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上 場 会 社 名          株式会社リード                 上場取引所 東証二部 
コ ー ド 番 号             6982                            ＵＲＬ  http://www.lead.co.jp      
代  表  者 （役職名）取締役社長  （氏名）田部谷 秀柱 
問合せ先責任者 （役職名）取締役総務部長（氏名）小沢 崇           ＴＥＬ (048)588－1121 
定時株主総会開催予定日  平成 19 年 6 月 28 日 配当支払開始予定日   平成 19 年 6 月 29 日 
有価証券報告書提出予定日 平成 19 年 6 月 29 日  
  

（百万円未満切捨て） 
１．19 年 3月期の業績（平成 18 年 4月 1日～平成 19 年 3月 31 日） 
(1)経営成績                                  （％表示は対前期増減率） 
 売 上 高     営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円   ％

19 年 3 月期 
18 年 3 月期 

10,453        △5.5 
11,058       △10.4 

249       △31.3
363       △16.3

235       △30.5 
338       △16.3 

71     △76.8
308      △9.8

 

 
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 
18 年 3 月期 

 5 44  
23  46  

―
―

2.4  
11.0  

2.4   
3.5   

2.4  
3.3  

(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)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 
18 年 3 月期 

10,314     
9,574     

2,908    
2,994    

28.2  
31.3  

221   18 
227   72 

(参考) 自己資本             19 年 3 月期  2,908 百万円      18 年 3 月期      ―百万円 
 
(3)キャッシュ･フローの状況 

 
営 業 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

投 資 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

財 務 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期 末 残 高          

 百万円 百万円 百万円 百万円

19 年 3 月期 
18 年 3 月期 

1,169    
647      

      △1,627     
△586     

494      
△429      

1,582     
1,546     

 
 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日）
第１ 

四半期末 
中間期末 

第３ 
四半期末

期末 年間 

配当金総額
(年間) 

配当性向 
純資産 
配当率 

  円 銭  円 銭  円 銭  円 銭  円 銭 百万円 ％ ％

19 年 3 月期 
18 年 3 月期 

― 
― 

― 
― 

―
―

5 00 
5 00 

5 00 
5 00 

65     
65     

91.9    
21.3    

2.3  
2.2  

20 年 3 月期 
（予想） 

  ―
   

― ― 5 00 5 00 
 

54.8    
 

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

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 
 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 1株当たり 

当期純利益 
 百万円  ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円  ％ 円  銭

中 間 期 
通    期 

5,000   △5.8 
10,150   △2.9 

160   △28.4
280     12.2

140   △35.5
250      6.3

80   △11.3 
120     67.7 

6  08  
9 13  
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４．その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更   有 
② ①以外の変更    無 

〔(注)詳細は、18 ページ「会計方針の変更」をご覧ください。〕 
 
 
(2) 発行済株式数（普通株式） 

①期末発行済株式数（自己株式を含む） 19 年 3 月期  13,164,800 株  18 年 3 月期  13,164,800 株 
②期末自己株式数  19 年 3 月期      17,092 株  18 年 3月期      15,311 株 
 (注) 1 株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、33 ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。 
 

  (将来に関する記述等についてのご注意) 

  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及び合理的であると判断す
る一定の前提に基づいており、実際の業績等はさまざまな要因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
なる過程及び業績予想のご利用にあ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。 
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１．経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

 ・当期の経営成績 

 当期における日本経済は、海外経済の拡大を背景として輸出が増加する中、企業

収益、設備投資が拡大し、企業部門主導の景気回復が続きました。個人消費は回復

基調を維持したものの、所得の伸び悩みなどからやや弱めの動きが見られました。

消費者物価は緩やかな上昇が続きましたが、夏場以降、原油価格が下落に転じたこ

となどから上昇幅が徐々に縮小し、年度末には前年比マイナスに転じました。自動

車業界では、自動車販売台数は年度を通して低迷が続きました。良好なコストパフ

ォーマンスを理由に軽自動車は増加しており、普通自動車は新車投入効果から年後

半にはやや持ち直しましたが、小型乗用車は大幅な減少が続きました。 

こ の よ う な 経 済 環 境 に お い て 、 当 期 の 売 上 高 は 前 期 比 60 5百 万 円 減 の 

10,453百万円（前期比5.5%減）になりました。 

これを事業部門別に説明しますと、次のとおりであります。 

自動車用部品部門においては、上半期は受注が堅調に推移したものの、下半

期は主要受注先がモデルチェンジの端境期となり受注が減少したため、通期で

は前期比248百万円減の9,576百万円（前期比2.5%減）となりました。自社製品

部門においては、電子機器製品はデジタル放送、無線関連等ラック類が一段落

し、その他の特注品も売上が減少したことから、前期比179百万円減の539百万

円（前期比 25.0%減）となりました。また街路灯製品は商店街の街路灯新設減

や業者間の値引き競争が続いており、前期比19百万円減の228百万円（前期比7.

9%減）にとどまりました。その結果自社製品部門全体では198百万円減の768百

万円（前期比 20.6%減）となりました。その他の売上は自動車用空調機器から

の撤退等により前期比 158百万円減の 108百万円（前期比 59.4%減）となりまし

た。 

 収益面では、自動車用部品部門の新規受注品に対する生産準備費用がかさん

だこと、自社製品部門販売先に対する貸倒引当金 34百万円の積増し等により、

経常利益としては前期比 103百万円減少し、 235百万円（前期比 30.5%減）、経

常利益率としては2.3%(前期 3.1%)となりました。 

 当期純利益につきましては、前期比237百万円減少し、71百万円（前期比76.

