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１．平成19年３月期の連結業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期 3,906 △11.2 316 △26.5 400 △8.7 275 20.6

18年３月期 4,398 3.6 430 4.9 439 17.8 228 2.6

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19年３月期 11,933 84 － － 8.1 7.1 8.1

18年３月期 10,324 95 － － 8.4 8.1 9.8

（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）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年３月期 5,944 4,148 68.0 148,593 76

18年３月期 5,272 2,808 53.3 132,015 32

（参考）自己資本 19年３月期 4,041百万円 18年３月期 －百万円

(3）連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年３月期 206 △90  530  1,800

18年３月期 325 △160  △24  1,146

２．配当の状況

配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年３月期 － － 3,000 00 3,000 00 63 29.1 2.3

19年３月期 － － 2,500 00 2,500 00 68 20.9 1.7

20年３月期（予想） － － 2,500 00 2,500 00 － 29.2 －

（注）18年３月期１株当たり年間（期末）配当金の内訳　普通配当2,500円　年記念配当500円（創業10周年）

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

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 2,130 7.8 213 26.2 213 △3.0 122 △29.7 4,485 29

通期 4,150 6.2 415 31.2 415 3.6 233 △15.6 8,566 18
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　無

 

(2）連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、25ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年３月期 27,200株 18年３月期 21,200株

②　期末自己株式数 19年３月期 －株 18年３月期 －株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、37ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年３月期の個別業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期 3,814 △9.5 319 △21.9 406 △3.5 289 28.2

18年３月期 4,213 2.0 408 4.8 421 18.6 225 5.7

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

19年３月期 12,500 60 － －

18年３月期 10,162 54 － －

(2）個別財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年３月期 5,602 4,037 72.1 148,427 24

18年３月期 4,954 2,800 56.5 131,613 81

（参考）自己資本 19年３月期 4,037百万円 18年３月期 －百万円

２．平成20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 2,100 7.7 210 26.3 210 △4.1 120 △31.2 4,411 76

通期 4,100 7.5 410 28.5 410 0.7 230 △20.4 8,455 88

 ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  本資料に記載されている業績見通し、予想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、実際の業績等は様々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仮定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

①当期の経営成績

  当連結会計年度におけるわが国経済は、原油・素材価格の高騰や米国経済の減速等が見られたものの、輸出の拡大、

企業収益や雇用情勢の改善により、個人消費や民間設備投資が好調に推移するなど緩やかな拡大基調を維持致しまし

た。

　当業界におきましては、平成18年４月１日から新介護保険制度がスタート致しました。新制度の施行により軽度の

要介護認定者（要支援１、要支援２及び要介護１）に対する車いす等の福祉用具貸与（利用）費につき保険給付の対

象でなくなったことによる貸与事業者の買い控えや、介護施設等における施設給付の見直しによる介護施設事業者の

慎重な対応等が見られ事業環境は厳しいものとなりました。

　こうした事業環境の中、当社グループは、新制度の骨子に沿うべく新ブランド「あい＆ゆうき（愛と勇気）」を立

ち上げました。新ブランド「あい＆ゆうき（愛と勇気）」は、時代の変化を捉え、市場ニーズを的確に製品や販売方

法に反映させ、当社の事業の中核として成長させるべく、全社をあげて、積極的に開発を行い、製品ラインアップの

充実を図り、量産体制を整えてまいりました。

　加えて、当社グループは、子会社である漳州立泰医療康復器材有限公司で一貫生産体制を構築すべく、新組立工場

を建設致しました。更に、当社グループは、合理化・効率化によるコスト削減等の経営努力を致しました。

　以上の結果、当連結会計年度は売上高3,906百万円（前年同期比11.2％減）、営業利益316百万円（同26.5％減）、

経常利益400百万円（同8.7％減）、当期純利益275百万円（同20.6％増）となりました。

 

品目別売上高 （百万円未満切捨）

平成18年３月期 平成19年３月期
対前年
増減率
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

標準車いす 2,481 56.4 2,038 52.2 △17.9

特殊車いす 1,118 25.4 1,100 28.2 △1.6

電動車いす 167 3.8 189 4.8 13.2

その他福祉用品 552 12.6 488 12.5 △11.6

その他 78 1.8 89 2.3 14.1

合計 4,398 100.0 3,906 100.0 △11.2

②次期の見通し

  65歳以上の高齢者人口は、平成18年10月1日現在、2,664万人と推計されております（総務省、平成19年３月公表の

「人口推計月報」より。）が、今後も増加を続け、平成30年には3,500万人以上になると推計されております（国立社

会保障・人口問題研究所、平成18年12月推計、「日本の将来推計人口」より。）。また、介護保険制度による要介護

認定者数は、平成19年２月審査分では前年同月審査分の4,454千人から4,505千人と1.1％の増加となっております。そ

のうちサービス未受給の要介護認定者は、平成19年２月審査分で936千人となっており、要介護認定者全体の20％以上

に相当致します。これは、要介護認定を受けたにもかかわらず未だサービスを受けていない方々であり、福祉用具市

場の潜在需要であると想定されます。

　一方、平成18年４月の改正介護保険制度の施行より１年余りが経過し、貸与事業者、介護施設事業者並びにその他

の福祉関連事業者も新制度に次第に順応しつつあると考えられます。また、軽度の要介護認定者（要支援１、要支援

２及び要介護１）に対する車いす等の福祉用具の貸与（利用）費につき保険給付の対象でなくなった点について、本

年に入り、制度運用面で、利用者や事業者の立場にたった柔軟な対応も見られるようになりました。このように、当

社といたしましては、本来の市場環境が回復するとともに、新しい市場も成長しつつあると考えております。

　こうした中、当社グループは、改正介護保険制度の骨子を踏まえ新しい利用方法や安全な活用方法を提案する新ブ

ランド「あい＆ゆうき（愛と勇気）」シリーズを立ち上げました。新ブランド立ち上げの目的の一つは、自費購入に

よる一般販売市場の拡大への対応であります。これは、車いすが必要な高齢者や身体障害者が、改正介護保険制度と

改正介護保険制度と同時に施行された障害者自立支援法によって自費購入を余儀なくされること等によるものであり

ます。

　その他、特色のある新製品の開発・販売、海外子会社の有効活用による当社グループ全体としての効果的な生産能
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力の強化、ＯＥＭ供給先の拡大等を図ることにより国内外での市場深耕を致します。加えて、当社グループは合理化・

効率化によるコスト削減等の経営努力を致します。これらの施策により計画達成を目指す方針であります。

　平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）につきましては、売上高4,150百万円、営

業利益415百万円、経常利益415百万円、当期純利益233百万円を予想しております。

　なお、当社の業績（個別）につきましては、売上高4,100百万円、営業利益410百万円、経常利益410百万円、当期純

利益230百万円を予想しております。配当につきましては、平成19年３月期の1株当たり配当金2,500円と同じく、平成

20年3月期は、1株当たり配当金2,500円を予定しております。

(2）財政状態に関する分析

①資産、負債、純資産の状況

　当連結会計期間末の資産合計は5,944百万円（前期末比12.8％増）であり、この内有形固定資産は、漳州立泰医療康

復器材有限公司の一貫生産体制の構築等により2,135百万円（同1.4％増）となりました。

　負債合計は1,795百万円（前期末比24.1％減）であり、このうち長期借入金及び短期借入金は、1,258百万円（同

25.3％減）となりました。

　純資産は、平成18年12月5日付の株式の発行による資金調達1,020百万円等により増加し4,148百万円（前期末比

42.8％増）となりました。この結果、自己資本比率は前期末に比して14.7ポイント増加して68.0％となりました。

 

 　②キャッシュ・フローの状況

　　　営業活動によるキャッシュ・フローは、206百万円の増加となりました。これは、主に税金等調整前当期純利益404

　　百万円及び減価償却費85百万円と法人税等の支払額212百万円があったことによるものであります。

　　　投資活動によるキャッシュ・フローは、90百万円の減少となりました。これは主に有形固定資産の取得による支

　　出93百万円の減少によるものであります。

　　　財務活動によるキャッシュ・フローは、530百万円の増加となりました。これは、主に株式の発行による収入

　　1,020百万円と長期借入金の返済による支出293百万円、短期借入金の減少134百万円及び配当金の支払額62百万円

　　の減少によるものであります。

　　　以上の結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末と比較して654百万円増加し、

　　　1,800百万円となりました。

 

　当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成17年３月期平成18年３月期平成19年３月期

自己資本比率（％） 47.4 53.3 68.0

時価ベースの自己資本比率（％） 97.6 131.9 74.6

キャッシュ・フロー対有利子負債比率

（年）
8.4 5.2 8.2

インタレスト・カバレッジ・レシオ

（倍）
10.1 18.4 8.9

・自己資本比率：自己資本／総資産

・時価ベースでの自己資本比率：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. いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

　　　　2. 株式時価総額は、期末株式終値×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。

　　　　3. 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・フローを利

　　　　　 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すべ

　　　　　 ての負債を対象としております。また、利払いにつきましては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息

　　　　　 の支払額を利用しております。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要な政策と位置付けており、利益の状況や将来の事業展開などを総合

的に勘案しながら、配当による利益還元（目標配当性向30％）を行ってまいる所存であります。

　また、業界における環境の変化や競争の激化に耐え得る企業体質の強化並びに将来の積極的な事業展開に備えるた

めの内部留保の充実も図ってまいります。

　当連結会計年度の配当につきましては、上記方針に基づき、１株当たり2,500円と致します。この結果、当連結会計
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年度の配当性向は20.9％、純資産配当率は1.7％となります。なお、平成20年３月期の配当につきましては、同様に上

