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上 場 会 社 名 トーヨーコーケン株式会社        上 場 取 引 所 JASDAQ 

コ ー ド 番 号 6352                    ＵＲＬ http://www.toyokoken.co.jp
代  表  者 （役職名） 代表取締役社長  （氏名） 小 島 康 夫 
問合せ先責任者 （役職名） 取  締  役  （氏名） 岸 本 建 一    TEL (03) 5857－3162 

定時株主総会開催予定日  平成19年6月26日 

有価証券報告書提出予定日 平成19年6月26日    

 (百万円未満切捨て) 

１．平成19年3月期の業績（平成18年4月1日～平成19年3月31日） 
(1) 経営成績                                                                     (％表示は対前期増減率) 

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

19年３月期      3,082   (   6.8)      169  ( 234.5)      145 （ 404.3）      172 （ 613.5） 

18年３月期      2,884  （△17.9)         50   (△46.4)         28  （△52.0）         24  （△64.5） 

 

 
１株当たり 
当期純利益 

潜 在 株 式 調 整 後
１株当たり当期純利益

自 己 資 本 
当期純利益率 

総 資 産 
経常利益率 

売 上 高 
営業利益率 

 円  銭 円  銭      ％ ％ ％

19年３月期 20 73         ― 33.7 4.7 5.5 
18年３月期 2 90         ―   5.8 0.9 1.8 

（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 3,246 591 18.2 71 20 
18年３月期 3,024 432 14.3 51  98 

(参考) 自己資本  19年３月期  591百万円   18年３月期  432百万円 

 

(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 218 △16 △76 328 
18年３月期 53 △45 △86 203 

 
２．配当の状況 
 １株当たり配当金 

（基準日） 中間期末 期末 年間 

配当金総額
（年間） 

配当性向 純資産 
配当率 

          円  銭 円  銭 円  銭 百万円 ％ ％

18年３月期 0  00 0  00 0  00 － － － 
19年３月期 0  00 0  00 0  00 － － － 

20年３月期（予想） － － 0  00 － － － 

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

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 
当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭 

中間期 1,620  (6.4) 89  (7.6) 72  (1.5) 71 (△26.1) 8  64 
通 期 3,260  (5.8) 189 (12.1) 153  (5.1) 151 (△12.2) 18  20 
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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、19ページ「会計処理方法の変更」をご覧ください。 

 

 (2) 発行済株式数（普通株式） 

  ① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年３月期 8,353,645株  18年３月期  8,353,645株 

  ② 期末自己株式数           19年３月期   43,295株  18年３月期   37,692株 

  （注）１株当たりの当期純利益の算定の基礎となる株式数については、27ページ「１株当たり情報」をご覧く

ださい。 

 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

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

際の業績は、今後の様々な要因によって記載の予想数値と異なる可能性があります。なお、上記業績予想

に関する事項は、添付資料の3ページ「経営成績に関する分析」をご参照下さい。 
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１．経営成績 
(1) 経営成績に関する分析 