8%減）となりました。経常利益の減少の他に法人税等調整額41百万円の取崩し

と、前期は適格年金終了益108百万円を計上していたことが影響しています。 

  （注）売上高には消費税等は含まれておりません。 

 

・次期の見通し 

今後の見通しとして、わが国経済は、設備投資の増加が続くことに加え、労働需

給の逼迫に伴い所得の伸びが高まることから個人消費の回復が見込まれ、国内民間

需要を中心とした回復傾向が続くことが予想されます。ただし、米国経済の減速、

円高の進展に伴い輸出の伸びが鈍化すること、人件費の増加などから企業収益の伸

び率は鈍化すること等も見込まれるため、設備投資の伸びも若干低下する可能性も

あります。 

 当社をとりまく環境につきましては、自動車用部品部門は、主要受注先の新型車

投入効果が期待できますが、受注構成部品の変化要因等により、前年実績をやや下

回るものと予想しております。 

自社製品部門は、電子機器製品のラック、ケース等特注品の売上増が期待されま

す。また街路灯製品は、ここ数年厳しい状況にありますが、ソーラー発電関連の「ク

リーンエコライト」やそのシリーズである庭園灯・足元灯等の省エネ製品の販売増
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が見込まれます。 

今後とも引続き徹底した原価低減改善活動を実施し、さらに部門別の収益目標管

理をより強化、徹底するとともに、新製品の開発、販売強化に努めて参ります。 

 

現時点での平成20年3月期の業績見通しは、次の通りであります。 

 

              中間期          通 期 

売 上 高     ５，０００百万円      １０，１５０百万円 

営業利益       １６０百万円         ２８０百万円  

経常利益       １４０百万円         ２５０百万円  

当期純利益      ８０百万円        １２０百万円 
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(2)財政状態に関する分析  

①資産・負債・及び純資産の状況 

(イ )資産  

 当期末の流動資産残高は4,221百万円となり、前期比132百万円減少いたしま

した。主な要因は売上高減少により売掛金が 233百万円減少し、現金及び預金

が42百万円、新規受注に伴う設備等の立替金46百万円が増加したことです。 

 当期末の固定資産残高は6,092百万円となり、前期比871百万円増加しました。

そのうち有形固定資産は 960百万円増加しましたが、主な要因は賃貸店舗建設

資金及び本社工場に物流倉庫を新設したこと等により建物と建物付属設備が 

334百万円、自動車用製品の新型車投入に伴い金型及び治具その他生産設備等

の投資増により、工具器具及び備品が348百万円、建設仮勘定が201百万円増加

したことによります。 

土地につきましては土地等の再評価による法律（平成10年 3月 31日公布  法律

第 34号）に基づき、平成 12年 3月 31日に再評価を行なっております。再評価後

の帳簿価格は1,771百万円であり、再評価前の帳簿価格は259百万円であります。

尚、時価は固定資産評価額を基準に評価しておりますが、再評価時に比べ当期

末の時価は855百万円の減少となっております。 

 投 資 そ の 他 で は 投 資 有 価 証 券 が 93百 万 円 減 少 し ま し た が 主 な 要 因 は 所 有 株

式の市場価格が前期より下落したことにより含み益が 152百万円減少したもの

であります。 

 

(ロ )負債  

 当期末の流動負債残高は4,892百万円となり、前期比298百万円増加いたしま

した。支払手形（固定資産購入支払手形を含む）が476百万円減少しましたが、

こ れ は 前 期 よ り フ ァ ク タ リ ン グ に よ る 決 済 シ ス テ ム を 導 入 し た こ と が 主 な 要

因です。未払金は 917百万円増加しましたが、ファクタリング決済システム導

入による影響額871百万円の増加が主な要因です。 

当期末の固定負債残高は2,514百万円となり、前期比527百万円増加いたしま

した。主な要因は賃貸店舗建設と生産設備等の投資増により長期借入金が 531

百万円増加したことによります。 

 

(ハ )純資産 

 当期末の純資産残高は 2,908百万円となり、前期比 86百万円減少いたしまし

た。主な要因は当期純利益が71百万円となりましたが、その他有価証券評価差

額金が91百万円減少したこと、配当金65百万円の支払によります。これにより

自己資本比率は 28.2%となりました。同業他社に比べいまだ劣勢であり、今後

とも自己資本の充実に努めてまいります。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

当期における現金および現金同等物（以下「資金」という）は、 1,582百万

円と前期と比べ36百万円の増加となりました。 

当期における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。 

 

(イ )営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動により得られた資金は、1,169百万円（前期647百万円）となり前期

と比べ 521百万円の増加となりました。収入の主な内訳としては、税引き前当

期純利益 180百万円（前期336百万円）、減価償却費 541百万円（前期649百万円）、売
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上債権の減少額209百万円（前期70百万円）、新規受注品に対する生産設備の支払

いが翌期となったこと等によるその他の項目469百万円の増加（前期は328百万円

の減少）であり、支出の主な内訳は仕入れ債務の減少額129百万円（前期は30百万円

の増加）、法人税等の支払額111百万円（前期48百万円）です。 

 

(ロ )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1,627百万円（前期586百万円）となりました。

主に賃貸店舗建設資金、多目的倉庫建設資金、自動車用部品の新規受注品に対

する金型等の生産設備の有形固定資産取得に使用しました。 

 

(ハ )財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動の結果得られた資金は494百万円（前期は429百万円の使用）であり

ます。金融機関等からの借入金が 560百万円増加したこと、及び配当金による

支払65百万円が主な要因です。 

 

 なお、当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 

               第７０期   第７１期 第７２期  第７３期    第７４期 

                                       平成15年3月期  平成16年3月期  平成17年3月期  平成18年3月期   平成19年3月期 

自己資本比率（％）                18.6     21.5     26.0       31.3    28.2 

時価ベースの自己資本比率（％）      7.2      22.6    41.9       96.2    27.5 

債務償還年数（年）                2.1    2.6     2.9        4.4     2.9 

インタレスト・カバレッジ・レシオ       19.4   15.2    14.0       10.6        18.9 

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 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

  ※有利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象として

いる。 

 