記方針に基づき、当連結会計年度と同等の１株当たり2,500円を予想しております。

　(4)事業等のリスク 

　　　以下において、当社グループの事業展開その他に関するリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記

　　載しております。また必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項についても、投資者の投資判断上、重要であ

　　ると考えられる事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点から以下に開示しております。

　　①事業内容に起因するリスクについて

　　　1.生産体制について

　　　　当社グループの生産体制は、国内ではオーダー品の生産及び小ロット生産を行っており、当社の企画・開発した

　　　製品を生産子会社である漳州立泰医療康復器材有限公司で量産する体制を敷いております。当社グループは高品質

　　　と安全性の確保に重点を置いて、中国の生産子会社での生産を今後も継続する方針であります。

　　　　しかしながら、当社グループが生産する海外諸国における政治または法環境の変化、労働力の不足、ストライ

　　　キ、経済状況の変化など、予期せぬ事象により生産設備の管理やその他の事業の遂行に問題が生じる可能性があり

　　　ます。従いまして、これらの事象は、当社グループの業績及び財政状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

　　　2.新製品開発力・新サービス企画力について

　　　　当社グループのこれまでの成長は、主に新製品の開発とレンタルサポートシステムや２週間オーダーシステム等

　　　の新しいサービスシステムの開発に大きく依存してまいりました。将来の成長も、これらの開発に依存すると予想

　　　しております。

　　　　当社グループが属する業界は介護保険の導入を始めとする急速な変化により特徴づけられております。当社グル

　　　ープは継続して魅力ある新製品・サービスシステムを開発できると考えておりますが、これらの開発は、その性質

　　　から複雑かつ不確実なものであり、以下をはじめとする様々なリスクが含まれます。

　　　イ. 新製品や新技術及び新サービスシステムへの投資に必要な資金と資源を、今後十分充当できる保証はありませ

　　　　　ん。

　　　ロ. 長期的な投資と資源投入が、成功する新製品または新技術及び新サービスシステムの創造へつながる保証はあ

　　　　　りません。

　　　ハ. 当社グループが市場からの支持を獲得できる新製品または新技術及び新サービスシステムを正確に予想できる

　　　　　とは限らず、これらの製品の販売・サービスが市場で評価を得て成功する保証はありません。

　　　ニ. 新たに開発した製品または技術及びサービスが、独自の知的財産権として保護される保証はありません。

　　　ホ. 技術の急速な進捗と消費者の嗜好の変化により、市場のニーズについていけなくなる可能性があります。

　　      上記のリスクをはじめとして、当社グループが業界と市場の変化を十分に予測できず、魅力ある新製品・新

　　　　　技術・新サービスを開発できない場合には、当社グループの業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性がありま

　　　　　す。

 

　　　3.車いす市場における競争について

　　　　高齢者人口は、我が国だけでなく世界的に増加する傾向にあります。それにつれて、車いすの需要は今後増大し

　　　ていくものと考えております。しかしながら、高齢者人口の増加は緩やかな増加を辿るものであり、爆発的な伸び

　　　となるものではありません。従って、車いすの需要も急激に伸びるものではありません。我が国の車いすの年間出

　　　荷台数は平成16年度で388,000台（日本福祉用具・生活支援用具協会調べ）と推計され、狭隘な市場であります。

　　　こうした中、当社グループはユーザーの立場に立った製品開発やサービスを提供することで市場における優位性を

　　　保ち、事業の拡大を図る所存であります。しかしながら、競合先にはメーカーと販売業者があり、その一部は当社

　　　グループよりも多くの研究、開発や製造、販売の資源を有しております。また、技術が進歩し、新しい製品が市場

　　　の支持を獲得していくと同時に、新しい競合先または既存競合先間の提携が台頭し、市場での大きなシェアーを急

　　　速に獲得する可能性があります。当社グループは、福祉用具市場における有力なメーカーの１社であると考える一

　　　方で、将来においてもその地位を保てるという保証はなく、市場ニーズを満たせないことによる顧客離れは、当社

　　　グループの業績と財政状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

　　　4.製品の不具合による自主回収・製品の欠陥

　　　　当社グループは、生産子会社等で当社の品質管理基準に従って生産し、当社グループの検査基準に合格した製品

　　　のみを出荷しております。しかし、全ての製品について欠陥が無く、将来に製品の不具合による自主回収が発生し

　　　ないという保証はありません。

　　　　平成18年４月から改正介護保険制度が施行され、軽度者に対して、車いすの貸与給付が原則認められなくなり貸

　　　与対象外となる結果として、専門家である貸与事業者に対して求められている車いすの安全性・適合性・廃棄基
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　　　準・説明責任等の厳しいガイドラインが適用されないこととなりました。また、入浴用いす（シャワーチェアー）

　　　や腰掛便座（ポータブルトイレ）等の厚生労働大臣が定める特定福祉用具として指定されている福祉用具は、販売

　　　にあたって福祉用具専門相談員の常駐が義務付けられておりますが、車いすは特定福祉用具として指定されており

　　　ません。加えて、海外の多くの国では、薬事法規の規制を受ける医療機器に分類されているにもかかわらず、日本

　　　では薬事法上の規制のない製品として、開発・製造・販売が行われております。

　　　　当社グループは、制度や法令の有無にかかわらず、車いすは一定の品質と安全性が確保された製品である必要が

　　　あると考えております。そのため、当社グループは独自の高い品質管理基準による徹底した品質管理を行ってお

　　　り、当社と当社の生産子会社である漳州立泰医療康復器材有限公司はＩＳＯ１３４８５（医療機器における品質マ

　　　ネジメントシステム）の認証を取得致しました。

　　　　当社グループは、このように車いすの一定の品質と安全性を確保するために、これまで過去に販売した当社製品

　　　の部品回収及び製品回収を行った実績があります。その結果、多額の特別損失や費用が過去において発生した実例

　　　があります。当社グループは、製造物責任賠償については保険に加入しておりますが、この保険が最終的に負担す

　　　る賠償額を十分にカバーできるという保証はありませんし、発生した不具合等が保険の適用対象となるとは限りま

　　　せん。大規模な製品回収や製造物責任賠償につながるような製品の欠陥は、当社グループの社会的評価に重大な影

　　　響を与え、それにより売上が低下し、また、多額の費用が発生するなど当社グループの業績と財政状況に悪影響を

　　　及ぼす可能性があります。

 

　　　5.法的規制・介護行政について

　　　　車いすの製造販売に関連して、以下のような法律が定められております。

　　　　イ. 電動車いすについては、道路交通法施行規則第１条の４（電動機を用いる身体障害者用の車いすの基準）、

　　　　　　第39条の４（原動機を用いる身体障害者の車いすの型式認定）により、寸法と速度に制限が定められており

　　　　　　ます。

　　　　ロ. 電気用品安全法により電動車いすの外付充電器において、経済産業省の定める技術上の基準に適合させ、Ｐ

　　　　　　ＳＥマークを表示し、経済産業省に届出を行う必要があります。

　　　　　　その他電気用品安全法により上記外付充電器と同様の手続きを行う必要のある部品を今後使用することがあ

　　　　　　ります。

　　　　ハ．消費生活用製品安全法（平成19年５月14日改正）により、車いす等により製品事故が発生した場合、報告を

　　　　　　受けた日より10日以内に経済産業省または独立行政法人製品評価技術基盤機構に報告する義務があります。

　　　　二. 麻薬及び向精神薬取締法により、電動車いすのバッテリーの輸入については、厚生労働大臣に業務届を行う

　　　　　　必要があります。

　　　　ホ. 関税定率法第14条により、車いす等（身体障害者用物品）の輸出入については、関税が免除されておりま

　　　　　　す。

　　　　ヘ. 消費税法施行令第14条の３により、身体障害者用物品については、その通関時及び国内販売時に消費税等が

　　　　　　非課税となっております。

 

　　　　　また、福祉用具貸与事業者向けの車いすは介護保険法の影響を、身体障害者向けの車いすは障害者自立支援

　　　　法・労働者災害補償保険法等の影響を受けており、以下のような法律が定められております。

　　　　Ⅰ. 介護保険法により、エンドユーザーが車いす・電動車いす・歩行器の貸与を受ける場合、９割の資金補助が

　　　　　　支給されます。

　　　　Ⅱ. その他、障害者自立支援法により車いす等の補装具費の９割が、また、労働者災害補償保険法等により車い

　　　　　　す等の補装具費の全額が支給されます。

 

　　　　　さらに、車いす等の福祉用具は、海外では多くの国で、薬事法規の規制を受ける医療機器に分類されてお

　　　　ります。しかし、日本では車いす等の福祉用具は、補聴器など一部を除き、薬事法上の規制のない製品とし

　　　　て、開発・製造・販売が行われております。エンドユーザーの多くが高齢者及び身体障害者であることから、

　　　　車いす等の福祉用具について、品質の確保、安全性の確保、適合性の確保及びエンドユーザーに十分な説明

　　　　を行うためサービス提供者の一定の技術と品質の確保並びに不定期・定期的なメンテナンス等が必要不可欠

　　　　と想像されます。

　　　　　当社は、車いすの生産の大半を海外に委託していること、及び当社の販売先には介護保険法による福祉用具

　　　　の貸与事業者数がおよそ半数であること、当社の仕入れは課税品が相当程度ある一方、販売は非課税品が多く

　　　　あること等から、これらの法令が変更された場合、当社グループの業績と財政状況に悪影響を及ぼす可能性が

　　　　あります。

　

