社の対処すべき課題

a

b

c

ｄ

PWBの製造は日本を含むアジアが中心であり、中でも成長著しいのが中国市場です。PWB用部材、
特に汎用SRについて 大の市場である中国において、当社はプレゼンスを維持し一層強化してま
いります。

「さらなる成長」とは、業容規模の拡大に加え、製品分野を多様化し事業領域を拡大して、収益
基盤を長期的に一層安定させることを意味します。

SRの生産・販売量は拡大しており、生産拠点の新設を含め中長期的にグループ全体での十分な生
産能力の確保をする必要があります。

電子回路の製造に関する技術進歩にキャッチアップし、高付加価値製品へのシフトを継続すると
ともに、SRに止まらずその他の部材についてもプレゼンスの向上を図る必要があります。また、
そのために技術開発力を強化する必要があります。

PWBの価格競争の激化に影響され、SRに対しても価格低下圧力が続いております。また成長市場で
あるアジアでは、ローカル企業・日系企業との競争が続いています。当社は製造プロセスの見直
し等、継続的なコストダウン努力により競争力を維持し、強化していく必要があります。

さらに電子部品業界をターゲットに事業領域の拡大を図ってまいります。新製品の研究開発と戦
略的な技術提携などによりPWB用部材特にSR、PDP用部材に続く第３の製品分野を開拓し、技術を
バックボーンとする国際企業としてさらなる発展を目指してまいります。

その一環としてPWB業界の技術的潮流に対応し、高付加価値化を進めるとともに、SR以外のPWB用
部材でも競争力を得ることを目指します。また第１の製品分野としてのPWB用部材に加えて、薄型
テレビの市場成長とともに販売が拡大してきましたFPD用部材、特にPDP用部材を第２の製品分野
として、今後とも安定的な収益貢献の一つの柱となるように育成してまいります。

SRの市場は汎用品と高付加価値製品とに二極分化しつつあります。汎用品では価格競争の激化に
対応し得るよう、製造コストの引下げ、間接費の削減など一層の効率化に努め、その一方で高付
加価値製品については、顧客からの高い特性要求にこたえることで差別化を図るとともに、その
構成比を高めるようシフトを進めてまいります。

・また資本効率重視の観点から、従来、ROEについては「中長期的には安定的に10％以上確保を目指す
こと」を目標としておりました。この実績は平成16年３月期8.9％、平成17年３月期は9.0％、平成18
年３月期は11.9％、平成19年３月期は14.8％となりましたので、これを踏まえ、このたび目標を「連
結ROEは12％程度を安定的に維持すること」に変更いたしました。なお、従来は『{「営業活動による
連結キャッシュ・フロー」÷「連結総資産」}10％以上の維持』を目標の一項目としておりましたが、
財務上の目標値を単純明快にするため、これは廃止しROE目標に一本化いたしました。

「サバイバル」とは、当社の従来からの主要な事業領域であり、現在も主導的な地位を占めてい
るPWB用部材、中でもSRの市場でリーディング・カンパニーとしての地位を維持し、一層強固にす
ることを意味します。

・このたび平成19年４月に中長期経営計画（“MLP2007”）を策定し、この中で、３年後（第64期）の
連結売上高を550億円、売上高営業利益率を20％、連結営業利益を110億円とすることを新たな目標と
して設定しました。但し、中長期経営計画は今後毎年ローリング・ベースで見直し、都度状況を見直
しのうえ、将来３年間の計画を策定しますので、情勢に大幅な変化があれば目標値を変更することは
有り得ます。

当社はこのたび策定した中長期経営計画（“MLP2007”）の中で、今後３年度にわたる経営戦略、
業務施策、計数目標などを設定しました。この中の多くは従来からの戦略、施策の整理統合、集
大成で、従来からの方向性と諸施策を引き継ぐものです。この中で、当社が目指すものは経営理
念、経営基本方針のとおりであり、また基本戦略は「サバイバル」と「さらなる成長」の二語に
集約されます。

当社の顧客の活動は国際化を強め、そのため当社は営業活動、技術サービス、研究開発などの面
でグループの総合力の発揮が要求されています。これを踏まえグループ内各社の連携を強め、役
割の分担を都度見直し、世界各地の市場に対して 適地生産と 適チャネルでの販売を目指す必
要があります。

- 12 -



zxcv（4626）平成19年３月期決算短信

e

f

g

(5)

（特記事項なし）

当社グループの一層の成長発展を支えるための情報・通信・組織制度など企業インフラについて
も、今後逐次改善をしていく必要があります。

戦略的な新製品開発、新事業展開について自社開発、アライアンス、M&Aを含め推進する必要があ
ります。特に自社開発については、新製品分野の萌芽となっているものも複数見られるように
なっており、これらを収益貢献できるビジネスに育成していくことが課題の一つです。

当社の第２の製品分野としてのPDP用部材について、技術・生産・営業にわたる諸課題を逐次解決
する努力を継続してまいります。

その他、会社の経営上重要な事項

- 13 -
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４【連結財務諸表】

   (1）【連結貸借対照表】

区　　　　分 注記
番号

金額（百万円） 構成比 金額（百万円） 構成比 増減（百万円）

（資産の部） （％） （％）

Ⅰ．流動資産

　１．現金及び預金 14,994        12,143        

　２．受取手形及び売掛金 ※５ 9,315         10,451        

　３．有価証券 －            0             

　４．たな卸資産 4,606         5,229         

　５．未収消費税等 417           497           

　６．前払費用 66            80            

　７．繰延税金資産 168           100           

　８．その他 145           250           

　９．貸倒引当金 △169         △287         

流動資産合計 29,544        59.7   28,464        59.7   △1,079       

Ⅱ．固定資産

１．有形固定資産

　(1）建物及び構築物 15,107        9,143         

　(2）機械及び装置 7,833         2,515         

　(3）車両及び運搬具 249           83            

　(4）工具、器具及び備品 1,907         580           

　(5）土地 4,338         4,338         

　(6）建設仮勘定 139           170           

　　　減価償却累計額 ※３ △12,346      －            

有形固定資産合計 17,230        34.9   16,831        35.3   △398         

２．無形固定資産

　(1）ソフトウェア 385           253           

　(2）借地権 120           122           

　(3）電話加入権 2             2             

　(4）連結調整勘定 112           －            

　(5）のれん － 100           

　(6）その他 17            16            

無形固定資産合計 638           1.3    495           1.1    △143         

３．投資その他の資産

　(1）投資有価証券 1,485         1,328         

　(2）非連結子会社株式 125           125           

　(3）長期貸付金 8             10            

　(4）長期前払費用 2             1             

　(5）生命保険積立金 75            91            

　(6）会員権・利用権 79            97            

　(7）繰延税金資産 7             9             

　(8）その他 520           451           

　(9）貸倒引当金 △260         △243         

投資その他の資産合計 2,043         4.1    1,872         3.9    △171         

固定資産合計 19,913        40.3   19,199        40.3   △714         

資産合計 49,458        100.0  47,664        100.0  △1,793       

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

対前年比
前連結会計年度

（平成18年３月31日）
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区　　　　分
注記
番号 金額（百万円） 構成比 金額（百万円） 構成比 増減（百万円）

（負債の部） （％） （％）

Ⅰ．流動負債

　１．支払手形及び買掛金 5,703         5,575         

　２．未払金 739           763           

　３．未払法人税等 1,141         839           

　４．未払費用 184           316           

　５．預り金 41            33            

　６．賞与引当金 303           327           

　７．役員賞与引当金 － 80            

　８．繰延税金負債 3             47            

　９．その他 41            43            

流動負債合計 8,158         16.5   8,028         16.9   △130         

Ⅱ．固定負債

　１．繰延税金負債 1,265         1,279         

　２．退職給付引当金 784           698           

　３．役員退職慰労引当金 74            84            

　４．その他 14            6             

固定負債合計 2,139         4.3    2,070         4.3    △69          

負債合計 10,298        20.8   10,098        21.2   △199         

（少数株主持分）

少数株主持分 797           1.6    －            －     △797         

（資本の部）

Ⅰ．資本金 ※１ 6,134         12.4   －            －     △6,134       

Ⅱ．資本剰余金 7,102         14.4   －            －     △7,102       

Ⅲ．利益剰余金 24,276        49.1   －            －     △24,276      

Ⅳ．その他有価証券評価差額金 562           1.1    －            －     △562         

Ⅴ．為替換算調整勘定 619           1.3    －            －     △619         

Ⅵ．自己株式 ※２ △333         △0.7  －            －     333           

資本合計 38,362        77.6   －            －     △38,362      

負債、少数株主持分及び資本合計 49,458        100.0  －            －     △49,458      

（純資産の部）

Ⅰ．　株主資本

　１．資本金 －            －     6,134         12.9   6,134         

　２．資本剰余金 －            －     7,102         14.9   7,102         

　３．利益剰余金 －            －     28,200        59.2   28,200        

　４．自己株式 －            －     △6,137       △12.9 △6,137       

　　株主資本合計 －            －     35,300        74.1   35,300        

Ⅱ．　評価・換算差額等

　１．その他有価証券評価差額金 －            －     409           0.8    409           

　２．為替換算調整勘定 －            －     904           1.9    904           

　　評価・換算差額等合計 －            －     1,313         2.7    1,313         

Ⅲ．　少数株主持分 －            －     951           2.0    951           

　　純資産合計 －            －     37,565        78.8   37,565        

　　負債純資産合計 －            －     47,664        100.0  47,664        

対前年比
前連結会計年度 当連結会計年度

（平成18年３月31日） （平成19年３月31日）
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    (2）【連結損益計算書】