(3)利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

配当に対する基本的な考え方は、収益力の強化を図り、安定的かつ継続的な配当

を実施することにあります。同時に競争力を向上させるための設備投資や、同業他

社と比較して劣勢である財務体質の強化を図る必要もあり、内部留保の充実も勘案

しつつ業績に対応した配当を行ってまいります。 

当期の配当に関しましては、平成19年3月期は前期に引続き一株当たり５円の配

当を予定しておりますが、平成20年3月期もこの配当水準を維持できるよう全社一

丸となって努力いたします。そして今後も株主重視の姿勢を一層明確にし、継続し

て安定した配当を実施する方針です。 
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２．企業集団の状況 

近の有価証券報告書（平成18年６月30日提出）における「事業の内容」及び 

「関係会社の状況」から重要な変更がないため開示を省略します。 

                                                                 

３．経営方針 

 平成19年３月期中間決算短信(平成18年11月14日開示)により開示を行った内容

から重要な変更がないため開示を省略します。 

当該中間決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

  ＵＲＬ http://www.lead.co.jp 

  (東京証券取引所ホームページ(上場会社情報検索ページ)) 

ＵＲＬ http://www.tse.or.jp/1isting/compsearch/index.htm1 
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４.財務諸表等 
(1) 貸借対照表 

 

  
前事業年度 

(平成18年３月31日) 
当事業年度 

(平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産   

１ 現金及び預金  1,548,289  1,590,438

２ 受取手形 ※2.9 186,774  174,924

３ 売掛金  1,933,205  1,699,580

４ 製品 ※３ 246,896  258,049

５ 材料  229,421  236,233

６ 仕掛品  94,488  84,804

７ 貯蔵品  28,629  27,292

８ 前渡金  4  －

９ 前払費用  10,750  9,691

10 繰延税金資産  71,638  56,668

11  未収消費税  ―  32,510

12 その他  14,291  59,069

貸倒引当金  △10,760  △7,400

流動資産合計  4,353,631 45.5  4,221,863 40.9

Ⅱ 固定資産   

(1) 有形固定資産 ※１  

１ 建物 ※２ 642,811  976,844

２ 構築物 ※２ 49,827  65,653

３ 機械及び装置 ※２ 1,150,555  1,200,210

４ 車両及び運搬具  19,513  17,356

５ 工具器具及び備品  635,704  984,621

６ 土地 ※2.7 1,781,495  1,794,227

７ 建設仮勘定  77,411  278,938

有形固定資産合計  4,357,319 45.5  5,317,853 51.6

(2) 無形固定資産   

１ ソフトウェア  5,948  7,122

２ その他  1,640  390

無形固定資産合計  7,588 0.1  7,512 0.1

(3) 投資その他の資産   

１ 投資有価証券 ※２ 824,839  731,013

２ 出資金  10,500  10,500

３ 従業員に対する 
長期貸付金 

 11,546  17,823

４ 固定化営業債権 

５ 長期前払費用 

※４ 

 

24,023

－

 

 

59,953

225

６ 投資不動産 ※2.7 1,320  1,310

７ その他  6,700  6,700

貸倒引当金  △22,620  △59,940

投資その他の資産合計  856,309 8.9  767,585 7.4

固定資産合計  5,221,217 54.5  6,092,950 59.1

資産合計  9,574,849 100.0  10,314,813 100.0
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前事業年度 
(平成18年３月31日) 

当事業年度 
(平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成
比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債   

１ 支払手形  679,014  177,009

２ 買掛金  548,966  461,337

３ 短期借入金 ※２ 1,020,000  1,020,000

４ １年内返済長期借入金 
(担保付) 

※２ 701,362  730,695

５ 未払金  1,238,109  2,155,221

６ 未払費用  1,469  1,330

７ 未払法人税等  60,316  24,996

８ 未払消費税等  17,325  －

９ 前受金  702  1

10 預り金  16,899  7,239

11 賞与引当金  150,000  125,000

12 役員及び従業員に対する 
短期債務 

 113,244  116,868

13 固定資産購入代外宛 
手形債務 

 46,585  72,524

流動負債合計  4,593,996 48.0  4,892,224 47.4

Ⅱ 固定負債   

１ 社債  200,000  200,000

２ 長期借入金 

３ 繰延税金負債 

※２ 

 

909,586

154,581

 

 

1,440,994

118,630

４ 再評価に係る 
繰延税金負債 

 
※７ 580,796

 
582,711

５ 長期前受金  ―  46,274

６ 退職給付引当金  131,376  115,866

７ その他  10,050  10,050

固定負債合計  1,986,390 20.7  2,514,526 24.4

負債合計  6,580,386 68.7  7,406,751 71.8
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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) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資本の部)   

Ⅰ 資本金 ※５ 658,240 6.9  ― ―

Ⅱ 資本剰余金   

１ 資本準備金  211,245  ―

資本剰余金合計  211,245 2.2  ― ―

Ⅲ 利益剰余金  

１ 当期未処分利益  934,982
 

―

利益剰余金合計  934,982 9.8  ― ―

Ⅳ 土地再評価差額金 ※７ 871,194 9.1  ― ―

Ⅴ その他有価証券評価差額金 ※８ 322,415 3.3  ― ―

Ⅵ 自己株式 ※６ △3,614 △0.0  ― ―

資本合計  2,994,462 31.3  ― ―

負債及び資本合計  9,574,849 100.0  ― ―

 

 

  
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) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(純資産の部)   

Ⅰ 株主資本   

１ 資本金  ― ―  658,240 6.4

２ 資本剰余金   

資本準備金  ― 211,245 

資本剰余金合計  ― ―  211,245 2.0

３ 利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金  ― 937,925 

利益剰余金合計  ― ―  937,925 9.1

４ 自己株式  ― ―  △4,358 △0.0

株主資本合計  ― ―  1,803,051 17.5

Ⅱ 評価・換算差額等   

１ その他有価証券評価 
  差額金 

 ― ―  230,943

２ 土地再評価差額金 ※７ ― ―  874,066

評価・換算差額等合計  ― ―  1,105,010 10.7

純資産合計  ― ―  2,908,062 28.2

負債純資産合計  ― ―  10,314,813 100.0
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(2) 損益計算書 

 

  
前事業年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高  11,058,856 100.0  10,453,002 100.0