　　②デリバティブ取引について
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　　　　当社グループが生産を行う地域の通貨価値の上昇は、それらの地域における製造と調達のコストを押し上げる可

　　　能性があります。コストの増加は、当社グループの利益率と価格競争力を低下させ、業績に悪影響を及ぼす可能性

　　　があります。そこで当社グループは、通貨ヘッジ取引を行い、米ドルの為替レートの変動による悪影響を最小限に

　　　止め、計画された調達、製造、流通及び販売活動を確実に実行できるように努めております。

　　　　当該デリバティブ取引のヘッジ対象は、外貨建仕入取引であり、ヘッジ手段として為替予約及び通貨オプション

　　　を用いて外貨建仕入債務の固定化を進め、円安による仕入コスト上昇リスクをヘッジする目的で取り組んでおりま

　　　す。ただし、為替変動により通貨オプションの時価評価による損失が発生することがあります。その場合、当社グ

　　　ループの業績と財政状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
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２．企業集団の状況
　当社グループは、当社（株式会社カワムラサイクル）及び連結子会社２社（漳州立泰医療康復器材有限公司及び河村

（厦門(アモイ)）貿易有限公司）で構成されております。

　当社グループの事業は、車いす中心の福祉用具の製造販売であり、市場ニーズを的確に捉えた製品開発や営業活動を

行うよう努めております。当社が製品の企画・開発・設計及び小ロット生産と出荷検査、販売とアフターサービスを行っ

ております。量産設計・量産は生産子会社である漳州立泰医療康復器材有限公司が行っております。河村（厦門(アモ

イ)）貿易有限公司は、原材料及び部品の輸出入、製品の国内外への販売を目的に設立したものであります。

　①対象製品（対象ユーザー）について

   　高齢者用

　　　標準車いす、ティルト・リクライニング車いすなどの特殊車いす、入浴用車いすなどの入浴補助用品、電動スク

　　　ーター、歩行器、杖など

　　身体障害者用

　　　オーダーメイド車いす、モジュール車いす、姿勢保持車いす、電動車いすなど

　　病院・高齢者介護施設向け

　　　各種車いす、ストレッチャーなど

　　輸出用

　　　海外福祉機器メーカーＯＥＭ（車いす、歩行器など）、その他

　　その他福祉用具

　②品質について

　　　 当社グループは、創業以来、製品の安全性・耐久性・快適性の向上に資する開発を続けてまいりました。

　　   平成10年、車いすに財団法人製品安全協会によるＳＧマーク制度が導入されると当社はＳＧマーク認定工場

     となり、全ての規格適合製品にＳＧマークを貼付し、安心という品質も付加致しました。これまでにＳＧマ

     ークを貼付した車いすを58万台以上出荷しております。平成15年12月には、ＩＳＯ９００１（品質マネジメン

     トシステム）及びＩＳＯ１４００１（環境マネジメントシステム）の統合認証を取得致しました。加えて、当

     社は平成18年９月にＩＳＯ１３４８５（医療機器における品質マネジメントシステム）の認証を取得し、漳州

　　 立泰医療康復器材有限公司においても平成18年６月に同認証を取得致しました。当社グループは、更なる品質

　　 の維持・向上に努めるとともに、地球環境にやさしい製品づくりを設計理念に加え、安全性と高品質を厳守し

　　 てまいります。

　　　 

　③サービスについて

　　　 当社グループは、多様な顧客ニーズに応え、短納期でオーダーメイド車いすを提供する「２週間オーダーシス

     テム」や、介護保険制度に対応するため、福祉用具貸与事業者向けに「レンタルサポートシステム」を提供し、

     顧客サービスに努めております。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

      当社は、製品の安全性の確保を最優先課題として「お客様第一主義」のもと、業界トップレベルの品質への

　　こだわりとサービス体制の構築を行ってまいりました。当社は、当社製品のエンドユーザーである高齢者や身

　　体障害者に明るく豊かな日常生活を送っていただくために、安全で使い勝手のよい様々な福祉用具を開発する

　　ことにより、自立支援やリハビリの道具であり日用生活用品である福祉用具の普及を広く進めてまいりたい

　　と考えております。

 

(2）目標とする経営指標

 　　 当社グループは、株主資本を効率的に運用し、長期的に収益力の向上を図っていくことを目指しており、Ｒ

　　ＯＥ（株主資本利益率）10％以上、売上高経常利益率15％を目標としております。なお、当連結会計年度におけ

　　るＲＯＥは8.1％、売上高経常利益率は10.3％でありました。　

 

(3）中長期的な会社の経営戦略

 　　 当社グループは、市場ニーズや事業環境の変化を的確に捉え迅速に製品化を行うとともに安全で品質の高い

　　製品の開発体制を一層強化し、生産能力・開発能力を高め品質と効率の向上を図り、国際競争力の強化に努め

　　てまいります。

　　　特に今後の戦略製品である、平成18年４月から施行された改正介護保険制度に対応した新ブランド「あい＆ゆ

　　うき（愛と勇気）」シリーズは、法改正を機敏に捉えた新しい利用方法や安全な活用方法の提案を行っており、

　　同時に、法改正による一般販売市場、すなわち自費購入層の拡大に対応し、そのニーズにあった斬新なデザイ

　　ンかつ手頃な価格の製品として開発を行い、加えて、海外展開にも活用できる魅力あるブランド、製品群とな

　　っております。

　　　また、丁寧で迅速なアフターサービスのネットワークを構築すること及び製品の安全性・品質に関する情報を

　　常に顧客やエンドユーザーに向けて発信すること、具体的には顧客向け「車いす保守整備講習会」を平成17年

　　度よりスタートしたのをはじめ、製品毎の「取扱説明書」及び「サービスマニュアル」の充実、毎月の製品及

　　び部品の安全性試験の結果に関する状況報告並びに「安全性試験報告書」の定期的（月次）な更新等を行い、

　　複数の第三者機関に定期報告等を行うことにより市場の信頼を獲得することに努めます。

　　　当社は、ＩＳＯ９００１（品質マネジメントシステム）・ＩＳＯ１４００１（環境マネジメントシステム）の

　　統合認証をすでに取得しております。また、生産子会社である漳州立泰医療康復器材有限公司においては、平

　　成17年８月に「医療器械生産企業許可証」を取得し、平成17年11月にＩＳＯ９００１の認証を取得致しました。

　　今後は、漳州立泰医療康復器材有限公司でもＩＳＯ１４００１の認証を目指し、当社グループ全体で有害物質

　　を全面的に排除し、環境にやさしい製品づくりを基本方針としてまいります。

　　　さらに、当社は、平成18年９月にＩＳＯ１３４８５（医療機器における品質マネジメントシステム）の認証を

　　取得し、漳州立泰医療康復器材有限公司においても、平成18年６月に同認証を取得致しました。今後も、国際市

　　場での販売に向けて、必要な品質の確保と認証の取得を目指してまいります。　

 

(4）会社の対処すべき課題

①教育研修・人材の確保

　　当社グループが今後の成長を実現していくためには、各分野において、優秀な人材を確保していくことが重要な

　課題であります。当社は、新卒採用と中途採用と合わせてバランスの取れた組織を構築することを人事方針とし、

　優秀な人材を獲得するための努力を行っていく所存であります。また、職場ごとに定期的な力量調査を実施し、各

　人の能力向上を目指した教育研修を行い、幅広い視野を持った人材の育成を目的に海外研修も積極的に実施致し

　ます。

②生産体制の強化

　　当社グループの生産体制は、国内ではオーダー品の生産及び小ロット生産を行っており、当社が企画・開発した

　製品を中国の生産子会社である漳州立泰医療康復器材有限公司で量産する体制を敷いております。

　　現在、漳州立泰医療康復器材有限公司では、生産設備の増強を行っており、部品から最終製品までの一貫生産体

　制を構築致します。その一環として、当連結会計年度は、空中搬送システムや長大コンベアの設備を持った新組立

　工場を建設し、生産効率の改善のためにかんばん方式を導入致しました。また、同時に300名収容の社員寮及び食

　堂が平成18年８月に完成致しました。

③海外向け販売の展開と拡充
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　　当社グループは、米国及び欧州の福祉用具メーカーへの販売を行っております。中国及び台湾等での企業活動を

　通じ、世界的な高齢化時代に対応して、海外市場への展開と拡充を推進してまいります。海外販売の拡大に向けて

　は、事業提携を積極的に行う方針であります。

 

(5）その他、会社の経営上重要な事項

 　　該当事項はありません。
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 1,208,744 1,844,450  

２．受取手形及び売掛金 ※3 795,298 782,418  

３．有価証券 10,059 10,077  

４．たな卸資産 698,737 746,688  

５．繰延税金資産 28,242 46,361  

６．デリバティブ資産 60,585 13,518  

７．その他 69,982 115,519  

貸倒引当金 △558 △327  

流動資産合計 2,871,091 54.5 3,558,707 59.9 687,616

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1）建物及び構築物 ※1 1,011,470 1,074,775

減価償却累計額 191,154 820,315 235,631 839,143  

(2）機械装置及び運搬具 255,255 290,870

減価償却累計額 71,997 183,258 98,390 192,480  

(3）土地 ※1 1,042,169 1,042,169  

(4）建設仮勘定 34,665 28,999  

(5）その他 107,414 115,698

減価償却累計額 81,002 26,411 83,150 32,547  

有形固定資産合計 2,106,820 40.0 2,135,341 35.9 28,520

２．無形固定資産

(1）連結調整勘定 110,859 ―  

(2）のれん ― 84,710  

(3）その他 54,143 65,304  

無形固定資産合計 165,003 3.1 150,014 2.5 △14,988

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 47,528 52,195  

(2）繰延税金資産 61,333 34,754  

(3）その他 20,640 13,585  

貸倒引当金 △237 △42  

投資その他の資産合計 129,264 2.4 100,494 1.7 △28,770

固定資産合計 2,401,088 45.5 2,385,850 40.1 △15,238

資産合計 5,272,179 100.0 5,944,557 100.0 672,378
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前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形及び買掛金 224,551 202,219  