対前年比

区　　　　分
注記
番号 金額（百万円） 百分比 金額（百万円） 百分比 増減（百万円）

（％） （％）

Ⅰ．売上高 35,303        100.0  41,959        100.0  6,656         

Ⅱ．売上原価 22,073        62.5   27,125        64.6   5,051         

売上総利益 13,229        37.5   14,834        35.4   1,604         

Ⅲ．販売費及び一般管理費 ※1.2 6,546         18.5   6,868         16.4   321           

営業利益 6,682         19.0   7,965         19.0   1,283         

Ⅳ．営業外収益 322           0.9    379           0.9    57            

　１．受取利息 119           162           

　２．受取配当金 13            13            

　３．為替差益 131           148           

　４．その他 57            55            

Ⅴ．営業外費用 27            0.1    78            0.2    51            

　１．支払利息 2             4             

　２．寄贈構築物分･水利権償却費 0 －            

　３．支払手数料 5             4             

　４．たな卸資産処分損 11            34            

　５．その他 6             34            

経常利益 6,977         19.8   8,266         19.7   1,288         

Ⅵ．特別利益 85            0.2    77            0.2    △7           

　１．固定資産売却益 ※３ 4             7             

　２．貸倒引当金戻入益 4             36            

　３．退職給付引当金戻入益 66            －            

　４．特許和解金 －            34            

　５．その他 9             －            

Ⅶ．特別損失 438           1.2    317           0.8    △120         

　１．固定資産売除却損 ※４ 421           53            

　２．投資有価証券売却損 0 －            

　３．減損損失 ※５ 16            －            

　４．特許和解金 －            210           

　５．たな卸資産修正損 －            54            

　６．その他 0 －            

税金等調整前当期純利益 6,624         18.8   8,026         19.1   1,401         

法人税、住民税及び事業税 2,033         5.8    2,021         4.8    △12          

法人税等調整額 138           0.4    216           0.5    77            

少数株主利益 155           0.4    233           0.6    78            

当期純利益 4,296         12.2   5,554         13.2   1,258         

（自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日）

（自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日）

前連結会計年度 当連結会計年度
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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

区　　　　分
注記
番号

（資本剰余金の部）

Ⅰ．資本剰余金期首残高 7,102

Ⅱ．資本剰余金増加高

　１．自己株式処分差益 0 0

Ⅲ．資本剰余金期末残高 7,102

（利益剰余金の部）

Ⅰ．利益剰余金期首残高 21,597

Ⅱ．利益剰余金増加高

　１．当期純利益 4,296 4,296

Ⅲ．利益剰余金減少高

　１．配当金 1,556

　２．役員賞与 60 1,617

Ⅳ．利益剰余金期末残高 24,276

金額（百万円）

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）
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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）
(単位 百万円）

平成18年３月31日残高

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注）

剰余金の配当

当期純利益

自己株式の取得

　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

平成19年３月31日残高

平成18年３月31日残高

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注）

剰余金の配当

当期純利益

自己株式の取得

　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

平成19年３月31日残高

（注） 平成18年６月の株主総会における利益処分項目であります。

154

154

951

△152

利益処分による役員賞与

利益処分による役員賞与

△152 131

409 1,313

284

904

131284

797562 1,182619

為替換算調整勘定
その他有価証券評

価差額金
評価・換算差額等

合計

少数株主持分

評価・換算差額等

自己株式

7,102 24,276 △333

資本剰余金 利益剰余金

△423

6,134

株　　主　　資　　本

6,134

資本金

△1,131 △1,131

△75

5,554 5,554

△5,803

△5,803

7,102 28,200 △6,137

△5,803

△75

5,554

株主資本合計

37,180

純資産合計

39,159

△1,131

△1,880

△423

△1,594

37,565

285

△5,803

△423

35,300

3,923

△75
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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 当連結会計年度

 (自 平成17年４月１日  (自 平成18年４月１日 対前年比

  至 平成18年３月31日)   至 平成19年３月31日)

区　　　　分
注記
番号 金額（百万円） 金額（百万円） 増減（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー
　　
税金等調整前当期純利益 6,624 8,026 1,401

減価償却費 1,763 1,668 △ 95

減損損失 16 －                    △ 16

連結調整勘定償却額 228 －                    △ 228

のれん償却費 － 28 28

退職給付引当金の増減額（減少：△） 99 △ 90 △ 189

役員退職慰労引当金の増減額(減少：△) 16 10 △ 6

賞与引当金の増減額（減少：△） 74 24 △ 49

役員賞与引当金の増減額（減少：△） － 80 80

貸倒引当金の増減額（減少：△） 85 104 18

受取利息及び受取配当金 △ 132 △ 176 △ 43

支払利息 2 4 2

有形固定資産売却益 △ 4 △ 7 △ 3

有形固定資産売除却損 421 53 △ 368

投資有価証券売却損 0 －                    0

退職給付引当金戻入益 △ 66 －                    66

特許和解金 － 175 175

売上債権の増減額（増加：△） △ 2,126 △ 1,014 1,111

たな卸資産の増減額（増加：△） △ 1,206 △ 550 655

その他流動資産の増減額（増加：△） △ 149 △ 251 △ 102

仕入債務の増減額（減少：△） 2,006 △ 425 △ 2,432

その他流動負債の増減額（減少：△） 246 114 △ 132

役員賞与の支払額 △ 60 △ 75 △ 15

未払消費税等の増減額（減少：△） △ 223 △ 48 175

小　　　計 7,617 7,649 31

利息及び配当金の受取額 132 176 44

利息の支払額 △ 2 △ 4 △ 2

法人税等の支払額 △ 1,412 △ 2,309 △ 897

特許和解金支払額 － △ 100 △ 100

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,334 5,411 △ 923
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前連結会計年度 当連結会計年度

 (自 平成17年４月１日  (自 平成18年４月１日 対前年比

  至 平成18年３月31日)   至 平成19年３月31日)

区　　　　分
注記
番号 金額（百万円） 金額（百万円） 増減（百万円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー
　　
定期預金の預入による支出 △ 3,974 △ 1,994 1,980

定期預金の払戻による収入 3,018 2,499 △ 518

有価証券の売却による収入 0 －                    0

有形固定資産の取得による支出 △ 983 △ 722 260

有形固定資産の除却に伴う支出 △ 96 －                    96

有形固定資産の売却による収入 8 22 14

投資有価証券の取得による支出 △ 96 △ 99 △ 3

投資有価証券の売却による収入 80 －                    △ 80

長期貸付けによる支出 △ 21 △ 21 0

長期貸付金の回収による収入 23 17 △ 6

関係会社株式等の取得による支出 △ 259 △ 36 222

ソフトウェアの取得による支出 △ 68 △ 72 △ 3

ｿﾌﾄｳｪｱ仮勘定の取得による支出 △ 1 △ 29 △ 27

その他 △ 183 21 204

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 2,555 △ 415 2,140

Ⅲ　財務活動による
　　キャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △ 2 △ 5,803 △ 5,801

自己株式売却による収入 0 －                    0

配当金の支払額 △ 1,556 △ 1,555 0

少数株主への配当金の支払額 △ 105 △ 83 22

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 1,664 △ 7,442 △ 5,778

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 422 14 △ 407

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額
　　（減少：△）　

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 9,993 12,530 2,537

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 12,530 10,098 △ 2,431

2,537 △ 2,431 △ 4,969
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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