Ⅱ 売上原価   

１ 製品期首棚卸高  247,907 246,836 

２ 当期製品製造原価  10,131,369 9,567,842 

合計  10,379,276 9,814,678 

３ 製品期末棚卸高  246,836 10,132,440 91.6 258,049 9,556,629 91.4

売上総利益  926,415 8.4  896,373 8.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費   

１ 販売費 ※１ 336,217 380,142 

２ 一般管理費 ※1.2 226,996 563,213 5.1 266,751 646,894 6.2

営業利益  363,202 3.3  249,479 2.4

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息  414 1,199 

２ 受取配当金  5,840 7,276 

３ 賃貸料 ※３ 2,702 43,064 

４ 業務受託費 ※４ 20,555 ― 

６ その他  6,614 36,126 0.3 6,792 58,332 0.6

Ⅴ 営業外費用   

１ 支払利息  58,188 59,254 

２ 社債利息  2,677 2,645 

３ 賃貸料収入に係る費用  ― 60,865 0.5 10,645 72,544 0.7

経常利益  338,463 3.1  235,267 2.3

Ⅵ 特別利益   

１ 固定資産売却益 ※５ 1,614 ― 

２ 投資有価証券売却益  308 ― 

３ 投資不動産売却益  ― 1,490 

４ 補償金受入益  4,861 604 

５ 適格年金終了益  108,455 115,239 1.0 ― 2,094 0.0

Ⅶ 特別損失   

１ 固定資産除・売却損 ※６ 45,389 37,341 

２ 役員退職慰労金 

３ 補償費 

 

※７ 

―

―

4,300 

15,000 

４ 減損損失 ※８ 71,760 117,149 1.1 ― 56,641 0.6

税引前当期純利益  336,553 3.0  180,720 1.7

法人税、住民税 
及び事業税 

 90,066 67,244 

法人税等調整額  △62,120 27,946 0.2 41,914 109,158 1.0

当期純利益  308,607 2.8  71,561 0.7

前期繰越利益  593,195  ―

土地再評価差額金取崩額  33,180  ―

当期未処分利益  934,982  ―
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(3) 株主資本等変動計算書 

当事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

（単位：千円） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益 

剰余金 

 
資本金 資 本 

準備金 繰越利益 

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) 658,240 211,245 934,982 △3,614 1,800,853

当期中の変動額  

 剰余金の配当(注) △65,747  △65,747

 当期純利益 71,561  71,561

 自己株式の取得 △743 △743

  土地再評価差額金の取崩 △2,872  △2,872

 株主資本以外の項目の 
 当期中の変動額(純額) 

 

当期中の変動額合計(千円) ― ― 2,942 △743 2,198

平成19年月31日残高(千円) 658,240 211,245 937,925 △4,358 1,803,051

 

 

評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 
評価差額金 

土地再評価 
差額 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成18年３月31日残高(千円) 322,415 871,194 1,193,609 2,994,462

当期中の変動額  

 剰余金の配当(注)  △65,747

 当期純利益  71,561

 自己株式の取得  △743

 土地再評価差額金の取崩  △2,872

 株主資本以外の項目の 
 当期中の変動額(純額) 

△91,471 2,872 △88,599 △88,599

当期中の変動額合計(千円) △91,471 2,872 △88,599 △86,400

平成19年３月31日残高(千円) 230,943 874,066 1,105,010 2,908,062

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

  
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) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前当期純利益  336,553 180,720 

減価償却費 

減損損失 
 

649,905 

71,760 

541,716 

― 

貸倒引当金の増加額  380 33,960 

退職給付引当金の減少額  △238,419 △15,510 

賞与引当金の減少額(増加額)  25,000 △25,000 

受取利息及び受取配当金  △6,254 △8,475 

支払利息及び社債利息  60,865 61,899 

投資有価証券の売却益  △308 ― 

有形固定資産除・売却損益  43,775 37,341 

売上債権の減少額  70,546 209,545 

たな卸資産の増加額(減少額)  17,653 △6,943 

仕入債務の減少額(増加額)  30,663 △129,196 

未払消費税等の減少額(増加額)  17,116 △17,325 

その他  △328,379 469,704 

小計  750,858 1,332,437 

利息及び配当金の受取額  6,253 8,407 

利息の支払額  △60,157 △60,135 

法人税等の支払額  △48,997 △111,475 

営業活動によるキャッシュ・フロー  647,957 1,169,234 

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 

定期預金の払戻による収入 
 

― 

12,000 

△6,000 

― 

投資有価証券の取得による支出  △38,388 △58,627 

投資有価証券の売却による収入  1,100 ― 

有形固定資産の取得による支出  △567,135 △1,549,632 

有形固定資産の売却による収入  10,114 △2,854 

無形固定資産の取得による支出 

無形固定資産の売却による収入 

 

 

― 

― 

△3,278 

1,250 

貸付けによる支出  △14,025 △19,717 

貸付金の回収による収入  9,929 10,953 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △586,406 △1,627,905 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

長期借入れによる収入  600,000 1,370,387 

長期借入金の返済による支出  △962,073 △809,646 

自己株式の取得による支出  △1,892 △743 

配当金の支払いによる支出  △65,765 △65,177 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △429,730 494,821 

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(減少額)  △368,179 36,149 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,914,968 1,546,789 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※ 1,546,789 1,582,938 
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(5) 利益処分計算書 

 

  
前事業年度 

(平成18年６月29日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 

Ⅰ 当期未処分利益  934,982 

Ⅱ 利益処分額   

配当金  65,747 

Ⅲ 次期繰越利益  869,235 

注) 日付は株主総会承認年月日であります。 
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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 

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) 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 

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 

２ 棚卸資産の評価基準及び評価方法 

(1) 材料 原価法(最終仕入原価法) 

(2) 仕掛品 原価法(売価還元法)で工程率に応じて

評価 

(3) 製品 原価法(売価還元法) 

(4) 貯蔵品 原価法(最終仕入原価法) 
 