２．短期借入金 ※1 815,000 681,000  

３．一年以内返済予定の
長期借入金

※1 140,772 151,772  

４．未払法人税等 110,614 61,176  

５．賞与引当金 51,776 45,625  

６．役員賞与引当金 ― 11,000  

７．デリバティブ負債 33,133 15,290  

８．その他 102,492 108,850  

流動負債合計 1,478,341 28.0 1,276,934 21.5 △201,407

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 ※1 728,657 425,384  

２．退職給付引当金 19,773 23,599  

３．役員退職慰労引当金 59,773 ―  

４．デリバティブ負債 79,642 9,440  

５．長期未払金 ― 60,252  

固定負債合計 887,846 16.9 518,677 8.7 △369,169

負債合計 2,366,188 44.9 1,795,611 30.2 △570,576

（少数株主持分）

少数株主持分 97,266 1.8 ― ― ―

（資本の部）

Ⅰ　資本金 ※2 974,550 18.5 ― ― ―

Ⅱ　資本剰余金 1,006,900 19.1 ― ― ―

Ⅲ　利益剰余金 808,575 15.3 ― ― ―

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

3,543 0.1 ― ― ―

Ⅴ　為替換算調整勘定 15,156 0.3 ― ― ―

資本合計 2,808,724 53.3 ― ― ―

負債、少数株主持分及び
資本合計

5,272,179 100.0 ― ― ―
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前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   ― ―  1,484,550 25.0 ―

２．資本剰余金   ― ―  1,516,900 25.5 ―

３．利益剰余金   ― ―  1,010,921 17.0 ―

　　株主資本合計   ― ―  4,012,371 67.5 ―

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  ― ―  5,100 0.1 ―

２．為替換算調整勘定   ― ―  24,278 0.4 ―

　　評価・換算差額等合計   ― ―  29,378 0.5 ―

Ⅲ　少数株主持分   ― ―  107,196 1.8 ―

純資産合計   ― ―  4,148,946 69.8 ―

負債純資産合計   ― ―  5,944,557 100.0 ―
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(2）連結損益計算書

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高 4,398,297 100.0 3,906,782 100.0 △491,515

Ⅱ　売上原価 2,725,561 62.0 2,366,035 60.6 △359,525

売上総利益 1,672,736 38.0 1,540,746 39.4 △131,989

Ⅲ　販売費及び一般管理費

１．運賃 167,579 158,199

２．報酬・給料及び諸手当 408,326 425,102

３．賞与引当金繰入額 38,022 33,244

４．役員賞与引当金繰入
額 

― 11,000

５．退職給付引当金繰入額 2,885 5,241

６．役員退職慰労引当金繰
入額

8,208 2,030

７．貸倒引当金繰入額 ― 327

８．その他 ※1 617,165 1,242,188 28.2 600,181 1,224,327 31.3 △17,860

営業利益 430,547 9.8 316,418 8.1 △114,129

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 533 2,970

２．受取配当金 3,566 957

３．受取家賃 3,224 3,177

４．為替差益 17,780 60,324

５．デリバティブ評価益 ― 38,072

６．その他 6,110 31,215 0.7 6,453 111,956 2.8 80,740

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 17,312 17,794

２．新株発行費 485 ―

３．株式交付費 ― 5,907

４．部品交換損 3,845 ―

５．その他 1,038 22,681 0.5 3,980 27,682 0.7 5,001

経常利益 439,082 10.0 400,692 10.2 △38,390

Ⅵ　特別利益

１．貸倒引当金戻入益 1,957 42

２．固定資産売却益 ※2 1,469 2,220

３．投資有価証券売却益 ― 3,427 0.1 2,500 4,762 0.1 1,335

Ⅶ　特別損失

１．固定資産除却損 ※3 390 1,121

２．デリバティブ評価損 25,932 ―

３．部品交換損失 ― 26,323 0.6 ― 1,121 0.0 △25,202

　 税金等調整前当期純 
   利益

416,186 9.5 404,333 10.3 △11,852

法人税、住民税及び事
業税

196,350 167,394

法人税等還付金 ―   △52,106    

法人税等調整額 △22,377 173,973 4.0 7,402 122,690 3.1 △51,282

少数株主利益 13,324 0.3 5,696 0.1 △7,627

当期純利益 228,888 5.2 275,946 7.1 47,057
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(3）連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書

連結剰余金計算書

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 1,006,900

Ⅱ　資本剰余金増加高

１．増資による新株発行 ― ―

Ⅲ　資本剰余金期末残高 1,006,900

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 646,186

Ⅱ　利益剰余金増加高

１．当期純利益 228,888 228,888

Ⅲ　利益剰余金減少高

１．配当金 53,000

２．役員賞与 13,500 66,500

Ⅳ　利益剰余金期末残高 808,575
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  (4）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：千円）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年３月31日　残高 974,550 1,006,900 808,575 2,790,025

連結会計年度中の変動額

新株の発行 510,000 510,000  1,020,000

剰余金の配当（注）   △63,600 △63,600

利益処分による役員賞与（注）   △10,000 △10,000

当期純利益   275,946 275,946

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 510,000 510,000 202,346 1,222,346

平成19年３月31日　残高 1,484,550 1,516,900 1,010,921 4,012,371

 （単位：千円）

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券評価

差額金
為替換算調整勘定

評価・換算差額等
合計

3,543 15,156 18,699 97,266 2,905,991

連結会計年度中の変動額

新株の発行     1,020,000

剰余金の配当（注）     △63,600

利益処分による役員賞与（注）     △10,000

当期純利益     275,946

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

1,556 9,122 10,679 9,929 20,608

連結会計年度中の変動額合計 1,556 9,122 10,679 9,929 1,242,954

平成19年３月31日　残高 5,100 24,278 29,378 107,196 4,148,946
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(5）連結キャッシュ・フロー計算書

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

１．税金等調整前当期純利益 416,186 404,333 △11,852

２．減価償却費 85,295 85,534 238

３．連結調整勘定償却額 15,443 ― △15,443

４．のれん償却額 ― 26,149 26,149

５．貸倒引当金の減少額 △3,734 △426 3,307

６．賞与引当金の増加額（△減少） 8,496 △6,151 △14,647

７．役員賞与引当金の増加額 ― 11,000 11,000

８．退職給付引当金の増加額 3,546 3,825 279

９．役員退職慰労引当金の減少額 △1,966 △59,773 △57,807

10．受取利息及び受取配当金 △4,100 △3,927 173

11．支払利息 17,312 17,794 482

12．為替差益 △14,066 △13,224 842

13．有形固定資産売却益 △1,469 △2,220 △750

14．有形固定資産除却損 341 727 386

15．役員賞与支払額 △13,500 △10,000 3,500

16．売上債権の減少額 67,478 14,356 △53,122

17．たな卸資産の増加額 △72,328 △39,789 32,539

18．仕入債務の増減額（△減少） 77,185 △49,249 △126,435

19．その他 △36,066 10,020 46,086

小計 544,052 388,979 △155,073

20．利息及び配当金の受取額 4,100 3,927 △173

21．利息の支払額 △17,733 △17,267 466

22．法人税等の支払額 △204,511 △212,378 △7,867

23.法人税等の還付金 ― 43,545 43,545

営業活動によるキャッシュ・フロー 325,908 206,806 △119,101

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

１．定期預金の預入による支出 △44,551 △96,816 △52,264

２．定期預金の解約による収入 994 115,518 114,523

３．有形固定資産の取得による支出 △205,320 △93,319 112,001

４．有形固定資産の売却による収入 4,908 3,129 △1,778

５．無形固定資産の取得による支出 △14,058 △16,336 △2,278

６．投資有価証券の取得による支出 △17,932 △8,415 9,517

７．投資有価証券の売却による収入 201,280 6,000 △195,280

８．出資金の回収による収入 31,794 ― △31,794

９．関係会社出資金取得による支出 △118,052 ― 118,052

投資活動によるキャッシュ・フロー △160,939 △90,240 70,698
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前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

１．短期借入金の増減額（△減少） 165,000 △134,000 △299,000

２．長期借入れによる収入 2,807 ― △2,807

３．長期借入金の返済による支出 △140,772 △293,620 △152,848

４．株式の発行による収入 ― 1,020,000 1,020,000

５．配当金の支払額 △52,005 △62,354 △10,348

財務活動によるキャッシュ・フロー △24,969 530,025 554,995

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 22,366 7,833 △14,532

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額 162,366 654,425 492,059

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 983,944 1,146,310 162,366

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 1,146,310 1,800,736 654,425
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数　　２社

　　子会社は全て連結しております。

　　連結子会社名

　　　漳州立泰医療康復器材有限公司

　　　河村（厦門）貿易有限公司

　当連結会計年度中に設立した河村（厦

門）貿易有限公司を新たに連結の範囲に

含めております。

(1) 連結子会社の数　　２社

　　子会社は全て連結しております。

　　連結子会社名

　　　漳州立泰医療康復器材有限公司

　　　河村（厦門）貿易有限公司

２．持分法の適用に関する事

項

　持分法の適用対象となる関連会社等はあ

りません。

同左

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

連結子会社の漳州立泰医療康復器材有

限公司及び河村（厦門）貿易有限公司の

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、同

決算日現在の財務諸表を使用しておりま

す。ただし、１月１日から連結決算日３

月31日までの期間に発生した重要な取引

については、連結上必要な調整を行って

おります。

同左

４．会計処理基準に関する事

項

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　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）を採用しております。