 当事業年度におけるわが国経済は、原油価格の高騰、米国景気の減速などの懸念材料を抱えていたものの、企

業の設備投資は引き続き増加基調を維持し、出遅れていた個人消費も雇用・所得環境の改善を受け持ち直しの兆

しがあり、景気は緩やかながら拡大基調で推移いたしました。 

当社を取り巻く事業環境としましては、建設関連では、景気回復に伴い民間工事に拡大傾向が見られますが、

公共工事は国・地方公共団体の厳しい財政状況を反映し、引き続き縮小傾向が続いております。また、物流関連

では、好調な企業収益と潤沢な手元資金を背景に幅広い業種で工場の新設や製造ラインの高度化投資が活発化し

ており、引き続き民間設備投資が好調に推移しております。 

このような情勢のもと、当社は、創立５０周年を迎える当事業年度より、前事業年度で終了した「経営再建３

カ年計画」に続く「新中期３カ年経営計画」をスタートさせ、全社を挙げて「競争力の強化」を目指し、中核事

業であるウインチとバランサの両部門に経営資源を集中し、積極的に顧客ニーズに応え、利益率重視の受注活動

を展開することにより売上高確保を図るとともに、それを支える効率的な生産・開発体制を構築し収益の極大化

を図ることを第一義として取り組んでまいりました。 

また、創立50周年を記念して、ウインチとバランサの製品において従来機種より高性能、高機能である新製品

「スーパーベビーホイスト」と「ウルトラバラマン」の開発を進めてまいりましたが、昨年 9 月に市場投入する

ことができました。 

具体的な活動としては、営業部門では、営業所の体制見直し（人員配置・新人の採用等）を行い営業力の強化

を図るとともに、代理店・販売店との情報交換・連携を密にして受注獲得の推進を図りました。また、直販の強

化を狙いに、ウインチ事業においては主に広域レンタル業界向けに対し、バランサ事業においては設備投資が旺

盛な業界（自動車、デジタル家電等）に対し積極的な受注活動を図りました。特に、バランサ事業においては、

当社バランサ製品（商標バラマン）の市場認知度向上のため引き続き各種展示会へ積極的に出展し、新規顧客へ

のＰＲ活動と新規開拓活動を推進いたしました。 

また、生産部門においては、原価管理の徹底、不具合作業の撲滅等利益率向上への継続的な取り組みと営業支

援体制の構築の一環として、引き合い物件への迅速な対応（積算・図面・技術支援による提案型営業等）を図り、

製販一体となった問題解決型の物づくりと製品開発に取り組みました。                           

以上の結果、当事業年度の売上高は3,082,072千円（前年同期比6.8％増）となりました。中核事業であるウイ

ンチおよびバランサの売上高は、それぞれ前年同期比17.2％増、7.9％増となり順調に推移し、その他の部門であ

るコンベヤ、ロボットの売上高減少分を補い増収を達成することができました。 

一方、損益面につきましては、ウインチ、バランサなど主力製品の売上高が伸長したことに加え製造経費の節

減を図り生産効率化に努めた結果、売上高総利益率が前年同期比1.8％改善したこと、販売管理費についても圧縮

に努めたことより、営業利益 169,395 千円（前年同期比 234.5%増）、経常利益 145,818 千円（前年同期比 404.3%

増）を確保することができました。 

   また、特別利益として受取保険金 48,006 千円など 53,866 千円、特別損失として役員弔慰金 10,000 千円など

25,469 千円をそれぞれ計上したことにより、当期純利益は172,364 千円（前年同期比613.5%増）となりました。 

   翌事業年度におけるわが国経済の見通しとしましては、米国景気の先行き不透明感や円高懸念材料が残るもの

の、内需が下支えの役割を果たし景気の回復局面は続くものと予想されます。 

   引き続き設備投資が旺盛な業界に対し積極的な新規開拓活動を推進し売上高確保を図るとともに、生産効率化

や販売管理費の圧縮に努め利益率の改善を図ってまいります。 

   次期の業績予想につきましては、売上高3,260百万円（前年同期比5.8%贈）、営業利益189百万円（前年同期比

12.1%贈）、経常利益 153 百万円（前年同期比 5.1%贈）を見込み、当期純利益につきましては前事業年度に計上さ

れた特別利益の受取保険金 48 百万円の影響がなくなることより 151 百万円（前年同期比 12.2%減）を見込んでお

ります。 

  - 3 -



トーヨーコーケン㈱ (6352) 平成 19 年３月期決算短信（非連結） 

  (2) 財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

（流動資産） 

 当事業年度末における流動資産の残高は2,150,894千円となり、前事業年度末比272,005千円増加いたしまし

た。増加した主な要因としましては、期末に売上高が集中したことに伴い売掛金が前期比162,068千円増加した

こと、また現金及び預金が期末日銀行休業日の要因により125,813千円増加したことによるものであります。 

（固定資産） 

 当事業年度末における固定資産の残高は 1,095,569 千円となり、前事業年度末比 50,306 千円減少いたしまし

た。減少した主な要因としましては、建物、機械装置などの有形固定資産が減価償却により前期比 22,558 千円

減少したこと、投資有価証券の時価値下がりにより前期比 19,124 千円減少したこと、及び出資金の評価損計上

により前期比7,967千円減少したことによるものであります。 

（流動負債） 

 当事業年度末における流動負債の残高は1,786,760千円となり、前事業年度末比435,948千円減少いたしまし

た。減少した主な要因としましては、短期株主借入金の一部613,500千円を長期株主借入金に借り換えたことに

伴い前期比675,564千円減少したことによるものであります。また、支払手形については、期末日銀行休業日の

要因により前期比91,936千円増加いたしました。 

（固定負債） 

 当事業年度末における固定負債の残高は868,041千円となり、前事業年度末比498,238千円増加いたしました。

増加した主な要因としましては、短期株主借入金の一部613,500千円を長期株主借入金に借り換えたことにより

長期株主借入金が前期比500,700千円増加したことによるものであります。 

（純資産） 

 当事業年度末における純資産の残高は 591,662 千円となり、前事業年度末比 159,407 千円増加いたしました。

増加した主な要因としましては、当期純利益計上により利益剰余金が前期比172,364千円増加したことによるも

のであります。 
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② キャッシュ・フローの状況 

 当事業年度における現金及び現金同等物は、前期比125,813千円増加し328,878千円となりました。 

 当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は、以下のとおりであります。 

  (営業活動によるキャッシュ・フロー) 

 当事業年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、218,913 千円のプラスとなりました。これは、税引前当

期純利益を174,216千円計上できたこと、及び割引手形の増加83,848千円によるものであります。 

  (投資活動によるキャッシュ・フロー) 

 当事業年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、16,942千円のマイナスとなりました。これは、主に山梨

事業所の建物補修及び販売促進活動のためのデモ用機械などの有形固定資産の取得 28,689 千円によるものであ

ります。 

  (財務活動によるキャッシュ・フロー) 

 当事業年度の財務活動によるキャッシュ・フローは、76,157千円のマイナスとなりました。これは、短期借入

金が 100,000 千円、長期株主借入金が 500,700 千円、それぞれ増加しましたが、短期株主借入金の一部 613,500

千円につき長期株主借入金に借り換えたことにより短期株主借入金が675,564千円減少したことによるものであ

ります。 

 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
平成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（％） 11.9 14.3 18.2 

時価ベースの自己資本比率（％） 30.3 55.5 51.5 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） 659.9 3,237.1 753.6 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 5.8 1.4 6.2 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

（注１）株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

（注２）有利子負債は、貸借対照表に計上されている借入金を対象としております。また、営業キャッシュ・

フロー及び利払いは、キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動によるキャッシュ・フ

ロー」及び「利息の支払額」を使用しております。 
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(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しております。利益配分につきましては、