２ 棚卸資産の評価基準及び評価方法 

同左 

３ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

工具器具備品のうち金型……定額法 

その他の有形固定資産………定率法 

ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物

(附属設備を除く)については、定額法を採用し

ております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりでありま

す。 

建物及び構築物 10～31年

機械装置 12年

金型 2年

(少額減価償却資産) 

取得価額が、10万円以上20万円未満の資産に

ついては３年間で均等償却する方法を採用し

ております。 

３ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(少額減価償却資産) 

同左 

(2) 無形固定資産 

定額法を採用しております。 

なお、自社利用のソフトウェアについては、社

内における利用可能期間(５年)に基づく定額法

を採用しております。 

(2) 無形固定資産 

同左 

４ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 (計上理由) 

売掛金、貸付

金等の貸倒れ

による損失に

備える為 

  (計算の基礎等) 

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。 
 

４ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

同左 
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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) 

(2) 賞与引当金 (計上理由) 

従業員賞与の

支給に備える

為 

  (計算の基礎等) 

将来の支給見込額の

うち当事業年度の負

担額を計上しており

ます。 
 

(2) 賞与引当金 

     同左 

 

 

  

 

(3) 退職給付 

引当金 

    

(計上理由) 

定年まで継続

勤務した従業

員の退職給付

に備える為 

 

   (計算の基礎等) 

平成18年３月１日付

にて、税制適格退職

年金制度から確定拠

出年金制度へ移行し

ましたので従前の退

職給付引当金はなく

なりましたが、その

補完として定年まで

当社に継続勤務した

社員のみを対象とし

たものです。 

数理計算上の差異は

翌事業年度に一括費

用処理します。 

     なお、本制度への移行したことに伴い、「退職給

付制度間の移行等に関する会計処理」(企業会計基準

適用指針第１号)を適用しております。 

    当該移行による損益への影響額は、特別利益とし

て適格年金終了益108,455千円を計上しております。

 

(3) 退職給付 

引当金 

    

(計上理由) 

定年まで継続

勤務した従業

員の退職給付

に備える為 

 

   (計算の基礎等) 

定年まで当社に継続

勤務する従業員の退

職給付に備えるた

め、当期末における

退職給付債務の見込

額に基づき計上して

おります。 

数理計算上の差異は

翌事業年度に一括費

用処理します。 

      

 

５ 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。 

５ リース取引の処理方法 

 同左 

６ ヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

特例処理の要件を満たしている金利スワップにつ

いて特例処理によっております。 

６ ヘッジ会計の方法 

 同左 

② ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針 

デリバティブ取引に関する取締役会決議に基づ

き、金利変動リスクをヘッジしております。当事

業年度にヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッ

ジ対象は次の通りであります。 

ヘッジ手段………金利スワップ 

ヘッジ対象………借入金利息 

 

③ ヘッジの有効性評価の方法 

特例処理によっている金利スワップについては、

有効性の評価を省略しております。 
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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) 

７ キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

 キャッシュ・フロー計算書における資金(現金

及び現金同等物)は、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。 

８ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事

項 

  消費税等の会計処理 

   税抜方式 

７ キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

 同左 

 

 

 

 

 

８ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事

項 

  消費税等の会計処理 

      同左 
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会計方針の変更 

 
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 

 当事業年度から「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

委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第６

号)を適用しております。 

 これにより税引前当期純利益が71,760千円減少してお

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

等規則に基づき当該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、純資産

の部の合計と同額であります。 

 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。 

 

 

 

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) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

 （損益計算書） 

 前事業年度まで区分掲記していた金型受発注差益

（当期146千円）は、営業外収益の100分の10以下と

なったため、営業外収益の「その他」に含めて表示

することに変更しました。 

― 
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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有形固定資産の減価償却累計額 11,017,399千円
 

※１有形固定資産の減価償却累計額 11,154,449千円
 

※２担保に供している資産 

工場財団(建物、構築物、機械
及び装置、並びに土
地) 

2,914,147千円

工場財団以外の建物及び土地 321,453千円

受取手形 82,230千円

投資有価証券 73,228千円

投資不動産 1,164千円

 計  3,392,224千円
 

※２担保に供している資産 

工場財団(建物、構築物、機械
及び装置、並びに土
地) 

2,920,066千円

工場財団以外の建物及び土地 541,075千円

受取手形 94,800千円

投資有価証券 61,468千円

投資不動産 1,154千円

 計  3,618,565千円
 

対応債務 

短期借入金 1,020,000千円

長期借入金 1,610,948千円

(１年内に返済期限到来分を含む) 

 計  2,630,948千円
 

対応債務 

短期借入金 1,020,000千円

長期借入金 2,171,689千円

(１年内に返済期限到来分を含む) 

 計3,191,689千円
 

※３製品の内に作業屑60千円を含んでおります。           ― 

※４財務諸表等規則第32条第１項10号に該当するもので

あります。 

※４財務諸表等規則第32条第１項10号に該当するもので

あります。 

※５会社が発行する株式の総数 普通株式 25,000,000株

発行済株式の総数 普通株式 13,164,800株
 

          ― 

※６自己株式 

当社が保有する自己株式の数は、普通株式15,311株

であります。 

          ― 

※７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、事業用土地の再評価を行い

「土地再評価差額金」を資本の部に計上しておりま

す。 

同法律第３条第３項に定める 

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

３号に定める固定資

産税評価額(平成12

年１月１日基準日)

に基づいて、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12年３月31日 

再評価を行った土地の当事業年度末における 

時価と再評価後の帳簿価額との差額 

      △776,252千円

※７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、事業用土地の再評価を行い

「土地再評価差額金」を純資産の部に計上しており

ます。 

同法律第３条第３項に定める 

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

３号に定める固定資

産税評価額(平成12

年１月１日基準日)

に基づいて、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12年３月31日 

再評価を行った土地の当事業年度末における 

時価と再評価後の帳簿価額との差額 

 △855,609千円

※８配当制限 

 商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時

価を付したことにより増加した純資産額は322,415

千円であります。 

 土地の再評価に関する法律第7条の2第1項の規定

により純資産額より控除される額は871,194千円で

あります。 

          ― 
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(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) 