①　有価証券

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）を採用しております。

時価のないもの

　移動平均法による原価法を採用し

ております。

時価のないもの

同左

②　デリバティブ

　　時価法を採用しております。

②　デリバティブ

同左

③　たな卸資産

ａ　製品、商品、原材料、仕掛品

　当社及び在外連結子会社は主として

総平均法による原価法を採用しており

ます。ただし、受注生産の製品・仕掛

品は個別法による原価法によっており

ます。

③　たな卸資産

ａ　製品、商品、原材料、仕掛品

同左

ｂ　貯蔵品

　最終仕入原価法を採用しております。

ｂ　貯蔵品

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(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

　当社は定率法を、また在外連結子会社

は当該国の会計基準の規定に基づく定額

法を採用しております。

　ただし、当社は平成10年４月１日以降

に取得した建物（附属設備を除く）は定

額法によっております。

　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　　　 ８～47年

機械装置及び運搬具　 ２～15年

①　有形固定資産

同左

②　無形固定資産

　定額法を採用しております。

　なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間（５

年）に基づいております。

②　無形固定資産

同左

(3）重要な繰延資産の処理

方法

新株発行費

　支出時に全額費用として処理しておりま

す。

株式交付費

　支出時に全額費用処理しております。

（繰延資産の会計処理に関する当面の取扱

い）

　当連結会計年度から、「繰延資産の会計

処理に関する当面の取扱い」（企業会計基

準委員会　平成18年８月11日　実務対応報

告第19号）を適用しております。

　前連結会計年度において営業外費用の内

訳として表示していた「新株発行費」は、

当連結会計年度から「株式交付費」と表示

する方法に変更しております。
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項目
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(4）重要な引当金の計上基

準

①　貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、

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。

①　貸倒引当金

同左

②　賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるため、当

社は支給見込額のうち当期負担額を計上

しております。

②　賞与引当金

同左

③　        ──────

 　

③　役員賞与引当金

  役員の賞与の支給に備えるため、当連

結会計年度末における支給見込額に基づ

き計上しております。

（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、経常利益及び税

金等調整前純利益は、それぞれ11,000千

円減少しております。

④　退職給付引当金

　従業員の退職金の支給に備えるため、

当社は当連結会計年度末における退職給

付債務を計上しております。

　なお、退職給付引当金の対象従業員

が 300名未満であるため、簡便法によっ

ており、退職給付債務の金額は当連結会

計年度末自己都合要支給額としておりま

す。

④　退職給付引当金

同左

⑤　役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備えて、当

社内規に基づく期末要支給額を計上して

おります。

⑤　役員退職慰労引当金

　平成18年６月24日開催の定時株主総会

において、コーポレート・ガバナンスの

強化の一環として役員退職慰労金制度を

廃止致しました。

（追加情報）

　従来、当社は役員の退職慰労金の支出

に備えるため、役員退職慰労金規定に基

づき連結会計期間末要支給額を計上して

おりましたが、コーポレート・ガバナン

スの強化の一環として役員退職慰労金制

度を廃止し、役員退職慰労金は全額取崩

し、「長期未払金」に振替えておりま

す。

　なお、この変更による損益に与える影

響はありません。
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項目
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(5) 重要な外貨建の資産及

び負債の本邦通貨への

換算の基準

　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

は損益として処理しております。なお、在

外子会社の資産及び負債は、連結決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、収益及

び費用は期中平均相場により円貨に換算し、

換算差額は少数株主持分及び資本の部に含

めて計上しております。

　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によ

り円貨に換算し、換算差額は純資産の部

における為替換算調整勘定及び少数株主

持分に含めて計上しております。

(6）重要なリース取引の処

理方法

　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。

同左

(7）重要なヘッジ会計の方

法

①　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっております。

　        ──────

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…通貨オプション、為替予

約

ヘッジ対象…外貨建予定取引

③　ヘッジ方針

　将来の為替変動によるリスク回避を目

的に行っており、投機的な取引は行って

おりません。

④　ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ手段の想定元本とヘッジ対象に

関する重要な条件が同一であり、かつ、

ヘッジ開始時及びその後も継続して、相

場変動またはキャッシュ・フローの変動

を完全に相殺するものと想定することが

できるため、ヘッジの有効性の判定は省

略しております。

(8）その他連結財務諸表作

成のための基本となる

重要な事項

　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜

方式によっております。また、控除対象外

消費税等については、当連結会計年度の負

担すべき期間費用として処理しております。

ただし、固定資産に係る控除対象外消費税

等については、投資その他の資産の「その

他」に計上し、法人税法に規定する期間

（５年間）にわたり償却しております。

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

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、全面時価評価法を採用しております。

同左

６．連結調整勘定の償却に関

する事項

　連結調整勘定の償却については、５年間

の均等償却を行っております。

同左

７．利益処分項目等の取扱い

に関する事項

　連結剰余金計算書は、連結会社の利益処

分について、連結会計年度中に確定した利

益処分に基づいて作成しております。

同左

８．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。

同左
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日

　　至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日

　　至　平成19年３月31日）

　固定資産の減損に係る会計基準

　当連結会計年度から「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。

　これによる損益に与える影響はありません。

──────

──────  （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当連結会計年度から「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。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は4,041,750千円

であります。

　なお、当連結会計期間における連結貸借対照表の純資

産の部については、連結財務諸表規則の改正に伴い、改

正後の連結財務諸表規則により作成しております。

表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

―――――― （連結貸借対照表） 

　前連結会計年度において、「連結調整勘定」として掲記

されていたものは、当連結会計年度から「のれん」と表示

しております。

（連結キャッシュ・フロー計算書）

　前連結会計年度において、「連結調整勘定償却額」とし

て掲記されていたものは、当連結会計年度から「のれん償

却額」と表示しております。

㈱カワムラサイクル  (7311)  平成 19 年３月期決算短信

－ 25 －



注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

※１　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりであります。

※１　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりであります。

建物 677,319千円

土地 913,594

計 1,590,914

建物    645,555千円

土地 913,594

計 1,559,149

　担保付債務は次のとおりであります。 　担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 73,784千円

１年以内返済予定の長期借入金 122,772

長期借入金 595,233

計 791,789

短期借入金      97,456千円

１年以内返済予定の長期借入金 107,948

長期借入金 250,833

計 456,237

※２　発行済株式数 ※２　　　　　　　　――――――

発行済株式数　　普通株式 21,200株

※３　　　　　　　　―――――― ※３　満期手形の注記

　　　　連結会計年度末日満期手形の会計処理について

　　　は、当連結会計年度末日は金融機関の休日でした

　　　が、満期日に決済が行われたものとして処理して

　　　おります。

　　　　受取手形　　　　　12,362千円

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１　一般管理費に含まれる研究開発費は69,246千円で

あります。

※１　一般管理費に含まれる研究開発費は66,353千円で

あります。

※２　固定資産売却益は工具器具及び備品1,469千円であ

ります。

※２　固定資産売却益は工具器具及び備品2,220千円であ

ります。

※３　固定資産除却損は構築物390千円であります。 ※３　固定資産除却損は建物1,121千円であります。
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（連結株主資本等変動計算書関係）

当連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末株
式数（株）

発行済株式　（注）

普通株式 21,200 6,000  27,200

合計 21,200 6,000  27,200

 （注）普通株式の発行済株式総数の増加　6,000株は、第三者割当による新株の発行による増加であります。

 

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月24日

定時株主総会
普通株式 63,000 3,000 平成18年３月31日 平成18年６月24日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年５月18日

取締役会
普通株式 68,000 利益剰余金 2,500 平成19年３月31日 平成19年６月11日

㈱カワムラサイクル  (7311)  平成 19 年３月期決算短信

－ 27 －



（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日）

※　現金及び現金同等物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

（平成18年３月31日現在）

※　現金及び現金同等物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

（平成19年３月31日現在）

現金及び預金勘定 1,208,744千円

有価証券勘定 10,059

預金期間が３か月

を超える定期預金
△72,493

現金及び現金同等物 1,146,310

現金及び預金勘定 1,844,450千円

有価証券勘定 10,077

預金期間が３か月

を超える定期預金
△53,792

現金及び現金同等物 1,800,736

（リース取引関係）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

機械装置及び
運搬具

6,366 3,183 3,183

合計 6,366 3,183 3,183

取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

機械装置及び
運搬具

6,366 4,456 1,909

合計 6,366 4,456 1,909

（注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み法により算定して

おります。

（注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み法により算定して

おります。

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 1,273 千円

１年超 1,909

合計 3,183

１年内 1,273 千円

１年超 636

合計 1,909

　なお、未経過リース料期末残高相当額は、有形固定資

産の期末残高等に占める未経過リース料期末残高の割合

が低いため、支払利子込み法により、算定しております。

　なお、未経過リース料期末残高相当額は、有形固定資

産の期末残高等に占める未経過リース料期末残高の割合

が低いため、支払利子込み法により、算定しております。

３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 1,273千円

減価償却費相当額 1,273千円

支払リース料    1,273千円

減価償却費相当額      1,273千円

４．減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はありません。

４．減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はありません。
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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