１．連結の範囲に関する事項 １．連結の範囲に関する事項

連結子会社数………６社 同　　　　左

非連結子会社数……３社
当社の連結子会社はTAIYO AMERICA,INC.、韓国
タイヨウインキ株式会社、台湾太陽油墨股份有
限公司、TAIYO INK INTERNATIONAL (HK)
LIMITED、TAIYO INK INTERNATIONAL
(SINGAPORE) PTE LTD、太陽油墨（蘇州）有限
公司６社があります。非連結子会社の日本太陽
株式会社、TAIYO INK (THAILAND) CO.,LTD、太
陽物流株式会社の３社は小規模であり、総資
産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及
び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれ
も連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていない
ため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 ２．持分法の適用に関する事項
非連結子会社は、当期純損益（持分に見合う 同 　　　左
額）及び利益剰余金（持分に見合う額）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り、かつ全体としても
重要性がないため、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 ３．連結子会社の事業年度等に関する事項

　 連結子会社のうち、太陽油墨（蘇州）有限公司の 同　　　　左
　 決算日は12月31日であります｡
　 連結財務諸表の作成に当たっては連結決算日現在
　 で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用してい
　 ます。なお、その他の連結子会社の事業年度の末
　 日は、連結決算日と一致しております。

４．会計処理基準に関する事項 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
子会社株式 　 子会社株式

　　　　移動平均法による原価法を採用しておりま 同　　　　左
す。

　　　その他有価証券 　 その他有価証券
　　　　時価のあるもの 時価のあるもの
         　決算日の市場価格等に基づく時価法 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 （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 理し、売却原価は移動平均法により算
　　　　　定）を採用しております。 定）を採用しております。

　　　　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を採用しており 同 　　　左
　　　　　ます。

②デリバティブ ②デリバティブ
時価法 同 　　　左

③たな卸資産 ③たな卸資産
　　　たな卸資産は、主として移動平均法による原価 同 　　　左
　　　法を採用しております。

　　至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日

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）
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(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 (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   ①有形固定資産

      建　　物……主として定額法 建　　物……主として定額法
      建物以外……主として定率法 建物以外……主として定率法

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物　 ７～60 年 建物及び構築物　 ７～60 年
機械及び装置　     　 ９ 年 機械及び装置      　 ９ 年
車両及び運搬具　 ４～６ 年 車両及び運搬具  ４～６ 年
工具、器具及び備品 ３～６ 年 工具、器具及び備品 ３～８ 年

②無形固定資産   ②無形固定資産
     ソフトウェア（自社利用） 同 　　　左

      … 社内見込利用可能期間（５年）に基づく
        定額法

借地権…定額法
     その他…定額法

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

  ソフトウェア（自社利用） ５年

  借地権 50年

  ③長期前払費用…定額法   ③長期前払費用…同      　左

(3）重要な引当金の計上基準 (3）重要な引当金の計上基準

  ①貸倒引当金  ①貸倒引当金

    債権の貸倒れによる損失に備えるために、一般 同　　　　左
    債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債
    権等特定の債権については個別に回収可能性を
    勘案し、回収不能見込額を計上しております。

  ②賞与引当金   ②賞与引当金

    当社及び一部の連結子会社については、支給 同　　　　左
    見込額基準により算出した金額を計上してお
    ります。

  ③ 　　　   ③役員賞与引当金

    役員賞与の支給に備えるため、支給見込額の
    うち当連結会計期間に負担すべき額を計上し
    ております。

（会計方針の変更）
当連結会計年度より、「役員賞与に関する会
計基準」（企業会計基準第４号　平成17年11
月29日）を適用しております。
これにより、営業利益、経常利益、税金等調
整前当期純利益はそれぞれ80百万円減少して
おります。
なお、セグメント情報に与える影響は、当該
箇所に記載しております。

  ④退職給付引当金   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 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 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。 見込額に基づき計上しております。
    数理計算上の差異は、各期の発生時における 数理計算上の差異は、各期の発生時における
    従業員の平均残存勤務年数以内の一定の年数 従業員の平均残存勤務年数以内の一定の年数
    (５年)による定額法により、翌連結会計年度 (５年)による定額法により、翌連結会計年度
    から費用処理することとしております。 から費用処理することとしております。

（追加情報）
従来一部の在外連結子会社については、その
国の退職給付制度に基づいて退職給付引当金
を計上しておりましたが、当該国の退職給付
制度の変更に伴い、一部取崩しが発生したた
め、当連結会計年度において退職給付引当金
戻入益66百万円を計上しております。

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）

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）
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  ⑤役員退職慰労引当金   ⑤役員退職慰労引当金

    当社は、役員に対する退職慰労金の支払に充 同　　　　左
    てるため、内規に基づく期末要支給額を引当
    計上しております。

(4）重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への (4）重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への
    換算基準    換算基準

    外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替 外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替
    相場により円貨に換算し、換算差額は損益とし 相場により円貨に換算し、換算差額は損益とし
    て処理しております。 て処理しております。
    なお、在外子会社等の資産及び負債は連結決 なお、在外子会社等の資産及び負債は連結決
    算日の直物為替相場により円貨に換算し、収 算日の直物為替相場により円貨に換算し、収
    益及び費用は期中平均相場より円貨に換算 益及び費用は期中平均相場より円貨に換算
    し、換算差額は少数株主持分及び資本の部に し、換算差額は純資産の部における為替調整
    おける為替換算調整勘定に含めております。 勘定及び少数株主持分に含めております。

(5）重要なリース取引の処理方法 (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 同　　　　左
    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、在外連結子会社につい

ては、通常の売買取引に準じた会計処理によっ
ております。

(6）その他財務諸表作成のための重要事項 (6）その他財務諸表作成のための重要事項
    消費税等の会計処理        消費税等の会計処理     

        税抜方式によっております。 同　　　　左

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 ５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

    連結子会社の資産及び負債の評価については、 同　　　　左
    全面時価評価法を採用しております。

６．連結調整勘定の償却に関する事項 ６

    連結調整勘定の償却については、５年間の均等
    償却を行っております。

７ ７．のれん及び負ののれんの償却に関する事項

    のれんの償却については、５年間の定額法により
    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 ８

    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 ９．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の
    範囲    範囲

    手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易 同　　　　左
    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。
    

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）　　至　平成18年３月31日）
（自　平成17年４月１日

前連結会計年度
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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

（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。これにより税金等調整前当期純利益は
   16百万円減少しております。
   なお、減損損失累計額については、改正後の連

結財務諸表規則に基づき各資産の金額から直接
控除しております。

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する
会計基準)

当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の
部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第
５号平成17年12月９日）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」（企業会計基準適用指針第８号　平成17年
12月９日）を適用しております。なお、従来の
資本の部の合計に相当する金額は36,613百万円
であります。

表示方法の変更

（連結貸借対照表）
① 前連結会計期間において、「連結調整勘定」

として掲載されていたものは、当連結会計年度
から「のれん」と表示しております。

② 有形固定資産に対する減価償却累計額は、従
来各資産科目の控除科目として区分掲載して
いましたが、当連結会計年度より各資産の金
額から直接控除し、その控除残高を各資産の
金額として表示し、当該減価償却累計額を一
括して注記する方法に変更しました。なお、
当連結会計年度を前連結会計年度同様の方法
によった場合の連結貸借対照表の表示につい
ては、以下のとおりとなります。

建物及び構築物（取得価格） 百万円

機械及び装置（取得価格） 百万円

車両及び運搬具（取得価格） 百万円

工具、器具及び備品（取得価格) 百万円

土地（取得価格） 百万円

建設仮勘定（取得価額） 百万円

減価償却累計額 百万円

（連結損益計算書）
前連結会計年度まで区分掲記しておりました
「寄贈構築物分・水利権償却費」は営業外費
用の「その他」に含めております。

2,263

△ 13,618
170

4,338

15,220
8,195
261

　　至　平成18年３月31日） 　　至　平成19年３月31日）

前連結会計年度 当連結会計年度
（自　平成17年４月１日 （自　平成18年４月１日

　　至　平成18年３月31日） 　　至　平成19年３月31日）

前連結会計年度 当連結会計年度
（自　平成17年４月１日 （自　平成18年４月１日
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　　注記事項

（連結貸借対照表関係）

※１　当社の発行済株式総数は、普通株式 ※１
　　　14,232,000株であります。

※２　当社が保有する自己株式の数は、普通株式 ※２
　　　82,481株であります。

※３　 ※３ 有形固定資産の減価償却累計額　　
百万円

　４ ４ 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約に
　　ついて

　　　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため
　　取引銀行４行と当座貸越契約及び貸出コミッ
　　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
　　　 及び貸出ｺﾐｯﾄﾒﾝﾄ 百万円
　　　の総額

　　　 借入実行残高

差引額 百万円

（注） 上記貸出コミットメント契約については、
本契約が終了し、かつ借入人が本契約の全
ての債務の履行を完了するまで、当社の決
算期の末日における資本の合計を直前の有
価証券報告書または半期報告書に記載する
資本の合計の75%以上に維持する旨の純資
産額維持制限を受けております。