業績に応じた利益配分を基本方針とし、安定的な経営基盤を確保するための内部留保金を総合的に勘案して方針

の決定を行っております。 

 当期・次期剰余金の配当につきましては、期間損益は黒字化しているものの、過去数期間にわたり計上した多

額の赤字に伴い繰越利益剰余金のマイナス額が大きく、依然解消するには至らないことより、誠に遺憾ながら無

配とさせていただきます。 

 今後につきましては、安定した受注売上を確保し、恒常的に黒字が計上できる強固な企業体質の確立に努め、

早期復配に向けて努力する所存であります。  

 

 

(4) 事業等のリスク 

(特定の取引先への依存について) 

 当社は、主要株主であるトーヨーカネツ株式会社より資金面等の支援を受けております。当事業年度末におけ

る同社からの借入金は1,199,760千円となっており、当事業年度末の借入金全体の72.7%と高い比率を占めており

ます。同社の当社に対する取引方針が変化した場合、当社の業績に影響を与える可能性があります。 
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２．企業集団の状況 
 

 当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（トーヨーコーケン株式会社）、及びその他の関係会社１社に

より構成されており、ウインチ、荷揚機、コンベヤ、建設用機械、バランサ、ロボットの製造販売、レンタルを主

な事業内容としている他に、貯蔵タンクの製造販売、住宅建築請負等の事業活動を展開しております。 

当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。 

 

 

      ウインチ、荷揚機、コンベヤ・・・・・・ 当社が製造販売しております。 

      建設用機械、バランサ、ロボット 

       

      貯蔵タンク、住宅建築請負・・・・・・ その他の関係会社のトーヨーカネツ㈱が製造販売、 

                         住宅建築請負をしております。 

   

  

（事業系統図） 

 

得  意  先 

 

 

           製                              製 

 

           品                              品 

 

当社 

（財務諸表提出会社） 
 

トーヨーカネツ㈱ 

（その他の関係会社） 

ウインチ、荷揚機、コンベヤ 

建設用機械、バランサ、 

ロボットの製造販売 

 
貯蔵タンクの製造販売 

住宅建築請負 
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３．経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

 当社は、顧客、株主・投資家、従業員などの関係者が相互に満足を得る「最良の会社」となることを企業理念

としています。経営環境のドラスティックな変化や急速な技術の発展にも耐えうる開発スピードおよびコスト対

応力の強化を図り、開発指向メーカーとして、幅広い顧客のニーズに応えるべく高品質かつ高付加価値な製品を

供給してまいります。”人にやさしく、より生産性の高い、ユニークな製品作り”を実現し、企業の発展と社会

的責任を果たすことを目指しております。 

 

(2) 目標とする経営指標 

 当社は、恒常的な黒字確保を最大の経営課題として捉え、利益率重視の事業展開を図っております。この経営

方針の進捗状況をモニタリングする経営指標といたしまして、当社では限界利益率(売上高より材料費・外注費を

控除したものの売上高に対する比率)、売上総利益率、売上高営業利益率及び売上高経常利益率を重視しておりま

す。 

 

(3) 中長期的な会社の経営戦略 

 当社は、平成 15 年 4 月から平成 18 年 3 月までの 3 年間を経営再建期間として位置づけ、慢性的な赤字体質か

ら脱却し安定的な収益を確保できうる企業体質に転換することを最重要課題として取り組んでまいりました。事

業の選択と集中の考えのもと、持てる経営資源を得意分野、成長分野に集約し、営業体制の再構築、利益追求型

の体制・組織への移行、技術力を生かした新製品開発、用途開発の積極的な推進、コストダウンの実現等の諸施

策を実行した結果、平成 17 年 3 月期には 7 期ぶりに黒字転換を達成し、平成 18 年 3 月期も低水準ではあります

が黒字を確保するなど、所期の目標はほぼ達成できたものと考えております。 

 経営再建期間に続く向う３年間（平成 18 年 4 月から平成 21 年 3 月まで）は、将来の社業発展の礎を築く期間

として位置づけ、再建期間中に培った力を結集し「競争力の強化」に全社を挙げて取り組み、守りから攻めの経

営へ転換してまいります。 

 特に、当社の主力製品であるウインチ及びバランサの両部門について、今後さらに経営資源を集中し、特化す

ることにより営業力並びに効率的な生産・技術開発力を強化し、競合他社との差別化を図ってまいります。業界

をリードする企業として新製品開発・用途開発を通じさまざまなお客様のニーズに応えうる体制を整え、より一

層存在価値が認められる企業を目指してまいります。 

 

(4) 会社の対処すべき課題 

 当社といたしましては、経営再建計画に従い達成した黒字体質を今後も持続させるために、新中期経営計画の

メインテーマである「競争力の強化」すなわち「利益が生み出せる売上水準確保のための営業力強化」とそれを

支える「効率的な生産・開発体制の構築」に向けて全社を挙げて引き続き取り組んでまいります。当面の課題と

して、営業面では、昨年９月に市場投入した新製品の「スーパーベビーホイスト」と「ウルトラバラマン」につ

いて、将来の主力標準機種として育成するべく製販一体となって販売促進活動・製品のシリーズ化などに取り組

んでまいります。また、特にバランサ事業において、競合他社との差別化を図り市場シェアを高めるべく新製品

開発、既存機種の機能改善を推進し、営業力の強化を図ってまいります。また、生産面では、ISOマネジメントシ

ステムの運用強化により業務プロセスの検証と改善を推進し、在庫管理の徹底による棚卸資産の圧縮等の生産効

率化に取り組んでまいります。 

 