種類

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

取得原価
（千円）

連結貸借対照
表計上額

（千円）
差額（千円）

取得原価
（千円）

連結貸借対照
表計上額

（千円）
差額（千円）

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えるもの

(1）株式 16,582 20,508 3,926 16,694 23,004 6,309

(2）その他 1,747 3,801 2,054 1,747 4,283 2,535

小計 18,330 24,310 5,980 18,442 27,287 8,844

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの

(1)株式 409 378 △31 3,713 3,430 △282

(2)その他 － － － － － －

小計 409 378 △31 3,713 3,430 △282

合計 18,739 24,688 5,949 22,155 30,718 8,562

２．前連結会計年度及び当連結会計年度中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

種類

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円）

(1)その他有価証券

①　非上場株式 17,100 18,600

②　中期国債ファンド 10,059 10,077

③　その他 5,739 2,877

４．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額

種類

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

１年以内
（千円）

１年超５年
以内
（千円）

５年超10年
以内
（千円）

10年超
（千円）

１年以内
（千円）

１年超５年
以内
（千円）

５年超10年
以内
（千円）

10年超
（千円）

その他 7,703 － － － 5,369 － － －

合計 7,703 － － － 5,369 － － －
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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

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(1）取引の内容

　当社の利用しているデリバティブ取引は為替予約取

引及び通貨オプション取引であります。

(1）取引の内容

同左

(2）取引に対する取組方針

　当社のデリバティブ取引は、将来の為替の変動によ

るリスク回避を目的としており、外貨建仕入実績等を

踏まえ、必要な範囲内でデリバティブ取引を取組むこ

ととしております。従って、投機的な取引は行わない

方針であります。

(2）取引に対する取組方針

同左

(3）取引の利用目的

　当社のデリバティブ取引は、通常の営業過程におけ

る外貨建仕入取引の為替変動によるリスクを回避し、

安定的な利益の確保を図る目的で利用しております。

　なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を

行っております。

(3）取引の利用目的

　当社のデリバティブ取引は、通常の営業過程におけ

る外貨建仕入取引の為替変動によるリスクを回避し、

安定的な利益の確保を図る目的で利用しております。

①　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…通貨オプション、為替予約

ヘッジ対象…外貨建予定取引

 

 

②　ヘッジ方針

　将来の為替変動によるリスク回避を目的に行って

おり、投機的な取引は行っておりません。

 

 

③　ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ手段の想定元本とヘッジ対象に関する重要

な条件が同一であり、かつ、ヘッジ開始時及びその

後も継続して、相場変動またはキャッシュ・フロー

の変動を完全に相殺するものと想定することができ

るため、ヘッジの有効性の判定は省略しております。

 

 

(4）取引に係るリスクの内容

　当社が利用している為替予約取引及び通貨オプショ

ン取引は為替変動によるリスクを有しております。な

お、当社のデリバティブ取引の契約先はいずれも信用

度の高い金融機関であるため、相手方の契約不履行に

よるリスクはほとんどないと判断しております。

(4）取引に係るリスクの内容

同左

(5）取引に係るリスク管理体制

　デリバティブ取引の執行・管理については、取引権

限及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、資金

担当部門が決裁担当者の承認を得て行っております。

(5）取引に係るリスク管理体制

同左
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２．取引の時価等に関する事項

前連結会計年度（平成18年３月31日）

通貨関連

区
分

種類 契約額等（千円）
契約額等のうち
１年超（千円）

時価（千円） 評価損益（千円）

市

場

取

引

以

外

の

取

引

為替予約取引

買建

米ドル 12,650 ― 11,703 △946

通貨オプション取引

売建

プット

米ドル
3,553,467

(―)

1,415,513

(―) △163,645 △163,645

買建

コール

米ドル
3,553,467

(―)

1,415,513

(―)
115,306 115,306

合計 ― ― ― △49,285

（注）１．時価の算定方法

　　　　期末時価は、当該契約を締結している取引金融機関から提示された価格によっております。

　　　２．通貨オプション取引は、売建・買建オプション料を相殺するゼロコストオプション取引であり、オプション料

は発生しておりません。
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当連結会計年度（平成19年３月31日）

通貨関連

区
分

種類 契約額等（千円）
契約額等のうち
１年超（千円）

時価（千円） 評価損益（千円）

市

場

取

引

以

外

の

取

引

為替予約取引

買建

米ドル 12,650 ― 11,762 △887

通貨オプション取引

売建

プット

米ドル
1,422,984

(―)

271,607

(―)
△43,402 △43,402

買建

コール

米ドル
1,422,984

(―)

271,607

(―)
33,077 33,077

合計 ― ― ― △11,212

（注）１．時価の算定方法

　　　　期末時価は、当該契約を締結している取引金融機関から提示された価格によっております。

　　　２．通貨オプション取引は、売建・買建オプション料を相殺するゼロコストオプション取引であり、オプション料

は発生しておりません。
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（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社は確定給付型の制度として退職一時金制度を採用しております。

２．退職給付債務及びその内訳

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

(1）退職給付債務 （千円） △19,773 △23,599

(2）退職給付引当金 （千円） △19,773 △23,599

（注）退職給付債務の算定に

あたり、期末自己都合

要支給額を退職給付債

務とする簡便法を採用

しております。

同左

３．退職給付費用の内訳

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

退職給付費用

(1）勤務費用 （千円） 4,219 7,167

(2) 退職給付費用 （千円） 4,219 7,167

（注）当社は簡便法を採用し

ているため、退職給付

費用はすべて勤務費用

としております。

同左

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

　当社は簡便法の退職給付に係る期末自己都合要支給額

を退職給付債務とする方法を採用しているため、基礎率

等について記載しておりません。

同左
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産（流動）

未払事業税 7,017 千円

賞与引当金 20,938

その他 11,388

  計 39,343

繰延税金負債（流動）

デリバティブ評価益 11,101

  計 11,101

繰延税金資産の純額（流動） 28,242

繰延税金資産（固定）

貸倒引当金繰入限度超過額 65

退職給付引当金 7,996

役員退職慰労引当金 24,172

デリバティブ評価損 31,032

その他 473

  計 63,739

繰延税金負債（固定）

有価証券評価差額 2,405

  計 2,405

繰延税金資産の純額（固定） 61,333

繰延税金資産（流動）

未払事業税 6,427 千円

賞与引当金 18,450

役員賞与引当金 4,448

たな卸資産評価減 5,213

　その他 11,821

繰延税金資産（流動） 46,361

繰延税金資産（固定）

貸倒引当金繰入限度超過額 16

退職給付引当金 9,543

長期未払金 24,366

デリバティブ評価損 3,817

その他 473

  計 38,217

繰延税金負債（固定）

有価証券評価差額 3,462

  計 3,462

繰延税金資産の純額（固定） 34,754

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の

原因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であ

るため注記を省略しております。

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の

原因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率 40.4％

(調整)

交際費等永久に損金に算入さ

れない項目 0.4％

住民税均等割額 2.0％

税額控除 △1.3％

法人税等還付金 △12.2％

その他 1.0％

税効果会計適用後の法人税等

の負担率 30.3％
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　当企業グループの主たる事業は、車いす製造、販売であり、製品の種類、性格、販売市場等の類似性から判

断して、事業の種類別セグメント情報を記載しておりません。

当連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

　当企業グループの主たる事業は、車いす製造、販売であり、製品の種類、性格、販売市場等の類似性から判

断して、事業の種類別セグメント情報を記載しておりません。

ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の合計額に占める「日本」の割合がいずれも90％を超

えているため、記載を省略しております。

当連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

　全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の合計額に占める「日本」の割合がいずれも90％を超

えているため、記載を省略しております。

ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。

当連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

　海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。
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（関連当事者との取引）

前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

(1）役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

（％）

関係内容
取引の内
容

取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及びそ

の近親者
林　慶旭 － －

当社取締役

林口儀器工

業股份有限

公司総経理

(被所有)

直接　3.58
－ －

製品、原

材料の購

入

371,787 買掛金 36,292

　（注）１．取引条件及び取引条件の決定方針

　　　　　　取引条件は当社と関係を有しない一般取引先と同様の表件であります。

２．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まず、期末残高は消費税等を含んでおります。

３．林口儀器工業股份有限公司は当社取締役林慶旭及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社（86％）

として関連当事者に該当しておりますが、その取引等については、役員及びその近親者に記載のとおりです。

４．林慶旭は平成17年６月29日をもって取締役に就任し、平成17年12月31日をもって辞任しているため、取引金

額は、同氏が取締役に該当した期間のものであります。また、期末残高については辞任日の残高を記載して

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）  ──────
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 132,015円32銭

１株当たり当期純利益金額 10,324円95銭

１株当たり純資産額       148,593円76銭

１株当たり当期純利益金額 11,933円84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。

　当社は、平成17年５月20日付で株式１株につき２株の株

式分割を行っております。

　なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合

の前連結会計年度における１株当たり情報については、以

下のとおりとなります。

１株当たり純資産額 122,799円29銭

１株当たり当期純利益金額 11,592円93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）　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。

前連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当期純利益（千円） 228,888 275,946

普通株主に帰属しない金額（千円） 10,000 ―

（うち利益処分による役員賞与金） (10,000) 　　　　　　　　　（―）

普通株式に係る当期純利益（千円） 218,888 275,946

期中平均株式数（株） 21,200 23,123

（重要な後発事象）

　　　　　　該当事項はありません。
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 953,103 1,659,862  