※５ ※５ 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、当連結会計年度末が金融機関
　　の休日であったため、次の連結会計年度末日
　　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 155百万円

当連結会計年度前連結会計年度
（平成19年３月31日）（平成18年３月31日）

5,000

5,000

―

13,618
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zxcv（4626）平成19年３月期決算短信

（連結損益計算書関係）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び ※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あります。 　  金額は次のとおりであります。

配送費 百万円 配送費 百万円

荷造梱包費 荷造梱包費

販売手数料 販売手数料

役員報酬 貸倒引当金繰入額

給料 役員報酬

賞与 給料

賞与引当金繰入額 賞与

支払手数料 賞与引当金繰入額

減価償却費 役員賞与引当金繰入額

試験研究費 支払手数料

顧問委託料 減価償却費

旅費交通費 試験研究費

退職給付費用 顧問委託料

連結調整勘定償却費 旅費交通費

退職給付費用

のれん償却費

※２　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究 ※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究
      開発費      開発費

百万円 百万円

※３　固定資産売却益 ※３ 固定資産売却益

車両及び運搬具 百万円 機械及び装置 百万円
工具、器具及び備品 車両及び運搬具

工具、器具及び備品 0
土地 4
電話加入権 0

※４　固定資産売除却損 ※４ 固定資産売除却損

建物及び構築物 百万円 建物及び構築物 百万円
機械及び装置 機械及び装置
車両及び運搬具 車両及び運搬具
工具、器具及び備品 工具、器具及び備品
ソフトウェア ソフトウェア
建物等取壊し撤去費用 電話加入権

※５　減損損失 ※５
当連結会計年度において、当社グループは以
下の資産グループについて減損損失を計上し
ました。

当社グループは、単一事業であることから、
事業用資産については、当社及び連結子会社
の各社それぞれを１つの単位としてグルーピ
ングを行っております。また賃貸資産及び遊
休資産については個別物件単位でグルーピン
グを行っております。
なお、遊休資産については、その将来の用途
が定まっていないことから、帳簿価額を正味
売却価額により算定した回収可能価額まで減
額しました。

28

590

315

354

217

175

0

470

175

256

129

817

4

212 0

1
1

15
2625
1
2
8

0

178

249

85

245

228

686

141

80

485

合　計 － － 16百万円

ｱﾒﾘｶ合衆国
ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ州

遊休
資産

機械装置 6百万円

東京都
練馬区他

遊休
資産

電話
加入権

5百万円

長野県北佐久
郡軽井沢町

遊休
資産

土地 4百万円

場所 用途 種類 減損損失

1,279

243

157

298

501

612

319

当連結会計年度前連結会計年度

　　至　平成19年３月31日）

265

（自　平成18年４月１日

322

1,249

291

（自　平成17年４月１日
　　至　平成18年３月31日）

0
4

207 190
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zxcv（4626）平成19年３月期決算短信

（連結株主資本変動計算書関係）

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

発行済株式

普通株式

合　　計

自己株式

普通株式　（注）

合　　計

（注） 自己株式の増加は、取締役会決議によるもの914,500株、単元未満株式の買取りによるもの560株であります。

２．配当に関する事項

（１）配当金支払額

（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。

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借 ※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  　 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 百万円 現金及び預金勘定 百万円

預け入れ期間が３ヶ月　 預け入れ期間が3ヶ月　
     を超える定期預金 を超える定期預金

  現金及び現金同等物 現金及び現金同等物

（開示の省略）

　リース取引、有価証券、デリバティブ取引等に関する注記事項については、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ます。

当連結会計年度

　　至　平成18年３月31日） 　　至　平成19年３月31日）

前連結会計年度

（自　平成18年４月１日（自　平成17年４月１日

前連結会計年度末 当連結会計年度

14,994

△ 2,463

12,530

12,143

△2,044

10,098

当連結会計年度 当連結会計年度末

（株） （株） （株） （株）
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数

－ －14,232,000 14,232,000

－82,481 915,060 997,541

－ －14,232,000 14,232,000

－82,481 915,060 997,541

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

平成18年6月28日
定時株主総会

平成18年６月28日普通株式 1,131

基準日 効力発生日

平成18年３月31日

平成18年９月30日 平成18年12月８日

決議

平成19年6月28日

定時株主総会

平成18年11月16日
取締役会

株式の種類

普通株式

普通株式

配当金の総額
（百万円）

平成19年６月29日

１株当たり
配当額
（円）

基準日

平成19年３月31日

配当の原資

利益剰余金

423

80

30

1,058 80

効力発生日
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zxcv（4626）平成19年３月期決算短信

（退職給付関係）

(1）採用している退職給付制度の概要 (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、昭和44年４月よ   当社は確定給付型の制度として、昭和44年４月よ
　 り適格退職年金制度を設けております。   り適格退職年金制度を設けております。
　 また当社は東京文具工業厚生年金基金に加入して   また当社は東京文具工業厚生年金基金に加入して
　 おりますが、当該厚生年金基金制度は退職給付会   おりますが、当該厚生年金基金制度は退職給付会
　 計実務指針33項の例外処理を行う制度であります｡   計実務指針33項の例外処理を行う制度であります｡
　 同基金の年金資産残高のうち、当社の掛金拠出割   同基金の年金資産残高のうち、当社の掛金拠出割
　 合（加入人員）に基づく期末の年金資産残高は、   合（加入人員）に基づく期末の年金資産残高は、
   1,546百万円であります。   1,635百万円であります。
   なお、一部の在外連結子会社は、確定給付制度の   なお、一部の在外連結子会社は、確定給付制度の
   他確定拠出型制度等を設けております。   他確定拠出型制度等を設けております。

(2）退職給付債務に関する事項 (2）退職給付債務に関する事項

（平成18年３月31日現在） （百万円） （平成19年３月31日現在） （百万円）
　　退職給付債務 △ 1,701 　退職給付債務 △ 1,820
　　年金資産 903 　年金資産 1,150

    未積立退職給付債務 △ 797     未積立退職給付債務 △ 670
　　未認識数理計算上の差異 13 　未認識数理計算上の差異 △ 28

    貸借対照表計上額純額 △ 784     貸借対照表計上額純額 △ 698

    退職給付引当金 △ 784     退職給付引当金 △ 698

(3）退職給付費用に関する事項 (3）退職給付費用に関する事項

（平成17年４月１日～平成18年３月31日） （百万円） (平成18年４月１日～平成19年３月31日) （百万円）
    勤務費用 207    勤務費用 213
    利息費用 25    利息費用 26
    期待運用収益 △ 6    期待運用収益 △ 6
    数理計算上の差異の費用処理額 34    数理計算上の差異の費用処理額 23

    退職給付費用 261     退職給付費用 256

（注）一部の在外連結子会社においては、上記退 （注）一部の在外連結子会社においては、上記退
    職給付費用以外に確定拠出型等の退職給付費    職給付費用以外に確定拠出型等の退職給付費
    用として12百万円を計上しております。    用として13百万円を計上しております。

(4）退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 (4）退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

    退職給付見込額の期間配分方法  同 　　左
…期間定額基準

　　割引率 2.0%
    期待運用収益率 1.0%
    数理計算上の差異の処理年数 ５年
  （発生時の平均残存勤務期間以内の一定の年数
  　による定額法により翌期から費用処理してお
    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）

前連結会計年度

　　至　平成18年３月31日）
（自　平成17年４月１日
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zxcv（4626）平成19年３月期決算短信

（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び負債の発生の主な原因別内訳 １．繰延税金資産及び負債の発生の主な原因別内訳

　　繰延税金資産 （百万円） 　　繰延税金資産 （百万円）

　　　役員退職慰労引当金否認 30 　　　役員退職慰労引当金否認 34
　　　退職給付引当金否認 310 　　　退職給付引当金否認 287
　　　未実現利益に対する繰延税金資産 57 　　　未実現利益に対する繰延税金資産 77
　　　賞与引当金繰入限度超過額 119 　　　賞与引当金繰入限度超過額 129
　　　賞与分社会保険料否認 13 　　　賞与分社会保険料否認 17
　　　ソフトウェア導入調査費用否認 10 　　　未払事業税否認 27
　　　未払事業税否認 89 　　　貸倒引当金超過 77
　　　貸倒引当金超過 107 　　　ゴルフ会員権評価損否認 25
　　　ゴルフ会員権評価損否認 25 　　　未払ロイヤルティ 7
　　　未払ロイヤルティ 7 　　その他 136
　　　その他 115      小計 820