(5) 内部管理体制の整備・運用状況 

 別途開示しております「コーポレート・ガバナンス報告書」に記載のとおりであります。 

  - 8 -
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４．財務諸表 

(1) 貸借対照表 
  前事業年度 

（平成18年３月31日） 
当事業年度 

（平成19年３月31日） 
対前年比

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

増減 

（千円）

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

1．現金及び預金  203,065 328,878 

2．受取手形 ※6,9 437,607 416,886 

3．売掛金  513,793 675,862 

4．製品  153,312 158,419 

5．原材料  530,509 494,094 

6．仕掛品  34,924 67,193 

7. 前渡金  － 1,848 

8．前払費用  5,640 7,436 

9. 未収金  1,148 － 

10．その他  3,114 1,616 

貸倒引当金  △4,228 △1,342 

   流動資産合計  1,878,888 62.1 2,150,894 66.3  272,005

Ⅱ 固定資産   

1.有形固定資産 ※2  

(1)建物 ※1 181,273 176,328 

(2)構築物 ※1 5,837 5,538 

(3)機械及び装置  38,964 29,614 

(4)車両運搬具  166 345 

(5)工具器具及び備品  30,759 29,144 

(6)土地 ※1 723,755 723,755 

(7)リース資産  14,325 7,797 

   有形固定資産合計  995,082 32.9 972,524 30.0   △22,558

2.無形固定資産   

(1)借地権  15,652 15,652 

(2)ソフトウエア  8,541 5,601 

(3)電話加入権  3,112 3,112 

   無形固定資産合計  27,306 0.9 24,366 0.7    △2,939

3.投資その他の資産   

(1)投資有価証券 ※1 69,284 50,159 

(2)出資金  33,789 25,822 

(3)従業員に対する 

長期貸付金 
 3,510 3,593 

(4)破産更生債権  29,326 22,300 

(5)その他  17,818 19,108 

貸倒引当金  △30,240 △22,304 

   投資その他の資産合計  123,487 4.1 98,679 3.0 △24,808

   固定資産合計  1,145,876 37.9 1,095,569 33.7 △50,306

   資産合計   3,024,765 100.0  3,246,463 100.0 221,698
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前事業年度 

（平成18年３月31日） 
当事業年度     

（平成19年３月31日） 
対前年比

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

増減 

（千円）

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

1．支払手形 ※9 452,191 544,128 

2．買掛金  108,775 126,147 

3．短期借入金 ※1,5 350,000 450,000 

4．株主借入金 ※1,5 1,115,625 440,060 

5．1年以内に返済予定 

  の長期株主借入金 
※1,5 112,800 112,800 

6．未払金  4,001 631 

7．未払法人税等  1,149 6,472 

 8. 未払消費税等  － 16,699 

9．未払費用  44,237 55,340 

10．賞与引当金  15,000 21,500 

11．前受金  1,854 1,592 

12．預り金  10,233 11,388 

13．その他  6,839 － 

   流動負債合計  2,222,708 73.5 1,786,760 55.0 △435,948

Ⅱ 固定負債   

1．長期株主借入金 ※1,5 146,200 646,900 

2．退職給付引当金  211,827 217,305 

3．役員退職慰労引当金  320 320 

4．繰延税金負債  10,855 2,916 

5．その他  600 600 

   固定負債合計  369,802 12.2 868,041 26.8 498,238

   負債合計  2,592,511 85.7 2,654,801 81.8 62,290
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前事業年度 

（平成18年３月31日） 
当事業年度     

（平成19年３月31日） 
対前年比 

区分 
注記
番号

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％） 

増減 

（千円） 

（資本の部）     

Ⅰ 資本金 ※3  897,498 29.7 － － －

Ⅱ 利益剰余金     

当期未処理損失  476,130 －   

利益剰余金合計   △476,130 △15.7 － － －

Ⅲ その他有価証券評価差

額金  
 15,948 0.5 － － 

－

Ⅳ 自己株式 ※4  △5,062 △0.2 － － －

資本合計   432,254 14.3 － － －

負債資本合計   3,024,765 100.0 － － －

    

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

 １  資本金  － － 897,498 27.6 －

 ２  利益剰余金    

    その他利益剰余金    

     繰越利益剰余金 － △303,765   

    利益剰余金合計  － － △303,765 △9.3 －

 ３  自己株式   － － △6,354 △0.2 －

   株主資本合計  － － 587,377 18.1 －

Ⅱ 評価・換算差額等    

   その他有価証券評価 

   差額金 
 － － 4,284 0.1 

－

  評価・換算差額等合計  － － 4,284 0.1 －

  純資産合計  － － 591,662 18.2 －

  負債純資産合計  － － 3,246,463 100.0 －
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(2) 損益計算書 

 

 
前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日） 
対前年比

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比

（％）

増減 

（千円）

Ⅰ 売上高  2,884,883 100.0 3,082,072   100.0 197,189

Ⅱ 売上原価      

1．期首製品たな卸高   103,323  153,312  

2．当期製品製造原価 ※2 2,271,214 2,318,396  

合計  2,374,538 2,471,709  

3．他勘定振替高 ※1   2,811   0  

4．期末製品たな卸高   153,312 2,218,414 76.9  158,419 2,313,290    75.1 94,875

売上総利益  666,469 23.1 768,782 24.9 102,313

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※2  

1．荷造運搬費  8,770 8,874  

2．広告宣伝費  23,866 27,856  

3．役員報酬  54,150 49,220  

4．給料手当  202,568 195,000  

5．賞与引当金繰入  34,986 31,213  

6．法定福利費  35,982 35,266  

7．退職給付費用  21,436 18,341  

8．旅費交通費  75,442 81,150  

9．委託事務費  6,000 6,000  

10．減価償却費  6,788 7,432  

11．その他の経費  145,843 615,835 21.3 139,030 599,386 19.4 △16,448

   営業利益  50,633 1.8 169,395 5.5 118,761
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前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日） 
対前年比