２．受取手形 262,136 230,074  

３．売掛金 ※3 517,505 521,211  

４．有価証券 10,059 10,077  

５．商品 13,684 7,020  

６．製品 326,376 271,282  

７．原材料 192,392 231,528  

８．仕掛品 15,440 21,623  

９．貯蔵品 8,396 6,594  

10．前渡金 178 22,749  

11．立替金 ― 360  

12．前払費用 14,508 9,909  

13．繰延税金資産 28,242 46,361  

14．デリバティブ資産 60,585 13,518  

15．その他 19,575 31,664  

貸倒引当金 △558 △327  

流動資産合計 2,421,627 48.9 3,083,512 55.0 661,884

Ⅱ　固定資産

(1)有形固定資産

１．建物 ※1 843,735 844,945

減価償却累計額 159,535 684,200 192,882 652,063  

２．構築物 34,862 34,862

減価償却累計額 21,214 13,647 23,951 10,911  

３．機械及び装置 58,556 59,012

減価償却累計額 31,937 26,619 35,986 23,025  

４．車輌及び運搬具 5,220 5,220

減価償却累計額 4,577 642 4,782 437  

５．工具器具及び備品 96,363 98,719
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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）

減価償却累計額 77,256 19,106 77,042 21,676  

６．土地 ※1 1,042,169 1,042,169  

有形固定資産合計 1,786,386 36.0 1,750,284 31.2 △36,102

(2）無形固定資産

１．ソフトウェア 6,890 5,818  

２．その他 6,379 5,409  

無形固定資産合計 13,269 0.3 11,227 0.2 △2,042

(3）投資その他の資産

１．投資有価証券 47,528 52,195  

２．出資金 635 635  

３．関係会社出資金 423,174 423,174  

４．関係会社長期貸付金 181,608 235,707  

５．破産債権、更生債権
その他これらに準ず
る債権

237 42  

６．長期前払費用 152 108  

７．繰延税金資産 61,333 34,754  

８．その他 18,445 11,143  

貸倒引当金 △237 △42  

投資その他の資産合計 732,877 14.8 757,719 13.6 24,841

固定資産合計 2,532,533 51.1 2,519,230 45.0 △13,302

資産合計 4,954,161 100.0 5,602,743 100.0 648,581
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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 18,630 23,473  

２．買掛金 93,241 59,234  

３．短期借入金 ※1 815,000 681,000  

４．１年以内返済予定の長
期借入金

※1 140,772 151,772  

５．未払金 55,141 48,937  

６．未払費用 28,288 27,841  

７．未払法人税等 110,614 61,176  

８．預り金 3,347 7,215  

９．賞与引当金 51,776 45,625  

10．役員賞与引当金 ― 11,000  

11．デリバティブ負債 33,133 15,290  

12．その他 8,580 8,049  

流動負債合計 1,358,526 27.4 1,140,616 20.3 △217,909

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 ※1 636,233 331,613  

２．退職給付引当金 19,773 23,599  

３．役員退職慰労引当金 59,773 ―  

４．デリバティブ負債 79,642 9,440  

５．長期未払金 ― 60,252  

固定負債合計 795,421 16.1 424,905 7.6 △370,516

負債合計 2,153,948 43.5 1,565,522 27.9 △588,426
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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 ※2 974,550 19.7 ― ― ―

Ⅱ　資本剰余金

資本準備金 1,006,900 ―

資本剰余金合計 1,006,900 20.3 ― ― ―

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 1,300 ―

２．当期未処分利益 813,919 ―

利益剰余金合計 815,219 16.4 ― ― ―

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

3,543 0.1 ― ― ―

資本合計 2,800,212 56.5 ― ― ―

負債・資本合計 4,954,161 100.0 ― ― ―

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   ― ―  1,484,550 26.5 ―

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  ―   1,516,900    

資本剰余金合計   ― ―  1,516,900 27.1 ―

３．利益剰余金         

(1）利益準備金  ―   1,300    

(2）その他利益剰余金         

繰越利益剰余金  ―   1,029,370    

利益剰余金合計   ― ―  1,030,670 18.4 ―

株主資本合計   ― ―  4,032,120 72.0 ―

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  ― ―  5,100 0.1 ―

評価・換算差額等合計   ― ―  5,100 0.1 ―

純資産合計   ― ―  4,037,220 72.1 ―

負債純資産合計   ― ―  5,602,743 100.0 ―
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(2）損益計算書

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高

１．製品売上高 4,142,379 3,740,439

２．商品売上高 70,714 4,213,094 100.0 74,329 3,814,768 100.0 △398,325

Ⅱ　売上原価

(1)製品売上原価

１．製品期首たな卸高 295,878 326,376

２．当期製品製造原価 362,270 326,356

３．当期製品仕入高 2,050,071 1,735,654

４．他勘定よりの振替高 ※1 194,629 197,737

５．合計 2,902,849 2,586,123

６．製品期末たな卸高 326,376 271,282

製品売上原価 2,576,473 2,314,841

(2)商品売上原価

１．商品期首たな卸高 24,452 13,684

２．当期商品仕入高 56,099 59,943

３．合計 80,551 73,628

４．他勘定への振替高 ※2 14,748 16,013

５．商品期末たな卸高 13,684 7,020

商品売上原価 52,119 2,628,592 62.4 50,595 2,365,436 62.0 △263,155

売上総利益 1,584,501 37.6 1,449,331 38.0 △135,169

Ⅲ　販売費及び一般管理費

１．運賃 156,308 152,735

２．荷造費 14,355 15,756

３．広告宣伝費 40,776 21,006

４．支払手数料 54,750 50,863

５．報酬・給料及び諸手当 390,883 402,332

６．賞与引当金繰入額 38,022 33,244

７．役員賞与引当金繰入額 ― 11,000

８．法定福利厚生費 63,226 58,026

９．退職給付引当金繰入額 2,885 5,241

10．役員退職慰労引当金繰
入額

8,208 2,030

11．租税公課 89,726 80,796
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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）

12．研究開発費 ※3 69,246 65,972

13．減価償却費 41,986 38,806

14．貸倒引当金繰入額 ― 327

15．その他 205,285 1,175,663 27.9 192,020 1,130,162 29.6 △45,501

営業利益 408,838 9.7 319,169 8.4 △89,668

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 ※4 4,681 6,241

２．受取配当金 3,566 957

３．受取家賃 3,224 3,177

４．為替差益 16,687 58,463

５．その他 4,875 33,035 0.8 44,525 113,366 3.0 80,330

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 15,077 15,668

２．新株発行費 485 ―

３．株式交付費 ― 5,907

４．部品交換損 3,845 ―

５．その他 540 19,949 0.5 3,980 25,556 0.7 5,607

経常利益 421,924 10.0 406,979 10.7 △14,944

Ⅵ　特別利益

１．貸倒引当金戻入益 1,957 42

２．固定資産売却益 ※5 1,469 2,220

３．投資有価証券売却益 ― 3,427 0.1 2,500 4,762 0.1 1,335

Ⅶ　特別損失

１．デリバティブ評価損 25,932 25,932 0.6 ― ― 0.0 △25,932

税引前当期純利益 399,418 9.5 411,741 10.8 12,322

法人税、住民税及び事
業税

196,350 167,394

法人税等還付金 ―   △52,106    

法人税等調整額 △22,377 173,973 4.1 7,402 122,690 3.2 △51,282

当期純利益 225,445 5.4 289,051 7.6 63,605

前期繰越利益 588,473 740,319 151,845

当期未処分利益 813,919 1,029,370 215,451
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製造原価明細書

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　材料費 182,022 50.9 160,144 48.2 △21,878

Ⅱ　労務費 96,382 26.9 96,954 29.1 571

Ⅲ　経費 79,479 22.2 75,441 22.7 △4,037

（外注加工費） (34,432) (34,912)  

（減価償却費） (20,529) (14,366)  

当期総製造費用 357,885 100.0 332,539 100.0 △25,346

期首仕掛品たな卸高 19,825 15,440  

期末仕掛品たな卸高 15,440 21,623  

当期製品製造原価 362,270 326,356  

　（注）当社の原価計算の方法は、標準品については総合原価計算による実際原価計算であり、個別受注品については個

別原価計算であります。
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(3）利益処分計算書及び株主資本等変動計算書

利益処分計算書

前事業年度
（株主総会承認日）
平成18年６月24日

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　当期未処分利益 813,919

Ⅱ　利益処分額

１．配当金 63,600

２．役員賞与金 10,000

（うち監査役賞与金） (800) 73,600

Ⅲ　次期繰越利益 740,319
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 （4）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

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

平成18年３月31日　残高 974,550 1,006,900 1,300 813,919 2,796,669

事業年度中の変動額

新株の発行 510,000 510,000   1,020,000

剰余金の配当（注）    △63,600 △63,600

利益処分による役員賞与（注）    △10,000 △10,000

当期純利益    289,051 289,051

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 510,000 510,000  215,451 1,235,451

平成19年３月31日　残高 1,484,550 1,516,900 1,300 1,029,370 4,032,120

                                                                　　　　　　　（単位：千円）

評価・換算差額等
純資産合計

その他有価証券評価差額金

平成18年３月31日　残高 3,543 2,800,212

事業年度中の変動額

新株の発行  1,020,000

剰余金の配当（注）  △63,600

利益処分による役員賞与（注）  △10,000

当期純利益  289,051

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額（純額）

1,556 1,556

事業年度中の変動額合計 1,556 1,237,008

平成19年３月31日　残高 5,100 4,037,220

 （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。

㈱カワムラサイクル  (7311)  平成 19 年３月期決算短信

－ 46 －



重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）子会社株式

　移動平均法による原価法を採用してお

ります。

(1）子会社株式

同左

(2）その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部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）