      小計 888       評価性引当額                △ 37

      評価性引当額                 △ 40       繰延税金資産計                     783

      繰延税金資産計                     847

　　繰延税金負債 （百万円） 　　繰延税金負債                （百万円）

　　　子会社の留保利益に係る 1,361 　　　子会社の留保利益に係る 1,547
　　　繰延税金負債 　　　繰延税金負債
　　　技術開発準備金 109 　　技術開発準備金 80
　　　減価償却費 34 　　減価償却費 33
      その他有価証券評価差額金 381     その他有価証券評価差額金 278
　　　その他 53 　　　その他 60

　      合計 1,940 　      合計 2,000

    繰延税金負債の純額 △ 1,093     繰延税金負債の純額 △ 1,217

　　繰延税金資産（負債）の純額は、連結貸借対照表の 　繰延税金資産（負債）の純額は、連結貸借対照表の
　　以下の項目に含まれております。 　以下の項目に含まれております。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (百万円） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (百万円）
　　　流動資産―繰延税金資産 168 　　流動資産―繰延税金資産 100
　　　固定資産―繰延税金資産 7 　　固定資産―繰延税金資産　　　　　　　 9
　　　流動負債―繰延税金負債 △ 3 　　流動負債―繰延税金負債　　　　　 △ 47
　　　固定負債―繰延税金負債 △ 1,265 　　固定負債―繰延税金負債　　　　　 △ 1,279

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等 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、    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    当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

（単位 ％） （単位 ％）

　　法定実効税率 40.44 　　法定実効税率 40.44

　　（調整） 　　（調整）
　　 海外子会社との税率の差異 △ 16.78 　 海外子会社との税率の差異 △ 17.73
　　 受取配当金の相殺に伴う税率の差異 9.95 　 受取配当金の相殺に伴う税率の差異 13.70
　　 間接税額控除に伴う税率の差異 △ 7.58 　 間接税額控除に伴う税率の差異 △ 11.36
　　 海外子会社の留保利益に係る 4.55 　 海外子会社の留保利益に係る 2.31
　　 税金等調整額 　　 税金等調整額
　　 交際費等の永久差異に伴う税率の差異 0.33 　 交際費等の永久差異に伴う税率の差異 1.00
　　 連結調整勘定償却に係る税金等調整額 1.39 　　 のれん償却に係る税金等調整額 0.14
　　 その他 0.50 　　 その他 △ 0.62

　　税効果会計適用後の法人税等の負担率 32.80 　　税効果会計適用後の法人税等の負担率 27.88

　　至　平成18年３月31日） 　　至　平成19年３月31日）

前連結会計年度 当連結会計年度
（自　平成17年４月１日 （自　平成18年４月１日
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zxcv（4626）平成19年３月期決算短信

（セグメント情報）

事業の種類別セグメント情報

当連結グル－プは、プリント配線板用レジストインキ等の製造・販売のみを営んでおり、事業区分が

単一セグメントのため、事業の種類別セグメントの開示は行っておりません。

a.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）　　　　　　　　       

Ⅰ．売上高

(1)外部顧客に対する売上高

   ①海外売上高

　 ②本邦売上高

　 ①海外売上高

　 ②本邦売上高

　(注)１.国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

      ２.本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

         北米･･･････････米国

         アジア･････････韓国、台湾、中国、香港、シンガポール

 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）

Ⅰ．売上高

(1)外部顧客に対する売上高

   ①海外売上高

　 ②本邦売上高

　 ①海外売上高

　 ②本邦売上高

　(注)１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

      ２.本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

         北米･･･････････米国

         アジア･････････韓国、台湾、中国、香港、シンガポール

      ３.会計方針の変更

(役員賞与に関する会計基準）

　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４.（3）③に記載のとおり、当連結会計年度より「役員賞与に関する会計基準
（企業会計基準第４号　平成17年11月29日）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「日本」の営

業費用は80百万円増加し、営業利益が同額減少しております。

Ⅱ. 資　 　　産 33,810       24,205       1,643        

20,428       1,491        60,215       △10,757      

小　　計 13,987       

12,185       

5,554        

26,285       

20           

小　　計 20           

△12,219      

営 業 利 益 2,101        

－            9,571        

－            41,959       

営 業 費 用

営 業 利 益 2,498        

19,660       

1,390        

1,247        

△127         

△8,836       

△8,709       

8,219        

連　　結

8,443        17,263       1,376        27,083       －            27,083       

アジア 北米 合　計 消去又は全社

46,283       △12,290      

12,239       △12,239      

－            

△8,836       

37,329       

15           

－           

合    計 22,158       

5,495        小　　計

(2)ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上又
は振替高

12,185       

（百万円）

－           

1,719        

12,219       

41,959       

19           

営 業 費 用

－           

合    計

－           

24,071       

△19          －           

33,993       

54,198       △12,239      41,959       

7,965        

59,659       △11,995      47,664       

7,914        51            258          

1,739        26,173       

34           

20,731       1,481        

日本

8,219        

9,571        

19           －           

－            

合　計 消去又は全社 連　　結

6,809        

35,303       

28,620       

－           

49,458       

6,682        

8,821        △8,821       

8,836        

－            32,387       

（百万円）

32,387       

（百万円）（百万円）

（百万円） （百万円）

－           

△15          －           

（百万円）

44,139       

35,303       

12           

26,251       

北米

1,719        

14           0

142          

3,328        13           

20,591       

－           －           8,219        

1,376        35,303       

（百万円）（百万円）

日本

9,571        

アジア

－           

（百万円）

4,168        

5,495        

4,416        

所在国又は地域

小　　計 16,663       17,263       

(2)ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上又
は振替高

16,422       

3,313        

Ⅱ. 資　 　　産 38,295       

－           

所在国又は地域

（百万円） （百万円）

14           

26,251       
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b.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）　　　　　　　　       
(単位　百万円)

Ⅰ 海外売上高

Ⅱ 連結売上高

  (注) １．地域は、地理的近接度により区分しております。

　　　 ２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

            北米 ･････････････米国、カナダ

            アジア････････････韓国、台湾、中国、香港、タイ等

            ヨ－ロッパ･他 ････フランス、スペイン等

       ３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

 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）
(単位　百万円)

Ⅰ 海外売上高

Ⅱ 連結売上高

 (注) １．地域は、地理的近接度により区分しております。

　　  ２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

           北米 ･････････････米国、カナダ

           アジア････････････韓国、台湾、中国、香港、タイ等

           ヨ－ロッパ･他 ････フランス、スペイン等

　　  ３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

（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）　

役員及び個人主要株主等

直接 5.0
（注）１. 取引金額には消費税等が含まれておりません。
　　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等

相談役業務の委託について、その具体的な内容は、会社の経営上の必要事項に関する取締役会の諮問にこたえるほか、自ら必要に
応じて、現経営陣に対して、助言、援助を行っております。なお、報酬額については、取締役処遇規程に基づいて決定しておりま
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.親会社及び法人主要株主等

直接 19.9
（注）１. 取引金額には消費税等が含まれておりません。
　　　２．東京証券取引所ToSTNeT-2（終値取引）により自己株式を取得しております。なお、当該取引については売買とも当社および当該

関連当事者以外の投資家による取引も行われたため、当社と当該関連当事者との実際の取引額が明確に区分できません。そのため
記載金額には当社が株式取得に要した金額を記載しております。

―

役員の兼
任等

事業上の
関係

(百万円) (百万円)

―

27,083

32,387

期末残高

41,959

35,303

76.7%

川原　光雄 ―

東京都

会社
役員

(被所有)東京都
練馬区

属性

―

属性 氏名 住所
資本金又
は出資金

(百万円)

26

名誉会長

氏名 住所
資本金又
は出資金

(百万円)

1,561 30,488

Ⅲ 海外売上高の連結売上高
に占める割合（％）

Ⅲ 海外売上高の連結売上高
に占める割合（％）

―

北　米

1,149

―

3.7%

の所有
(被所有)
 割合(%)

25,628

連　結

アジア ヨーロッパ・他

北　米 アジア ヨーロッパ・他

(百万円)

連　結

305

関係内容
取引の
内容

77.2%

337

取引金額

― ―

の所有
役員の兼

任等
(被所有)
 割合(%)

事業の内
容又は職

業

― ―

72.7%

議決権等

3.3% 72.5% 0.9%

0.8%

―

自己株式
の取得

相談役業
務の委託

科目

―

10

―

議決権等事業の内
容又は職

業

有価証券
投資等

法人主要
株主

㈱光和

(百万円)

取引の
内容

関係内容

科目
期末残高

事業上の
関係

取引金額
（注）

練馬区
(被所有) 兼任１名 ― 5,707

- 31 -



zxcv（4626）平成19年３月期決算短信

2.役員及び個人主要株主等

直接 4.6
（注）１. 取引金額には消費税等が含まれておりません。
　　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等