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比

（％）
増減 

（千円）

Ⅳ 営業外収益   

1．受取利息  110 90  

2．受取配当金  606 761  

3．賃貸料収入  44,789 45,119  

4．団体保険配当金  2,513 3,637  

5．その他  12,922 60,942 2.1 8,796 58,405 1.9 △2,536

Ⅴ 営業外費用   

1．支払利息 ※6 35,979 34,699  

2．賃借料  36,564 36,564  

3．その他  10,115 82,658 2.9 10,719 81,982 2.7 △676

経常利益  28,917 1.0 145,818 4.7  116,901

Ⅵ 特別利益   

1．固定資産売却益 ※3 － 1,400  

2．出資金売却益  － 83  

3. 受取保険金  － 48,006  

4．償却債権取立益  10,458 －  

5．貸倒引当金戻入益  4,371 14,830 0.5 4,377 53,866 1.7 39,036

Ⅶ 特別損失   

1．固定資産売却損 ※4 168 －  

2．固定資産除却損 ※5 － 4,550  

3．棚卸資産評価損  － 861  

4．役員弔慰金  － 10,000  

5．社葬費用  － 2,717  

6．ゴルフ会員権評価損  － 7,000  

7．出資金売却損  － 340  

 8．減損損失 ※7 17,585 17,754 0.6 － 25,469 0.8 7,714

税引前当期純利益 
 

25,992 0.9 174,216 5.6 148,223

法人税、住民税及び事
業税 

 
1,836 0.1 1,852 0.1

当期純利益 
 

24,156 0.8 172,364 5.5 148,207

前期繰越損失 
 

500,287 － 

当期未処理損失 
 

476,130 － 
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(3) 株主資本等変動計算書 

当事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

株主資本 評価・換算差額等 

利益剰余金 

その他利益剰余金

 

資本金 

繰越利益剰余金 

自己株式 株主資本合計

その他 

有価証券 

評価差額金 

純資産合計

平成18年３月31日 残高 

         （千円） 
897,498 △476,130 △5,062 416,305 15,948 432,254

事業年度中の変動額  

 当期純利益  172,364 172,364 172,364

 自己株式の取得  △1,292 △1,292 △1,292

 株主資本以外の項目の事業 

 年度中の変動額（純額） 
 △11,664 △11,664

事業年度中の変動額合計 

         （千円） 
－ 172,364 △1,292 171,072 △11,664 159,407

平成19年３月31日 残高 

         （千円） 
897,498 △303,765 △6,354 587,377 4,284 591,662
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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） 

対前年比 

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 増減（千円）

 Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 25,992 174,216 

減価償却費 50,100 38,808 

減損損失 17,585 － 

退職給付引当金の増減額 12,158 5,478 

賞与引当金の増減額 － 6,500 

貸倒引当金の増減額 △4,371 △10,822 

受取利息及び受取配当金 △716 △852 

支払利息 35,979 34,699 

有形固定資産除却損 － 4,550 

有形固定資産売却損益 168 △1,400 

出資金売却損益 － 257 

売上債権の増減額 302,539 △225,196 

たな卸資産の増減額 △11,395 △330 

仕入債務の増減額 △287,375 109,309 

未払消費税等の増減額 △10,462 9,859 

割引手形の増減額 △39,563 83,848 

受取保険金 － △48,006 

ゴルフ会員権評価損 － 7,000 

その他 3,318 19,095 

小計 93,960 207,015 113,055

利息及び配当金の受取額 716 852 

利息の支払額 △37,617 △35,124 

受取保険金 － 48,006 

法人税等の支払額 △3,781 △1,836 

営業活動によるキャッシュ・フロー 53,277 218,913 165,635

 Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △45,805 △28,689 

有形固定資産の売却による収入 950 12,000 

無形固定資産の取得による支出 △500 △400 

投資有価証券の取得による支出 △279 △479 

出資金の売却による収入 － 709 

貸付による支出 － △500 

貸付金の回収による収入 615 417 

投資活動によるキャッシュ・フロー △45,019 △16,942 28,077

 Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  
短期借入金の純増加額 
(△は純減少額) 

326,000 100,000 

短期株主借入金の純増加額 
（△は純減少額） 

△258,508 △675,564 

長期株主借入金による収入 － 613,500 

長期借入金の返済による支出 △40,000 － 

長期株主借入金の返済による支出 △112,800 △112,800 

自己株式の取得による支出 △1,573 △1,292 

財務活動によるキャッシュ・フロー △86,882 △76,157 10,724

 Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 △78,624 125,813 204,438

 Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 281,689 203,065 △78,624

 Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※                 203,065 328,878 125,813
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(5) 損失処理計算書 

  
前事業年度 

株主総会承認日 
 (平成18年６月27日) 

区分 
注記 
番号 

 金額 (千円） 

Ⅰ 当期未処理損失  476,130 

Ⅱ 次期繰越損失  476,130 
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重要な会計方針 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 １．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） 