を採用しております。

(2）その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算

定）を採用しております。

時価のないもの

　移動平均法による原価法を採用してお

ります。

時価のないもの

同左

２．デリバティブの評価基準

及び評価方法

(1）デリバティブ

　時価法を採用しております。

(1）デリバティブ

同左

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1）製品、商品、原材料、仕掛品

　総平均法による原価法を採用しており

ます。ただし、受注生産の製品・仕掛品

は個別法による原価法によっております。

(1）製品、商品、原材料、仕掛品

同左

(2) 貯蔵品

　最終仕入原価法を採用しておりま

す。

(2）貯蔵品

同左

４．固定資産の減価償却の方

法

(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（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　　　　　８～47年

(1）有形固定資産

同左

(2）無形固定資産

　定額法を採用しております。

　なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法を採用しております。

(2) 無形固定資産

同左

５．繰延資産の処理方法 (1）新株発行費

支出時に全額費用として処理しており

ます。

(1）株式交付費

支出時に全額費用として処理しており

ます。

（繰延資産の会計処理に関する当面の取

扱い）

　当事業年度から、「繰延資産の会計処

理に関する当面の取扱い」（企業会計基

準委員会　平成18年８月11日　実務対応

報告第19号）を適用しております。

　前事業年度において営業外費用の内訳

として表示していた「新株発行費」は、

当事業年度から「株式交付費」と表示す

る方法に変更しております。
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項目
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

６．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、

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。

(1) 貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、支

給見込額のうち当期負担額を計上してお

ります。

(2) 賞与引当金

同左

(3)         ──────

　

(3) 役員賞与引当金

役員の賞与の支給に備えるため、当

事業年度における支給見込額に基づき

計上しております。

　（会計方針の変更）

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、経常利益及び

税引前当期純利益は、それぞれ11,000

千円減少しております。 

(4) 退職給付引当金

従業員の退職金の支給に備えるため、

事業年度末における退職給付債務を計上

しております。

なお、退職給付引当金の対象従業員

が 300名未満であるため、簡便法によっ

ており、退職給付債務の金額は事業年度

末自己都合要支給額としております。

(4) 退職給付引当金

同左

(5)役員退職慰労引当金

役員に対する退職慰労金の支給に備え

るため、当社内規に基づく期末要支給額

を計上しております。

(5) 役員退職慰労引当金

同左

７．重要な外貨建の資産及び

負債の本邦通貨への換算

基準

　外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為

替相場により円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。

同左

８．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
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項目
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

９．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっております。

　　　　　　 ──────

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…通貨オプション、為替予

約

ヘッジ対象…外貨建予定取引

(3）ヘッジ方針

　将来の為替変動によるリスク回避を目

的に行っており、投機的な取引は行って

おりません。

(4)ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ手段の想定元本とヘッジ対象に

関する重要な条件が同一であり、かつ、

ヘッジ開始時及びその後も継続して、相

場変動またはキャッシュ・フローの変動

を完全に相殺するものと想定することが

できるため、ヘッジの有効性の判定は省

略しております。

10．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

(1) 消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は税

抜方式によっております。また、控除対

象外消費税等については、当期の負担す

べき期間費用として処理しております。

ただし、固定資産に係る控除対象外消費

税等については、投資その他の資産の「そ

の他」に計上し、法人税法に規定する期

間（５年間）にわたり償却しております。

(1) 消費税等の会計処理

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。

これによる損益に与える影響はありません。

──────

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

　当事業年度から「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。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は4,037,220千円

であります。

　なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部につ

いては、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸表

等規則により作成しております。
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表示方法の変更

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（損益計算書関係）

１．法定福利・厚生費は、販売費及び一般管理費の合計額

の５/100を超えたため、区分掲記することと致しまし

た。なお、前期は、販売費及び一般管理費のその他に

52,157千円含まれております。

（損益計算書関係）

１．　　　　　　　──────

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　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は、次のとおりであります。

※１　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は、次のとおりであります。

建　物 677,319千円

土　地 913,594

　計 1,590,914

建　物 645,555千円

土　地 913,594

　計 1,559,149

担保付債務は次のとおりであります。 担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 73,784千円

1年以内返済予定の

長期借入金
122,772

長期借入金 595,233

　計 791,789

短期借入金     97,456千円

1年以内返済予定の

長期借入金
107,948

長期借入金 250,833

　計 456,237

※２　授権株式数及び発行済株式数

授権株式数　　普通株式　 80,000株

発行済株式数　普通株式　 21,200株

※２　授権株式数及び発行済株式数

授権株式数　　普通株式　  80,000株

発行済株式数　普通株式　  27,200株

※３　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3,543千円で

あります。

※３　　　　　　　──────

※４　　　　　　　────── ※４　満期手形の注記

　　　事業年度末日満期手形の会計処理については、当

　　事業年度末日は金融機関の休日でしたが、満期日に

　　決済が行われたものとして処理しております。

　　　　受取手形　　　　　12,362千円
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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　他勘定よりの振替高の内訳は次のとおりであります。

　　　材料費　　　　　　　　　　194,629千円

※１　他勘定よりの振替高の内訳は次のとおりであります。

　　　材料費　　　　　　　　　  197,737千円

※２　他勘定への振替高の内訳は次のとおりであります。

　　　材料費　　　　　　　　　　 14,748千円

※２　他勘定への振替高の内訳は次のとおりであります。

　　　材料費　　　　　　　　　 　16,013千円

※３　一般管理費に含まれる研究開発費は69,246千円であ

ります。

※３　一般管理費に含まれる研究開発費は65,972千円であ

ります。

※４　関係会社からの受取利息4,359千円が含まれており

ます。

※４　関係会社からの受取利息5,510千円が含まれており

ます。

※５　固定資産売却益は工具器具及び備品1,469千円であ

ります。

※５　固定資産売却益は工具器具及び備品2,220千円であ

ります。

（株主資本等変動計算書関係）

　　　　　　該当事項はありません。
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

車両及び運搬
具

6,366 3,183 3,183

合計 6,366 3,183 3,183

（注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形

固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定しております。

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）

車両及び運搬
具

6,366 4,456 1,909

合計 6,366 4,456 1,909

（注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形

固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定しております。

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 1,273千円

１年超 1,909

合計 3,183

１年内 1,273千円

１年超 636

合計 1,909

なお、未経過リース料期末残高相当額は、有形固定資

産の期末残高等に占める未経過リース料期末残高の割合

が低いため、支払利子込み法により算定しております。

なお、未経過リース料期末残高相当額は、有形固定資

産の期末残高等に占める未経過リース料期末残高の割合

が低いため、支払利子込み法により算定しております。

３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 1,273千円

減価償却費相当額 1,273千円

支払リース料 　1,273千円

減価償却費相当額      1,273千円

４．減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。

（減損損失について）

　　 リース資産に配分された減損損失はありません。

４．減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。

（減損損失について）

　　 リース資産に配分された減損損失はありません。
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（税効果会計関係）

前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

別の内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

別の内訳

繰延税金資産（流動）

未払事業税 7,017 千円

賞与引当金 20,938

その他 11,388

計 39,343

繰延税金負債（流動）

デリバティブ評価益 11,101

計 11,101

繰延税金資産の純額（流動） 28,242

繰延税金資産（固定）

貸倒引当金繰入限度超過額 65

退職給付引当金 7,996

役員退職慰労引当金 24,172

デリバティブ評価損 31,032

その他 473

計 63,739

繰延税金負債（固定）

有価証券評価差額 2,405

計 2,405

繰延税金資産の純額(固定) 61,333

繰延税金資産（流動）

未払事業税 6,427 千円

賞与引当金 18,450

役員賞与引当金 4,448

たな卸資産評価減 5,213

その他 11,821

繰延税金資産（流動） 46,361

繰延税金資産（固定）

貸倒引当金繰入限度超過額 16

退職給付引当金 9,543

長期未払金 24,366

デリバティブ評価損 3,817

その他 473

計 38,217

繰延税金負債（固定）

有価証券評価差額 5,100

計 5,100

繰延税金資産の純額(固定) 33,117

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の

原因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率 40.4％

(調整)

交際費等永久に損金に算入さ

れない項目 0.8％

住民税均等割額 2.0％

その他 0.4％

税効果会計適用後の法人税等

の負担率 43.6％

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の

原因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率 40.4％

(調整)

交際費等永久に損金に算入さ

れない項目 0.4％

住民税均等割額 2.0％

税額控除 △1.3％

法人税等還付金 △12.0％

その他 0.3％

税効果会計適用後の法人税等

の負担率 29.8％
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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 131,613円81銭

１株当たり当期純利益金額 10,162円54銭

１株当たり純資産額      148,427円24銭

１株当たり当期純利益金額       12,500円60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。

当社は、平成17年５月20日付で株式１株につき２株の株

式分割を行っております。

なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合

の前事業年度における１株当たり情報については、以下の

とおりとなります。

１株当たり純資産額 123,912円96銭

１株当たり当期純利益金額 11,046円49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）　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）

当期純利益（千円） 225,445 289,051

普通株主に帰属しない金額（千円） 10,000 ―

（うち利益処分による役員賞与金） (10,000) （―）

普通株式に係る当期純利益（千円） 215,445 289,051

期中平均株式数（株） 21,200 23,123

（重要な後発事象）

　　　　　　該当事項はありません。
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６．その他
(1）役員の異動

  ①新任監査役候補

　　常勤監査役　　　吉岡　雄二　　　（現　経理部長）

　②退任予定取締役

　　常務取締役　　　内田　桂治　　　（現　常務取締役　生産本部長）

 

 

(2）その他

 　該当事項はありません。
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