            ― 
 

※９期末日満期手形の会計処理 
 

     当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しております。 

    なお、当期期末日は、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          25,064千円
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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販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次の

とおりであります。 

 (1) 販売費 

給料手当賞与金 112,424千円

賞与引当金繰入額 15,300 

法定福利費 18,037 

退職給付費用 5,098 

賃借料 11,348 

旅費交通費 6,597 

交際費 3,427 

広告宣伝費 14,553 

荷造運送費 113,241 

減価償却費 3,980 
 

※１販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次の

とおりであります。 

 (1) 販売費 

給料手当賞与金 127,892千円

賞与引当金繰入額 14,300 

法定福利費 19,919 

退職給付費用 813 

賃借料 11,888 

旅費交通費 8,361 

交際費 2,791 

広告宣伝費 8,637 

荷造運送費 134,773 

減価償却費 3,239 
 

 (2) 一般管理費 

役員報酬 57,066千円

給料手当賞与金 53,330 

賞与引当金繰入額 8,550 

法定福利費 11,299 

退職給付費用 2,157 

減価償却費 1,702 

公租公課 15,832 
 

 (2) 一般管理費 

役員報酬 67,210千円

給料手当賞与金 62,424 

賞与引当金繰入額 7,875 

法定福利費 12,200 

退職給付費用 353 

減価償却費 1,376 

公租公課 10,740 
 

※２研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる研究開発費 14,105千円
 

※２研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる研究開発費 9,052千円
 

※３建物賃貸料              2,650千円

   車両賃貸料                    52千円

※３建物賃貸料              42,714千円

土地賃貸料                   350千円

 ※４業務受託費 ― 

   取引終了に伴う移管業務の受託収益    20,555千円

※５土地売却益               500千円

  金型他スクラップ売却益        1,114千円

 

― 

  

※６建物(温度試験室他)の除却損 10,012千円

工具器具及び備品(プレス金型及び

治具の除却損 

 

25,002 

機械及び装置(パワープレス他)の

除却損 

車両運搬具の除却損 

電話加入権の除却損 

 

8,511 

567 

1,295 

― 

※６建物(ポンプ小屋他)の除却損 363千円

工具器具及び備品(プレス金型及び

治具の除却損 

機械及び装置(補用設備他)の 

除却損 

車両運搬具の除却損 

電話加入権の除却損 

 

9,062 

 

27,618 

297 

― 

※７預り資産の毀損補償費であります。 
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(損益計算書関係) 

 
前事業年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

 ※８減損損失 

   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。 

  用途 種類 場所 金額(千円)

 遊休 土地、投資

不動産等 

埼玉県 

熊谷市 

  55,300 

 遊休 建物等 埼玉県 

熊谷市 

   16,460 

  計      71,760 

  (経緯) 

   上記の土地及び建物については、一部厚生施設の寮

等として使用しておりますが、有効な利用計画も無

く、地価も著しく下落しているため、減損損失

71,760千円を認識いたしました。その内訳は建物

16,027千円、構築物28千円、工具器具及び備品404

千円、土地54,188千円、投資不動産1,112千円であ

ります。 

   (グルーピングの方法) 

   販売部門別を基本に自社製品部門・自動車用部品部

門及び将来の使用が見込まれていない遊休資産とに

グルーピングいたしました。 

   (回収可能価額の算定方法等) 

   正味売却価額  

         不動産業者の購入希望価額 

          ― 
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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） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(株) 13,164,800         ―         ― 13,164,800
 
 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(株) 15,311 1,781           ― 17,092
 
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加  1,781株 

 
 

３ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 
定時株主総会 

普通株式 65,747 5.00 平成18年３月31日 平成18年６月30日

 

 (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

決議予定 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円） 

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 

平成19年６月28日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 65,738 5.00 平成19年３月31日 平成19年６月29日

 

 

 

(キャッシュ・フロー計算書関係) 

 
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) 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 1,548,289千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △1,500千円

現金及び現金同等物 1,546,789千円
 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 1,590,438千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △7,500千円

現金及び現金同等物 1,582,938千円
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(リース取引関係) 

 
前事業年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

所有権移転外ファイナンス・リース取引(借手側) 

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 

所有権移転外ファイナンス・リース取引(借手側) 

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 266,944 96,427 170,517

工具器具及び
備品 

184,053 104,126 79,926

合計 450,997 200,553 250,444

 
 

 
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 239,993 90,203 149,789

工具器具及び
備品 

224,983 144,880 80,102

合計 464,976 235,084 229,891

 
 

２ 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 64,799千円

１年超 189,130千円

合計 253,930千円
 

２ 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 46,067千円

１年超 183,629千円

合計 232,696千円
 

３ 当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利

息相当額 

(1) 支払リース料 63,803千円

(2) 減価償却費相当額 52,454千円

(3) 支払利息相当額 2,593千円
 

３ 当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利

息相当額 

(1) 支払リース料 74,516千円

(2) 減価償却費相当額 67,922千円

(3) 支払利息相当額 4,897千円
 

４ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

 (1) 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。 

 (2) 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。 

４ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

 (1) 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。 

 (2) 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。 

オペレーティング・リース取引 

   未経過リース料 

    １年内               7,138千円 

    １年超             8,043千円 

     合計             15,181千円 

オペレーティング・リース取引 

   未経過リース料 

    １年内               6,087千円 

    １年超             1,956千円 

     合計              8,043千円 
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(関連当事者との取引) 

前事業年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

１ 役員及び個人主要株主等 

 

関係内容 
属性 

会社等 
の名称 

住所 
資本金 
(千円) 

事業の内容
又は職業 

議決権等 
の所有 

(被所有)割合
(％) 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円)

主要株
主 ( 個
人 ) 及
びその
近親者
が議決
権の過
半数を
所有し
ている
会社等
( 当 該
会社等
の子会
社を含
む) 