相談役業務の委託について、その具体的な内容は、会社の経営上の必要事項に関する取締役会の諮問にこたえるほか、自ら必要に
応じて、現経営陣に対して、助言、援助を行っております。なお、報酬額については、取締役処遇規程に基づいて決定しておりま
す。

（１株当たり情報）

 円 銭  円 銭

　 なお、潜在株式調整後１ 同　　　左

　 株当たり当期純利益金額

　 については、潜在株式が

　 ないため記載しておりま

せん。

（注）１．１株当たり当期純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
（単位　百万円）

　

期末株式数（株）

（注）２．１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。
（単位　百万円）

普通株主に帰属しない金額

期中平均株式数（株）

属性 氏名

名誉会長 川原　光雄

の所有
議決権等資本金又

は出資金

関係内容

(100) 

4,196                    

至　平成18年３月31日

4,296                    

至　平成18年３月31日

至　平成19年３月31日

事業の内
容又は職

業
 割合(%)

―

(百万円)
東京都
練馬区

住所

13,860,044               

至　平成19年３月31日

5,554                    

5,554                    

－

(－)

400.79

2,766.55

自  平成18年４月１日

至　平成19年３月31日

自  平成18年４月１日

当連結会計年度

役員の兼
任等

(百万円)

8

取引金額

(百万円)

期末残高
科目

― ―

当連結会計年度

事業上の
関係

― ―

取引の
内容

相談役業
務の委託

前連結会計年度

会社
役員

(被所有)

自  平成17年４月１日 自  平成18年４月１日

　　　　　　　　　　－ 37,565                   

至　平成18年３月31日

１株当たり純資産額

296.56

2,704.11

前連結会計年度

自  平成17年４月１日

純資産の部の合計額

１株当たり当期純利益

（うち少数株主持分）

　　　　　　　　　　－ 951                      

　　　　　　　　　　－ 13,234,459               

純資産の部の合計額から控除する
金額

　　　　　　　　　　－

自  平成17年４月１日

普通株式に係る当期純利益金額

100                      

（うち利益処分による役員賞与金）

前連結会計年度

当期純利益金額

14,149,720               

36,613                   

当連結会計年度

(被所有)

　　　　　　　　　　－ (951) 

普通株式に係る期末の純資産額
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（重要な後発事象）

平成19年２月14日開催の当社取締役会の決議
に基づき、次のように株式分割による新株式を
発行しております。
平成19年４月１日付をもって普通株式１株に

つき２株に分割します。
（１） 分割により増加する株式数

普通株式 　14,232,000株
（２） 分割方法

平成19年３月31日（土曜日）[ただし、
当日は株主名簿管理人の休業日につき、実
質上は平成19年３月30日（金曜日）] 終
の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記
録された株主の所有株式数を１株につき２
株の割合をもって分割します。

当該株式分割が前期首に行われたと仮定し
た場合の前連結会計年度における１株当たり
情報及び当期首に行われたと仮定した場合の
当連結会計年度における１株当たり情報は、
それぞれ以下のとおりとなります。

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額

円 円

１株当たり当期純利 １株当たり当期純利
益金額 益金額

円 円

潜在株式調整後１株 潜在株式調整後１株
当たり当期純利益額 当たり当期純利益額

－　円 －　円

当連結会計年度

1,352.05

148.28

（自　平成18年４月１日
　　至　平成19年３月31日）

200.39

1,383.28

当連結会計年度前連結会計年度

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）
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５【財務諸表等】

  （1）【貸借対照表】

区　　　　分
注記
番号 構成比 構成比 増減(百万円)

（資産の部） （％） （％）

Ⅰ．流動資産

　１．現金及び預金 7,147      3,278      

　２．受取手形 ※７ 1,021      1,155      

　３．売掛金 ※３ 5,164      5,627      

　４．商品 0 0

　５．製品 1,191      747        

　６．原材料 1,031      1,102      

　７．仕掛品 196        108        

　８．貯蔵品 219        103        

　９．前払費用 28         36         

　10．繰延税金資産 319        225        

　11．短期貸付金 4          4          

　12．未収消費税等 343        448        

　13．その他 42         16         

　14．貸倒引当金 △42       △43       

流動資産合計 16,669     43.5  12,810     37.9    △3,858     

Ⅱ．固定資産

　１．有形固定資産

　　(1）建物 9,671      －         
　　　　　減価償却累計額 3,749      5,921    －       5,550     

　　(2）構築物 1,232      －         
　　　　　減価償却累計額 746       486      －       451       

　　(3）機械及び装置 5,119      －         
　　　　　減価償却累計額 3,594      1,525    －       1,332     

　　(4）車両及び運搬具 95         －         
　　　　　減価償却累計額 78        17       －       10        

　　(5）工具、器具及び備品 967        －         
　　　　　減価償却累計額 761       206      －       338       

　　(6）土地 3,407      3,403      

　　(7）建設仮勘定 －         15         

　有形固定資産合計 ※４ 11,564     30.2  11,103     32.8    △460       

　２．無形固定資産

　　(1）借地権 4          4          

　　(2）電話加入権 2          1          

　　(3）ソフトウェア 269        163        

　　(4）その他 4          4          

　無形固定資産合計 280        0.7   173        0.5     △106       

　３．投資その他の資産

　　(1）投資有価証券 1,482      1,326      

　　(2）関係会社株式 5,600      5,636      

　　(3）出資金 3          3          

　　(4）関係会社出資金 2,415      2,415      

　　(5）従業員に対する長期貸付金 5          9          

　　(6）会員権・利用権 38         38         

　　(7）生命保険積立金 75         91         

　　(8）損害保険掛金 76         80         

　　(9）破産更生債権等 10         7          

　　(10)繰延税金資産 －         38         

　　(11)その他 110        109        

　　(12)貸倒引当金 △37       △35       

　投資その他の資産合計 9,780      25.6  9,722      28.8    △58        

固定資産合計 21,625     56.5  21,000     62.1    △625       

資産合計 38,295     100.0 33,810     100.0   △4,484     

対前年比

金額（百万円）

前事業年度 当事業年度
（平成18年３月31日） （平成19年３月31日）

金額（百万円）
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 区　　　　分
注記
番号 構成比 構成比 増減(百万円)

（負債の部） （％） （％）

Ⅰ．流動負債

　１．支払手形 2,206      2,087      

　２．買掛金 2,501      2,340      

　３．未払金 608        551        

　４．未払法人税等 762        298        

　５．未払費用 54         110        

　６．預り金 26         18         

　７．賞与引当金 295        320        

　８．役員賞与引当金 －         80         

　９．設備関係支払手形 17         268        

　10．その他 1          2          

　流動負債合計 6,473      16.9  6,076      18.0    △396       

Ⅱ．固定負債

　１．繰延税金負債 79         －         

　２．退職給付引当金 632        557        

　３．役員退職慰労引当金 74         84         

　固定負債合計 786        2.1   641        1.9     △144       

負債合計 7,259      19.0  6,718      19.9    △541       

（資本の部）

Ⅰ．資本金 ※１ 6,134      16.0  －         －      △6,134     

Ⅱ．資本剰余金

　１．資本準備金 7,102      －         

　２. その他資本剰余金

　　(1）自己株式処分差益 0 －         

　　資本剰余金合計 7,102      18.5  －         －      △7,102     

Ⅲ．利益剰余金

　１．利益準備金 620        －         

　２．任意積立金

　　(1）配当準備積立金 1,561      －         

　　(2）別途積立金 12,600     －         

　３．当期未処分利益 2,787      －         

　　利益剰余金合計 17,570     45.9  －         －      △17,570    

Ⅳ．その他有価証券評価差額金 ※５ 562        1.5   －         －      △562       

Ⅴ．自己株式 ※２ △333      △0.9 －         －      333         

資本合計 31,035     81.0  －         －      △31,035    

負債及び資本合計 38,295     100.0 －         －      △38,295    

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

　１．資本金 －         －    6,134      18.1    6,134       

　２．資本剰余金

　　(1)資本準備金 － 7,102      

　　(2)その他資本剰余金 － 0

　　  資本剰余金合計 － － 7,102      21.0    7,102       

　３．利益剰余金

　　(1)利益準備金 － 620        

　　(2)その他利益剰余金

　　　 配当準備積立金 － 851        

　　　 別途積立金 － 14,500     

　　　 繰越利益剰余金 － 3,610      

　　  利益剰余金合計 － － 19,582     57.9    19,582      

　４．自己株式 － － △6,137    △18.1  △6,137     

　　　株主資本合計 － － 26,682     78.9    26,682      

Ⅱ　評価・換算差額等

　 １．その他有価証券評価差額金 － － 409        1.2     409         

　　評価・換算差額等合計 － － 409        1.2     409         

　　純資産合計 － － 27,092     80.1    27,092      

　　負債純資産合計 － － 33,810     100.0   33,810      

金額（百万円）

前事業年度 当事業年度
（平成18年３月31日） （平成19年３月31日）

対前年比

金額（百万円）
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   （2）【損益計算書】

区　　　　分
注記
番号 百分比 百分比 増減(百万円)