 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 時価のないもの 

移動平均法による原価法 同左 

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法 ２．たな卸資産の評価基準及び評価方法 

①製品 ①製品 

先入先出法による原価法。ただしロボット、バラン

サについては個別法による原価法 

同左 

②原材料・仕掛品 ②原材料・仕掛品 

移動平均法による原価法 同左 

３．固定資産の減価償却の方法 ３．固定資産の減価償却の方法 

①有形固定資産 ①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（建物附属設備を除く）、リース資産について

は定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建物及び構築物      ７～41年 

機械装置及び運搬具    ２～13年 

定率法。ただし、平成10年４月１日以降に取得した

建物（建物附属設備を除く）、リース資産について

は定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建物及び構築物      ８～38年 

機械装置及び運搬具    ３～17年 

②無形固定資産 ②無形固定資産 

自社利用のソフトウエア 自社利用のソフトウエア 

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。 

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） 

４．引当金の計上基準 ４．引当金の計上基準 

①貸倒引当金 ①貸倒引当金 

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般

債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上しております。 

同左 

②賞与引当金 ②賞与引当金 

従業員の賞与支給に備えるため、翌事業年度の支給

見込額のうち、当事業年度に帰属する部分の金額を

計上しております。 

同左 

③役員退職慰労引当金 ③役員退職慰労引当金 

役員の退職金支給に備えるため内規に基づく期末要

支給額を計上しております。 

同左 

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、当事業年度末にお

ける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計

上しております。 

会計基準変更時差異（203,313千円）については、

15年による按分額を費用処理しております。 

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における

従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５

年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生

の翌事業年度から費用処理することとしておりま

す。 

過去勤務債務は、その発生時における従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数（５年）による定額

法により按分した額を償却することとしておりま

す。 

同左 

５．リース取引の処理方法 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。 

同左 

６．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 ６．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に

満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能で

あり、かつ､価値の変動に関して僅少なリスクしか

負わない短期的な投資からなっております。 

同左 

７．その他財務諸表作成のための重要な事項 ７．その他財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は税抜方式によっておりま

す。 

同左 
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 会計処理方法の変更 
前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準）  

 当事業年度より、「固定資産の減損に係る会計基

準」(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」(企業会計審議会 平成 14 年８月９日))及び

「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会

計基準適用指針第６号 平成 15 年 10 月 31 日)を適用

しております。これにより税引前当期純利益が 17,585

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、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年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

591,662千円であります。 

 財務諸表等規則の改正により、当事業年度における

財務諸表は、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） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

────── （貸借対照表） 

１．前事業年度までは独立科目で掲記していた未収金 

 （当期末残高543千円）は、金額が僅少になったた 

 め、流動資産の「その他」に含めて表示することに 

 変更しました。 

２．未払消費税等は、金額的重要性が増したため区分 

 掲記することとしました。なお、前期は流動負債の 

 「その他」に6,839千円含まれております。 
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成18年３月31日） 

当事業年度 
（平成19年３月31日） 

※１ 担保に供している資産等は、次の通りでありま

す。 

※１  担保に供している資産等は、次の通りでありま

す。 

(1）担保提供資産簿価 (1）担保提供資産簿価 
  

建物 147,704千円

構築物 5,796 

土地 558,659 

投資有価証券 17,816 

計 729,977 
  

  
建物 144,957千円

構築物 5,498 

土地 558,659 

投資有価証券 11,372 

計 720,488 
  

(2）担保付債務 (2）担保付債務 
  

短期借入金 50,000千円

短期株主借入金 1,115,625 

1年以内に返済予定の長期

株主借入金 
112,800 

長期株主借入金 146,200 

計 1,424,625 
  

  
短期借入金 50,000千円

短期株主借入金 440,060 

1年以内に返済予定の長期
株主借入金 

112,800 

長期株主借入金 646,900 

計 1,249,760 
 

※２ 有形固定資産の減価償却累計額は1,181,011千円

であります。 

※２ 有形固定資産の減価償却累計額は1,113,351千円

であります。 
  
※３ 授権株式数     普通株式 15,000,000株

発行済株式数     普通株式  8,353,645株
  

  
※３ ────── 

 
  

※４ 自己株式の数     普通株式     37,692株

 

※４ ────── 

 ※５ 関係会社に係る注記 ※５ 関係会社に係る注記 

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

関係会社に対するものは、次のとおりでありま

す。 

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

関係会社に対するものは、次のとおりでありま

す。 
  

短期借入金 1,115,625千円

1年以内に返済予定の長

期株主借入金 
112,800千円

長期株主借入金 146,200千円
  

  
短期借入金 440,060千円

1年以内に返済予定の長

期株主借入金 
112,800千円

長期株主借入金 646,900千円
  

※６ 受取手形割引高           120,643千円 ※６ 受取手形割引高            204,492千円

 ７ 配当制限  ７        ────── 

商法施行規則124条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15,948千円で

あります。 

 

 ８ 資本の欠損の額は481,192千円であります。  ８        ────── 

※９        ────── ※９ 期末日満期手形 

   期末日満期手形の会計処理については、手形交換

  日をもって決済処理をしております。なお､当期末 

  日が金融機関の休日であったため、次の期末日満 

  期手形が期末残高に含まれております。 

   受取手形    15,495千円 

   支払手形   124,048千円 
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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 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 ※１ ────── 

 
  
固定資産への振替高 2,811千円

  
 

 
※２ 

 

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開

発費は7,620千円であります。 

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開

発費は11,587千円であります。 

固定資産売却益のうち主なもの ※３ ────── ※３

機械装置 1,400千円
 

※４ 固定資産売却損のうち主なもの ※４ ────── 

 機械装置 168千円
 

  
  