(資)アイ・ 
テイ・シー 
(注)２(1) 

埼玉県 
熊谷市 

700 
損害保険 
代理業 

被所有 
6.65％ 

― 
営業取引
以外の取
引 

事務協力費
の受入 
損害保険料
の支払 

1,153 
 

927 

― 
 
― 

―

―

役員及
びその
近親者
が議決
権の過
半数を
所有し
ている
会社等
( 当 該
会社等
の子会
社を含
む) 

㈱藤田商店 
(注)２(2) 

埼玉県 
熊谷市 

10,000 
セメント生
コン非鉄金
属の販売等

被所有 
0.91％ 

兼任 １人 営業取引
作業屑の 
売却 

27,227 売掛金 3,541

(注)１ 上記の取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２ 取引条件ないし取引条件の決定方針等 

(1) (資)アイ・テイ・シー 

    岩崎元治氏が99.99％直接所有、その他近親者が0.01％直接所有しており、事務協力費は業務量に

応じており、また、損害保険料は各保険会社の定めた保険料によっております。 

      (2) ㈱藤田商店 

当社役員藤田恒好氏が57.5％直接所有、その他近親者が42.5％直接所有しており、販売価格は市場

の実勢価格で決定しております。 
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当事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

１ 役員及び個人主要株主等 

 

関係内容 
属性 

会社等 
の名称 

住所 
資本金 
(千円) 

事業の内容
又は職業 

議決権等 
の所有 

(被所有)割合
(％) 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円)

主要株
主 ( 個
人 ) 及
びその
近親者
が議決
権の過
半数を
所有し
ている
会社等
( 当 該
会社等
の子会
社を含
む) 

(資)アイ・ 
テイ・シー 
(注)２(1) 

埼玉県 
熊谷市 

700 
損害保険 
代理業 

被所有 
6.65％ 

― 
営業取引
以外の取
引 

事務協力費
の受入 
損害保険料
の支払 

1,272 
 

946 

― 
 
― 

―

―

役員及
びその
近親者
が議決
権の過
半数を
所有し
ている
会社等
( 当 該
会社等
の子会
社を含
む) 

㈱藤田商店 
(注)２(2) 

埼玉県 
熊谷市 

10,000 
セメント生
コン非鉄金
属の販売等

被所有 
0.91％ 

兼任 １人 営業取引
作業屑の 
売却 

34,655 売掛金 4,683

(注)１ 上記の取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２ 取引条件ないし取引条件の決定方針等 

(1) (資)アイ・テイ・シー 

    岩崎元治氏が99.99％直接所有、その他近親者が0.01％直接所有しており、事務協力費は業務量に

応じており、また、損害保険料は各保険会社の定めた保険料によっております。 

      (2) ㈱藤田商店 

当社役員藤田恒好氏が50％直接所有、その他近親者が50％直接所有しており、販売価格は市場の実

勢価格で決定しております。 
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(税効果会計関係) 

 

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 

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) 

 

繰延税金資産(流動) 

 賞与引当金 66,656千円

 その他 4,981 

繰延税金資産(流動)合計 

 

71,638 
 

繰延税金資産(固定)  

退職給付引当金 

減損損失 

52,550 

28,256 

その他 19,462 

繰延税金資産(固定)小計 100,269 

△39,907 評価性引当額 

繰延税金資産(固定)小計 60,361 

繰延税金負債(固定) △60,361 

繰延税金資産(固定)純額 

 

－ 
 

繰延税金負債(固定)  

214,943  その他有価証券評価差額金 

繰延税金資産(固定)相殺 △60,361 

繰延税金負債の純額 154,581 
  

 

繰延税金資産(流動) 

 賞与引当金 55,635千円

 その他 1,032 

繰延税金資産(流動)合計 

 

56,668 
 

繰延税金資産(固定)  

退職給付引当金 

減損損失 

46,531 

27,772 

その他 34,553 

繰延税金資産(固定)小計 108,857 

△73,525 評価性引当額 

繰延税金資産(固定)小計 35,331 

繰延税金負債(固定) △35,331 

繰延税金資産(固定)純額 

 

－ 
 

繰延税金負債(固定)  

153,962  その他有価証券評価差額金 

繰延税金資産(固定)相殺 △35,331 

繰延税金負債の純額 118,630 
  

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異

の原因となった主要な項目別の内訳 
 

 
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) 

 (％) (％) 

法定実効税率 40.0 40.0 

(調整)   

交際費損金不算入 0.7 1.2 

18.6 評価性引当額 

再評価された土地の減損に係る法人税等調整額 

△25.8 

△6.6 1.1 

その他 0.0 △0.5 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 8.3 60.4 

 

 

(持分法損益等) 

関連会社がないため該当事項はありません。 
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 (有価証券関係) 

前事業年度(平成18年３月31日) 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 

 種類 取得原価(千円) 
貸借対照表計上額 

(千円) 
差額(千円) 

 
(1)株式 
 
(2)その他 
 

224,699

30,265

748,219 
 

44,103 

523,520

13,838

貸借対照表計上額が 
 
取得原価を超えるもの 
 
 

小計 254,964 792,323 537,358

 
(1)株式 
 
(2)その他 
 

―

―

― 
 

― 

―

―
貸借対照表計上額が 
 
取得原価を超えないもの 

小計 ― ― ―

合計 254,964 792,323 537,358

 

２ 当事業年度中に売却したその他有価証券(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

 

売却額(千円) 売却益の合計(千円) 売却損の合計(千円) 

1,100 308 ───── 

 

３ 時価評価されてない有価証券の内容及び貸借対照表計上額(平成18年３月31日現在) 

 

 貸借対照表計上額(千円) 

(1) その他有価証券 

非上場株式 32,516 

(注)  減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％程度下落した場合には全て減損処理を

行い、30～50％未満下落した場合には、個別銘柄ごとに、株式の取得時点、期末日、期末日後における市

場価格の推移及び市場環境の動向、最高値・最安値と購入価格との乖離状況、発行会社の業況等を総合的

に勘案して回復可能性を検討することとしております。 
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当事業年度(平成19年３月31日) 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 