（％） （％）

Ⅰ．売上高 ※５ 22,158     100.0 26,173     100.0   4,014       

Ⅱ．売上原価

　１．製品商品期首棚卸高 932        1,191      

　２．当期製品製造原価 13,772     11,405     

　３．当期商品仕入高 1,837      7,897      

合計 16,542     20,494     

　４．製品商品期末棚卸高 1,191      15,350     69.3  748        19,746     75.4    4,395       

売上総利益 6,807      30.7  6,426      24.6    △381       

Ⅲ．販売費及び一般管理費 ※1,4 4,309      19.4  4,324      16.6    15          

営業利益 2,498      11.3  2,101      8.0     △396       

Ⅳ．営業外収益

　１．受取利息 2          10         

　２．受取配当金 10         11         

　３．関係会社受取配当金 ※５ 1,630      2,720      

　４．為替差益 152        －         

　５．関係会社受取手数料 51         59         

　６．その他 16         1,863      8.4   18         2,819      10.8    955         

Ⅴ．営業外費用

　１．支払利息 1          0

　２．寄贈構築物分･水利権償却費 0 －         

　３．支払手数料 5          4          

　４．為替差損 －         17         

　５．貸倒引当金繰入額 －         0

　６．その他 5          12         0.1   12         36         0.1     23          

経常利益 4,348      19.6  4,885      18.7    536         

Ⅵ．特別利益

　１．固定資産売却益 ※２ －         4          

　２．特許和解金 －         34         

　３．貸倒引当金戻入益 4          4          0.0   －         38         0.1     34          

Ⅶ．特別損失

　１．固定資産売除却損 ※３ 420        29         

　２．たな卸資産修正損 －         54         

　３．特許和解金 －         210        

　４．減損損失 ※６ 10         430        1.9   －         294        1.1     △136       

税引前当期純利益 3,923      17.7  4,629      17.7    706         

法人税、住民税及び事業税 1,272      908        

法人税等調整額 △159      1,113      5.0   79         987        3.8     △125       

当期純利益 2,809      12.7  3,641      13.9    831         

前期繰越利益 402        －         

中間配当額 424        －         

当期未処分利益 2,787      －         

金額（百万円） 金額（百万円）

前事業年度 当事業年度
（自　平成17年４月１日 

   至　平成18年３月31日）
（自　平成18年４月１日 

   至　平成19年３月31日）
対前年比
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  （3）【利益処分計算書及び株主資本等計算書】

　　　　利益処分計算書

Ⅰ．当期未処分利益 2,787

Ⅱ．任意積立金取崩額

　　　配当準備積立金取崩額 710 710

合計 3,497

Ⅲ．利益処分額

　１．配当金 1,131

　　　　普通配当 (424)
（１株につき

30円00銭）

　　　　特別配当 (707)
（１株につき

50円00銭）

　２．取締役賞与金 73

　３．任意積立金

　　(1) 別途積立金 1,900 3,104

Ⅳ．次期繰越利益 392

 (注)  １．平成17年12月８日に424百万円の中間配当を実施しております。

       ２．前事業年度の配当金では自己株式82,481株分を除いております。

 区　　分 金額（百万円）

前事業年度

（平成18年３月期）
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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）
(単位 百万円）

平成18年３月31日残高

事業年度中の変動額

別途積立金の積立て

剰余金の配当（注）

剰余金の配当

当期純利益

自己株式の取得

　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

平成19年３月31日残高

平成18年３月31日残高

事業年度中の変動額

　 別途積立金の積立て

　 剰余金の配当（注）

　 剰余金の配当

　 当期純利益

　 自己株式の取得

　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

平成19年３月31日残高

（注）平成18年６月の株主総会における利益処分項目であります。

△1,131

△1,131△1,131

株　　主　　資　　本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計利益剰余金
合計

資本
準備金

その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

利益
準備金 配当準備

積立金
別途

積立金
繰越利益
剰余金

その他利益剰余金

6,134 7,102 0 7,102 620 1,561 12,600 2,787 17,570 △333 30,473

1,900 △1,900  －  －

△710 710  －  －

△423 △423

△1,131

△423

△73 △73 △73

3,641 3,641 3,641

 － △5,803 △5,803

 －

 － △710 1,900 822 2,012 △5,803 △3,790

6,134 7,102 0 7,102 620 851 14,500 3,610 19,582 △6,137 26,682

 －

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券

評価差額金
評価・換算差額

等合計

562 562 31,035

 －  －  －  －

409 409 27,092

△5,803

△152 △152 △152

利益処分による
役員賞与（注）

△152 △152 △3,943

△73

3,641

△423

配当準備積立金の
取崩し

利益処分による
役員賞与（注）

配当準備積立金の
取崩し

 －
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会計処理方法の変更

（固定資産の減損に係る会計基準）
当事業年度より、固定資産の減損に係る会計基準

   （「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関す
   る意見書」（企業会計審議会　平成14年８月９
   日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適
   用指針」（企業会計基準適用指針第６号平成15年
   10月31日）を適用しております。これにより税引
   前当期純利益は10百万円減少しております。
   なお、減損損失累計額については、改正後の財務
   諸表等規則に基づき各資産の金額から直接控除し

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」
（企業会計基準第４号 平成17年11月29日）を
適用しております。
これにより、営業利益、経常利益、税引前当期
純利益は、それぞれ80百万円減少しております。

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）
当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の
表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号
平成17年12月９日）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」
（企業会計基準適用指針第８号 平成17年12月
９日）を適用しております。なお、従来の資本
の部の合計に相当する金額は27,092百万円であ
ります。

表示方法の変更

（貸借対照表）
有形固定資産に対する減価償却累計額は、従
来各資産科目の控除科目として区分掲載して
おりましたが、当事業年度より各資産の金額
から直接控除し、その控除残高を各資産の金
額として表示し、当該減価償却累計額を一括
して注記する方法に変更しました。なお、当
事業年度を前事業年度同様の方法によった場
合の貸借対照表の表示については、以下のと
おりとなります。

建物(取得価格) 百万円
減価償却累計額
計

構築物(取得価格) 百万円

減価償却累計額
計

機械および装置(取得価格) 百万円

減価償却累計額
計

車両及び運搬具(取得価格) 百万円

減価償却累計額
計

工具、器具及び備品(取得価格) 百万円

減価償却累計額
計

（損益計算書）
前期まで区分記載しておりました「寄贈構築
物・水利権償却費」は営業外費用の「その他」
に含めております。

前事業年度 当事業年度
（自　平成17年４月１日 （自　平成18年４月１日

　　至　平成18年３月31日） 　　至　平成19年３月31日）

9,687

338

5,200

90

△ 833

1,238
△ 787

△ 4,136

　　至　平成18年３月31日） 　　至　平成19年３月31日）

前事業年度 当事業年度
（自　平成17年４月１日 （自　平成18年４月１日

△ 3,868

1,172

5,550

1,332

10

451

△ 79
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注記事項
    （貸借対照表関係）

※１　会社が発行する株式及び発行済株式の総数 ※１　
　　　会社が発行する株式の総数
　　　　　　　　　　　 普通株式 50,000,000株
　　　発行済み株式の総数
　　　　　　 　　　　　普通株式  14,232,000株

※２　自己株式 ※２

　　　当社が保有する自己株式の数は、普通株式
　　　82,481株であります。

※３　関係会社項目 ※３ 関係会社項目
　　　関係会社に対する資産には区分掲記された 　　関係会社に対する資産には区分掲記された
　　　もののほか次のものがあります。 　　もののほか次のものがあります。

売掛金 百万円 売掛金 百万円

※４　 ※４ 有形固定資産の減価償却累計額

百万円

※５　配当制限 ※５
　　　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562百万円であります。

　６ ６ 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
　　について
　　当社は、運転資金の効率的な調達を行うた
　　め取引銀行４行と当座貸越契約及び貸出コ
　　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未実
　　行残高は次のとおりであります。
　　 　当座貸越極度額 百万円
　　　 及び貸出ｺﾐｯﾄﾒﾝﾄ 　　　　　　
　　　 の総額
　　　 借入実行残高 　　