固定資産除却損のうち主なもの ※５ ────── ※５

器具備品 

機械装置 

車両運搬具 

3,085千円

1,435千円

29千円
 

※６ 関係会社との取引 ※６ 関係会社との取引 

 
  

支払利息 31,045千円
 

  
支払利息 25,814千円

 

※７ 減損損失 

(1)減損損失を計上した資産グループの概要 

当社は、原則として事業区分別に資産のグルー 

ピングを行っており、当事業年度において以下 

の資産について減損損失を計上しております。 

用途 種類 場所 
減損損失

(千円) 

射出成形

機及び付

属品 2式 

機械及び

装置 

山梨事

業所 

17,585 

(2)減損損失を認識するに至った経緯 

当該減損損失の対象となった機械及び装置は、 

平成17年９月に操業を停止し、その後の操業開 

始に努力を続けておりました。しかしながら、 

当初想定した安定的な操業水準を確保する具体 

的な使用見込みがないとの判断に至り、当事業 

年度末において減損損失を認識したものであり 

ます。 

(3)回収可能価額の算定方法 

当該設備の回収可能価額は取引事例価格に基づ 

く正味売却価額により算定しております。 

 

────── 
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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） 

発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前事業年度末株式数

(株) 

当事業年度増加株式

数(株) 

当事業年度減少株式

数(株) 

当事業年度期末株式

数(株) 

 発行済株式     

  普通株式 8,353,645 － － 8,353,645

    合計 8,353,645 － － 8,353,645

 自己株式     

  普通株式（注） 37,692 5,603 － 43,295

    合計 37,692 5,603 － 43,295

 （注）自己株式の増加5,603株は、単元未満株式の買取によるものであります。 

 

 

（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載

されている科目の金額との関係 

同左 

現金及び現金同等物の期末残高は、貸借対照表に掲

記されている現金及び預金勘定であります。 

 

 

 

（リース取引関係） 

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 
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（有価証券関係） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

前事業年度(平成18年３月31日) 当事業年度(平成19年３月31日)  

種   類 
取得原価
（千円）

貸借対照表計
上額(千円)

差 額 
(千円)

取得原価
（千円）

貸借対照表計
上額(千円) 

差 額 
(千円) 

(1）株式 28,639 55,660 27,020 30,558 37,759 7,200

(2）債券  

 ① 国債・地方債等 － － － － － －

 ② 社債 － － － － － －

 ③ その他 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

 
貸借対照表
計上額が取
得原価を超
えるもの 

小 計 28,639 55,660 27,020 30,558 37,759 7,200

(1）株式 1,440 1,224 △216 － － －

(2）債券  

 ① 国債・地方債等 － － － － － －

 ② 社債 － － － － － －

 ③ その他 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

 
貸借対照表
計上額が取
得原価を超
えないもの 

小 計 1,440 1,224 △216 30,558 37,759 7,200

合  計 30,079 56,884 26,804 30,558 37,759 7,200

 

 

２．当事業年度に売却したその他有価証券 

 

該当事項はありません。 

 

 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

前事業年度             
(平成18年３月31日) 

当事業年度            
(平成19年３月31日) 

 

貸借対照表計上額(千円) 貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券 
非上場株式 

12,400 12,400 

 

 

（デリバティブ取引関係） 

前事業年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 

当事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 該当事項はありません。 
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（退職給付関係） 

１．採用している退職給付制度の概要 

 当社は、確定給付型の制度として、総合型の厚生年金基金制度及び適格退職年金制度を設けております。 

 

２．退職給付債務に関する事項 

  
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) 退職給付債務（千円） △341,859 △366,685 

(2) 年金資産（千円） 60,840 90,294 

(3) 未積立退職給付債務 (1)＋(2)（千円） △281,018 △276,390 

(4) 会計基準変更時差異の未処理額（千円） 57,749 51,332 

(5) 未認識数理計算上の差異（千円） △5,335 △3,432 

(6) 過去勤務債務の未処理額（千円） 16,777 11,185 

(7) 
貸借対照表計上額純額 (3)＋(4)＋(5)＋(6) 
（千円） 

△211,827 △217,305 

(8) 前払年金費用（千円） － － 

(9) 退職給付引当金 (7)－(8)（千円） △211,827 △217,305 

 （注）上記年金資産以外に、総合型の厚生年金基金制度における年金資産（給与割合にて算定）があります。当 

該年金資産の額は、当事業年度末において527,618千円であります。 

 

 

３．退職給付費用に関する事項 

 
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） 

退職給付費用（千円） 51,791 44,324 

(1）勤務費用（千円） 21,400 20,829 

(2）利息費用（千円） 5,250 5,127 

(3）期待運用収益（減算）（千円） 287 304 

(4）会計基準変更時差異の費用処理額（千円） 6,416 6,416 

(5）数理計算上の差異の費用処理額（千円） 13,417 6,661 

(6) 過去勤務差異の費用処理額(千円) 5,592 5,592 

 （注）厚生年金基金掛金拠出額を一般管理費及び当期製造費用に計上しております。厚生年金基金掛金拠出額は当 

事業年度において28,174千円であります。 

 

 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 
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（％） 1.5 1.5 

(2）期待運用収益率（％） 0.5 0.5 

(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）会計基準変更時差異の処理年数（年） 15 15 

(5）過去勤務債務の額の処理年数（年） ５ ５ 

(6）数理計算上の差異の処理年数（年） ５ ５ 
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（税効果会計関係） 

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．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 
  