 種類 取得原価(千円) 
貸借対照表計上額 

(千円) 
差額(千円) 

 
(1)株式 
 
(2)その他 
 

232,958

30,558

605,149 
 

43,630 

372,190

13,071

貸借対照表計上額が 
 
取得原価を超えるもの 
 
 

小計 263,517 648,779 385,262

 
(1)株式 
 
(2)その他 
 

50,074

―

49,717 
 

― 

△356

―
貸借対照表計上額が 
 
取得原価を超えないもの 

小計 50,074 49,717 △356

合計 313,591 698,497 384,905

 

２ 当事業年度中に売却したその他有価証券(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 

売却額(千円) 売却益の合計(千円) 売却損の合計(千円) 

───── ───── ───── 

 

３ 時価評価されてない有価証券の内容及び貸借対照表計上額(平成19年３月31日現在) 

 

 貸借対照表計上額(千円) 

(1) その他有価証券 

非上場株式 32,516 

(注)  減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％程度下落した場合には全て減損処理を

行い、30～50％未満下落した場合には、個別銘柄ごとに、株式の取得時点、期末日、期末日後における市

場価格の推移及び市場環境の動向、最高値・最安値と購入価格との乖離状況、発行会社の業況等を総合的

に勘案して回復可能性を検討することとしております。 
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(デリバティブ取引関係) 

１ 取引の状況に関する事項 

 
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 取引の内容及び利用目的 

当社は、変動金利支払の長期借入金について、将来

の取引市場での金利上昇の影響を回避し金利を固定

化させるため、金利スワップ取引を利用しておりま

す。 

同左 

２ 取引に対する取組方針 

当社では、対象となる債務の残高の範囲内で金利ス

ワップ取引を利用することとしており、投機的取引

として設定しないことを方針としております。 

同左 

３ 取引に係るリスクの内容 

当社が利用している金利スワップ取引は、取引実行

に伴いその後の市場変動により利得の機会を失うこ

とを除きリスクを有しておりません。 

同左 

４ 取引に係るリスク管理体制 

デリバティブ取引の実行及び管理は、総務部で行わ

れており、新規取引がある場合には、取締役会の決

定によることとしております。 

 また、日々の実績状況管理については、それぞれ

の所管部の役員が把握の上、代表取締役および常勤

監査役に報告する旨と致します。 

同左 

 

２ 取引の時価等に関する事項 

前事業年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

(1) 金利関連 

ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引につき記載を省略しています。 

 

当事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

(1) 金利関連 

ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引につき記載を省略しています。 
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(退職給付関係) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

  前事業年度 

当社は、平成18年２月28日まで確定給付型の制度として退職一時金制度と適格退職年金制度を併

用しておりましたが、平成18年３月１日付にて確定給付年金制度より確定拠出年金制度へ移行しま

した。これに伴い従前の退職給付引当金は全額取崩しました。移行後の従業員退職給付制度の補完

として、新たに定年まで当社に継続勤務した従業員のみを対象とした退職手当金制度を新設しまし

た。 

 

当事業年度 

当社は、従業員に対し確定拠出企業型年金制度と、定年まで当社に継続勤務した従業員のみを対

象とした退職手当金制度を併用しております。 

 

２ 退職給付債務及びその内訳 

 

 
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) 

退職給付債務 

(1) 年金資産 

(2) 退職給付引当金 

(3) 未認識数理計算上の差異 
 

131,384千円

― 

131,376 

8 
 

114,197千円

― 

115,866 

△1,669 
 

 

３ 退職給付費用の内訳 

 

 
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) 

退職給付費用 

(1) 勤務費用 

(2) 利息費用 

(3) 期待運用収益 

(4) 数理計算上の差異の費用処理額 
 

56,620千円

44,603 

14,615 

10,485 

7,887 
 

8,696千円

6,389 

2,299 

― 

8 
 

 

   (注)前事業年度の内訳 

 変更前制度 
(自 平成17年４月１日 

至 平成18年２月28日)

変更後制度 
(自 平成18年３月１日 

至 平成18年３月31日)

退職給付費用 

(1) 勤務費用 

(2) 利息費用 

(3) 期待運用収益 

(4) 数理計算上の差異の費用処理額 

55,898千円

44,071 

14,424 

10,485 

7,887 
 

722千円

531 

190 

― 

― 
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４ 退職給付債務等の計算基礎 

 

 
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) 割引率 1.75％ 2.00％ 

(2) 期待運用収益率 ―％ ―％ 

(3) 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準 

(4) 数理計算上の差異の処理年数  翌事業年度一括  翌事業年度一括 

 

   (注)前事業年度の内訳 

 変更前制度 
(平成18年２月28日) 

変更後制度 
(平成18年３月31日) 

(1) 割引率 

(2) 期待運用収益率 

(3) 退職給付見込額の期間配分方法 

(4) 数理計算上の差異の処理年数 

1.75％ 

2.25％ 

期間定額基準 

10年 

1.75％ 

― 

期間定額基準 

翌事業年度一括 
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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 １株当たり純資産額 227円72銭 

 

１ １株当たり純資産額 221円18銭 

 

２ １株当たり当期純利益金額 23円46銭 

 

２ １株当たり当期純利益金額 5円44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。 

 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。 

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

項目 
前事業年度 

（平成18年３月31日） 

当事業年度 

（平成19年３月31日） 

貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) ― 2,908,062

普通株式に係る純資産額(千円) ― 2,908,062

差額の主な内訳(千円) 

新株予約権 ― ―

普通株式の発行済株式数(株) ― 13,164,800

普通株式の自己株式数(株) ― 17,092

１株当たり純資産額の算定に用いられた

普通株式の数(株) ― 13,147,708

 

２ １株当たり当期純利益金額 

 

項目 
前事業年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当期純利益(千円) 308,607 71,561

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(千円) 308,607 71,561

普通株式の期中平均株式数(株) 13,151,997 13,148,962

 

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

 