百万円

（注） 上記貸出コミットメント契約については、
本契約が終了し、かつ借入人が本契約の全
ての債務の履行を完了するまで、当社の決
算期の末日における資本の合計を直前の有
価証券報告書または半期報告書に記載する
資本の合計の75%以上に維持する旨の純資
産額維持制限を受けております。

※７ ※７ 期末満期手形

　　　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 124百万円

9,705

2,047

5,000
―

　差引額

1,372

5,000

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）
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     （損益計算書関係）

※１　販売費及び一般管理費のうち、販売費に属 ※１　販売費及び一般管理費のうち、販売費に属
　　　する費用のおおよその割合は46％であり、 　　する費用のおおよその割合は40％であり、
　　　一般管理費に属する費用のおおよその割合 　　一般管理費に属する費用のおおよその割合
　　　は54％であります。主要な費目及び金額は 　　は60％であります。主要な費目及び金額は
　　　次のとおりであります。 　　次のとおりであります。

　　　　配送費 　　　配送費
　　　　荷造梱包費 　　　荷造梱包費
　　　　販売手数料 　　　販売手数料
　　　　役員報酬 　　　役員報酬
　　　　給料 　　　給料
　　　　賞与 　　　賞与
　　　　賞与引当金繰入額 　　　賞与引当金繰入額
　　　　支払手数料 　　　役員賞与引当金繰入額
　　　　減価償却費 　　　支払手数料
　　　　試験研究費 　　　減価償却費

役員退職慰労引当金繰入額 試験研究費
退職給付費用 役員退職慰労引当金繰入額
顧問委託料 退職給付費用

顧問委託料

※２ ※２ 固定資産売除却益
土地
電話加入権

※３　固定資産売除却損 ※３ 固定資産売除却損
　　　固定資産売却損 　　固定資産売却損

車両及び運搬具 電話加入権
工具、器具及び備品
建物付属設備

　　　固定資産除却損 　　固定資産除却損
建物 建物
機械及び装置 建物付属設備
工具、器具及び備品 機械及び装置
車両及び運搬具 車両及び運搬具
構築物 工具、器具及び備品
ソフトウェア ソフトウェア 8
建物等取壊し撤去費用

※４　一般管理費及び当期製造費用に含まれる ※４ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる
　　　研究開発費は次のとおりであります。 　　研究開発費は次のとおりであります。
　　　　

※５　関係会社との取引に係るものが次のとおり ※５ 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。 　　含まれております。
　　　　関係会社への売上高 　　 関係会社への売上高
　　　　関係会社受取配当金 　　 関係会社受取配当金

※６　減損損失 ※６
当事業年度において、当社は以下の資産グ
ループについて減損損失を計上しました。

当社は、事業用資産についてはその全てを１
つの単位として、また賃貸資産及び遊休資産
については個別物件単位でグルーピングを
行っております。
なお、遊休資産については、その将来の用途
が定まっていないことから、帳簿価額を正味
売却価額により算定した回収可能価額まで減
額しました。

397
301

　　至　平成19年３月31日）

2,720

103

80

119

0

6

0

0

4,569百万円
1,630百万円

長野県北佐久
郡軽井沢町

遊休
資産

当事業年度

百万円

（自　平成17年４月１日 （自　平成18年４月１日

百万円

487

823
133

233
118
716
123

305

　　至　平成18年３月31日）

0

177

112

452
309

153

前事業年度

百万円

265
28

204

171

507
196224

16
116
44

212

25
4
0

0

百万円

0

百万円

613百万円

用途 種類 減損損失

東京都
練馬区他

遊休
資産

電話
加入権

5百万円

場所

土地 4百万円

合　計 － － 10百万円

0

12

0

0

百万円

4

0

百万円

百万円

百万円11,090

736百万円
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　　　（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

普通株式　（注）

合　　計

（注） 自己株式の増加は、取締役会決議によるもの914,500株、単元未満株式の買取りによるもの560株であります。

（税効果会計）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な 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 　原因別の内訳

　　繰延税金資産 　繰延税金資産
　　　　　役員退職慰労引当金否認 　 　　役員退職慰労引当金否認
　　　　　退職給付引当金否認 　 　　退職給付引当金否認
　　　　　賞与引当金繰入否認 　 　　賞与引当金繰入否認
　　　　　未払事業税否認 　　未払事業税否認
　　　　　賞与分社会保険料否認 　 　　賞与分社会保険料否認

　　 ソフトウェア導入調査費用否認 　 　　ゴルフ会員権評価損否認
　　　ゴルフ会員権評価損否認 貸倒引当金繰入額否認

貸倒引当金繰入額否認 特許権償却否認
その他 その他
評価性引当額 評価性引当額

繰延税金資産合計 繰延税金資産合計

繰延税金負債 繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 その他有価証券評価差額金
繰延税金負債合計 繰延税金負債合計

繰延税金資産純額 繰延税金資産純額

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等 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、    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    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 ％ 法定実効税率 ％

（調整） （調整）
間接税額控除 間接税額控除
交際費等永久に損金に 交際費等永久に損金に
　 算入されない項目 算入されない項目
受取配当金等永久に益金に 受取配当金等永久に益金に
　 算入されない項目 　　　 算入されない項目
住民税均等割等 住民税均等割等
試験研究費税額控除 試験研究費税額控除
その他 その他

税効果会計適用後の 税効果会計適用後の
法人税等の負担率 法人税等の負担率

542
△ 37

381

△ 19.69

0.86

△ 12.80

239 264

40.44 40.44

381

△ 40

30 百万円

　　至　平成18年３月31日）

前事業年度末

25
31
86

255
119
89

621

28.38

△ 0.56
0.85

0.13

0.37

当事業年度
（自　平成18年４月１日

株式数（株）

前事業年度

－

株式数（株）株式数（株）

（自　平成17年４月１日

株式数（株）

997,541

13
10

当事業年度増加 当事業年度減少

－

当事業年度末

17
25
31
44
44

△ 0.05

27

278
278

0.11
△ 0.49

0.16

21.34

△ 0.05

34 百万円
225
129

　　至　平成19年３月31日）

997,541

82,481

82,481

915,060

915,060
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（１株当たり情報）

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額

１株当たり当期純利益 １株当たり当期純利益

　　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益 　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益
　　金額については、潜在株式がないため記載し 　金額については、潜在株式がないため記載し
　　ておりません。 　ておりません。

　（注）1.　１株当たり当期純資産の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
（単位　百万円）

前事業年度 当事業年度
（自 平成17年４月１日 （自 平成18年４月１日

　　至 平成18年３月31日） 　至 平成19年３月31日）

　（注）2.　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。
（単位　百万円）

前事業年度 当事業年度
（自 平成17年４月１日 （自 平成18年４月１日

　　至 平成18年３月31日） 　至 平成19年３月31日）

13,860,044

－

（－)

2,736

14,149,720

73

(73)

3,641

3,641

－

27,092

193.41

（自　平成17年４月１日
　　至　平成18年３月31日）

27,092

13,234,459

当期純利益

2,188.25

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

期末株式数（株）

円

円

(うち利益処分による役員賞与金）

円

円

当事業年度
（自　平成18年４月１日

　　至　平成19年３月31日）

2,047.12

普通株主に帰属しない金額

普通株式に係る当期純利益

期中平均株式数（株）

262.74

2,809

純資産の部の合計額

前事業年度

－

－

－

－
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（重要な後発事象）

平成19年２月14日開催の当社取締役会の決議
に基づき、次のように株式分割による新株式を
発行しております。
平成19年４月１日付をもって普通株式１株に

つき２株に分割します。
（１） 分割により増加する株式数

普通株式 　14,232,000株
（２） 分割方法

平成19年３月31日（土曜日）[ただし、
当日は株主名簿管理人の休業日につき、実
質上は平成19年３月30日（金曜日）] 終
の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記
録された株主の所有株式数を１株につき２
株の割合をもって分割します。

当該株式分割が前期首に行われたと仮定
　した場合の前事業年度における１株当たり
情報及び当期首に行われたと仮定した場合
の当事業年度における１株当たり情報は、
それぞれ以下のとおりとなります。

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額

1,094.12円 1,023.56円

１株当たり当期純利 １株当たり当期純利
益金額 益金額

96.71円 131.37円

潜在株式調整後１株 潜在株式調整後１株
当たり当期純利益額 当たり当期純利益額

－　円 －　円

６　その他

（役員の異動）

当該事項については、決算発表時点で内容が確定していないため、内容が確定した段階で役員の異動があ
る場合は、追加の開示を行います。

前事業年度 当事業年度

当事業年度
（自　平成18年４月１日

　　至　平成19年３月31日）　　至　平成18年３月31日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
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