 繰延税金資産 

繰越欠損金 688,058千円

貸倒引当金損金算入限度超過額 13,959千円

退職給付引当金 85,789千円

役員退職慰労引当金 129千円

賞与引当金 6,075千円

出資金 1,701千円

減損損失 7,122千円

 

繰延税金資産小計 802,836千円

評価性引当額 △802,836千円

繰延税金資産合計 －千円

 繰延税金負債 

その他有価証券評価差額金 △10,855千円

繰延税金負債合計 △10,855千円

繰延税金資産(又は負債)の純
額 

△10,855千円

  

  
 繰延税金資産 

繰越欠損金 602,138千円

貸倒引当金損金算入限度超過額 9,576千円

退職給付引当金 88,008千円

役員退職慰労引当金 129千円

賞与引当金 8,707千円

出資金 2,835千円

未払費用 4,050千円

原材料 12,396千円

繰延税金資産小計 727,843千円

評価性引当額 △727,843千円

繰延税金資産合計 －千円

 繰延税金負債 

その他有価証券評価差額金 △2,916千円

繰延税金負債合計 △2,916千円

繰延税金資産(又は負債)の純
額 

△2,916千円

  
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の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内訳 

法定実効税率             40.5% 

(調整) 

交際費等永久に損金に算入されない項目 15.8% 

住民税均等割              7.0% 

評価性引当額             △56.3% 

税務上の繰越欠損金の利用           － 

その他                   － 

税効果会計適用後の法人税等の負担率   7.0%  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の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内訳 

法定実効税率             40.5% 

(調整) 

交際費等永久に損金に算入されない項目  3.2% 

住民税均等割              1.0% 

評価性引当額             △43.7% 

税務上の繰越欠損金の利用          － 

その他                  － 

税効果会計適用後の法人税等の負担率   1.0%  

 

（ストック・オプション等関係） 

前事業年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 

当事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 

（持分法損益等） 

前事業年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 

当事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 該当事項はありません。 
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(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) 親会社等及び法人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等
の名称 

住所 
資本金又
は出資金 
（百万円） 

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
（人）

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)

短期株主借入金 1,115,625

１年以内に返済
予定の長期株主
借入金 

112,800
金銭の借入
(注1) 

― 

長期借入金 146,200

その他
の関係
会社 

トーヨー
カネツ㈱ 

東京都 
江東区 

18,580 
貯蔵タンク 
住宅建築請負

（被所有）
直接39.3％
間接  0％

― 

資金の
援助、
営業上
の取引

支払利息
（注２） 

31,045 ― ― 

 （注） 取引条件ないし取引条件の決定方針等 

(1）借入金利率については、市場金利等を勘案し双方協議の上決定しております。 

(2）トーヨーカネツ株式会社からの借入金にあたっては、建物及び構築物151,557千円、土地513,145千 

  円を担保に供しております。 

 

当事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

(1) 親会社等及び法人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等
の名称 

住所 
資本金又
は出資金 
（百万円） 

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
（人）

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)

短期株主借入金 440,060

１年以内に返済
予定の長期株主
借入金 

112,800
金銭の借
入(注1) 

― 

長期借入金 646,900

その他
の関係
会社 

トーヨー
カネツ㈱ 

東京都 
江東区 

18,580 
貯蔵タンク 
住宅建築請負

（被所有）
直接39.3％
間接  0％

― 

資金の
援助、
営業上
の取引 

支払利息
（注２） 

25,814 ― ― 

主要株
主 

㈱レオパ
レス21 

東京都
中野区 

55,640 
アパート建設
請負 

（被所有）
直接14.9％
間接   0％

― 
事務所 
・倉庫
の賃借 

賃借料 
（注３） 

36,564 ― ― 

 （注） 取引条件ないし取引条件の決定方針等 

(1）借入金利率については、市場金利等を勘案し双方協議の上決定しております。 

(2）トーヨーカネツ株式会社からの借入金にあたっては、建物及び構築物148,652千円、土地513,145千 

  円を担保に供しております。 

(3) 賃借料については、市場価格等を勘案し双方協議の上決定しております。 

 

（企業結合等） 

前事業年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 

当事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 １株当たり純資産額          51.98円 

 １株当たり当期純利益金額       2.90円 

  なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては､潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

 １株当たり純資産額         71.20円 

 １株当たり当期純利益金額      20.73円 

  なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては､潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

（注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 １株当たり当期純利益金額   

  当期純利益（千円） 24,156 172,364 

普通株式に帰属しない金額（千円） － － 

  普通株式に係る当期純利益（千円） 24,156 172,364 

  期中平均株式数（株） 8,320,135 8,314,469 

 

 

（重要な後発事項） 

前事業年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 

当事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 該当事項はありません。 
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５．その他 
  (1) 役員の異動 

  ① 代表取締役の異動 

    該当事項はありません。 

 

 ② その他の役員の異動 

   ・新任取締役候補  

     取締役営業本部長 渡邉榮治（現 執行役員営業本部副本部長）  

     取締役管理本部長 荒木達男（現 管理本部長） 

・退任予定取締役 

     取締役 岸本建一（顧問 就任予定） 

      ・新任監査役候補 

     社外監査役（非常勤）能條輝夫（現 トーヨーカネツ㈱常勤監査役）     

   ・退任予定監査役 

     常勤監査役 市山浩 

     社外監査役（非常勤）猿田欣也 

   ・昇任取締役候補 

     常務取締役 小澤昭男（現 取締役営業本部長） 

 

  ③ 就任予定日 

    平成19年6月26日 
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