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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 8,475 15.3 464 39.1 447 39.3 258 48.7

18年３月期 7,349 5.7 334 2.4 321 0.7 173 41.3

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 33 54  ― 10.0 6.8 5.5

18年３月期 77 14  ― 8.1 5.4 4.6

（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 7,064 2,929 41.5 365 72

18年３月期 6,092 2,233 36.7 1,026 14

（参考）自己資本 19年３月期 2,929百万円 18年３月期 2,233百万円

(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 171 △497 407 1,187

18年３月期 223 △176 △67 1,107

２．配当の状況

１株当たり配当金 配当金総額

(年間)
配当性向

純資産

配当率（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 5 00 5 00 10 00 21 13.0 1.0

19年３月期 2 20 4 50 6 70 53 20.8 0.2

20年３月期（予想） 2 50 2 50 5 00 － 14.2 －

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 4,138 0.8 206 △4.6 212 9.5 136 16.8 17 00

通期 8,513 0.4 460 △0.9 471 5.4 281 8.9 35 17
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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、24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 8,010,000株 18年３月期 2,170,000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。

※   上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は、添付資料の３ページを参照して下さい。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　当事業年度のわが国経済は、原油価格、素材価格が高騰するなど懸念材料がありましたが、好調な企業業績を背

景とした設備投資は依然として高い水準で推移し、雇用環境の改善等、全体として引き続き景気回復傾向の情勢で

推移してまいりました。

　このような状況の中にあって、当社は、営業部門におきましては、技術及び工事部門との連携を強化することに

より、提案型営業を積極的に推進し、既存顧客からの受注拡大と新規顧客の開拓に全力を尽くしてまいりました。

更に、直販体制を活かした全ての顧客に対する顧客満足度の向上に努めてまいりました。

　生産工場および工事工場では、原料、素材価格の高騰に対処すべく、仕入、購入プロセスの見直しや、設備の増

強、改善による作業効率の向上等により、原価低減を強力に推し進めるとともに、製品の徹底した品質改善、改良

に取組んでまいりました。

　また、技術部門におきましては、現有技術の活用と改善はもとより、将来に向けての新製品、新商品の開発なら

びに新技術の開発に鋭意努めてまいりました。

　その結果、当事業年度の売上高は8,475百万円となり、前事業年度に比べ1,125百万円（15.3％増）の増収となり

ました。

　また、損益面におきましては、経常利益は447百万円（前事業年度比39.3％増）、当期純利益は258百万円（前事

業年度比48.7％増）となり、ともに増益となりました。

 各品目別の営業の概況は、次のとおりであります。

＜工　事　施　工＞ 

　当社の主要顧客である鉄鋼業界の好調な業績を背景に、製鉄所保全工事は引き続き順調に推移し、連続鋳造設備

のロール補修工事は前事業年度に比べ20.5％の増加、また、電力関連の現地機械加工工事、粉砕機ミル溶接工事も

大きく増加し、更に、プラズマアーク粉体肉盛工事は前事業年度に比べて33.3％の増加となるなど、高度な技術の

提供と受注拡大に努めた結果、売上高は4,672百万円（前事業年度比15.5％増）となりました。

＜溶　接　材　料＞

　製品の原材料価格、商品の仕入価格が前事業年度に続き上昇する厳しい環境のもと、直販体制による販売活動の

強化を進めてまいりました結果、製品におきましては、耐摩耗、耐腐食用溶接材料のフラックス入りワイヤの売上

高は723百万円（前事業年度比7.2％増）となりました。

　一方、商品のアーク溶接棒、ＴＩＧ・ＭＩＧなどの溶接材料の売上高は1,042百万円（前事業年度比8.6％増）と

なり、溶接材料の合計売上高は1,765百万円（前事業年度比8.0％増）となりました。

 ＜トッププレート＞

　競合他社との価格競争が激化するなか、更なる原価低減に努め営業を強化した結果、鉄鋼、プラントメーカー、

硝子、セメントなど幅広い業界の受注を受け、売上高は875百万円（前事業年度比14.3％増）となりました。

＜その他＞ 

　自動車産業向けのＤ＆Ｈ商品は、競合他社の参入と需要が販売単価の低い商品へ移行したことにより前事業年度

実績を下回りましたが、自動車部材の鋳造過程における悪臭を吸収・浄化する脱臭装置、鋳造された自動車パーツ

の強制冷却装置といった環境関連装置の販売が順調に推移した結果、売上高は1,161百万円（前事業年度比28.8％

増）となりました。

(2）次期の見通し

　今後の見通しといたしましては、景気の先導役である設備投資は依然堅調さを維持するものと思われますが、輸

出産業に影響力の大きい米国経済の減速感や、原油価格等原材料費の更なる高騰などの懸念材料があり、当社をと

りまく経営環境は引き続き予断を許さないものがあります。

　このような状況の中で、当社は、営業部門におきましては、他部門との連携を更に強化し、顧客情報の共有化に

よる既存顧客の更なる深耕と新規顧客の獲得推進及び商品拡販部における新市場の開拓に全力を傾注し、受注の拡

大に努めてまいります。また、引き続き、溶接材料の販売強化及び自動車関連のアルミダイキャスト業界のシェア

拡大を図ってまいります。

　生産・工事部門におきましては、設備の増強、改良及び外注業者の育成等により、品質の向上、能率の改善、工

事消化能力の拡大を図り、顧客満足度向上と利益率向上に努めてまいります。

　以上のとおり、収益力の強化に向けた積極的な営業展開、生産性の向上、コスト削減等を実行して、より効率的

な経営に努力してまいる所存でございます。

次期（平成19年度）の業績見通しにつきましては、工事施工、溶接材料、トッププレートの売上高は概ね増加が

予想されるものの、その他における環境関連装置の販売が一段落して売上高が減少することが予想されるため、売

上高全体ではほぼ平成18年度並みと見込まれる一方、損益面では上場関連費用、特別損失等の減少が見込まれ、売

上高8,513百万円（当事業年度比0.4％増）、営業利益460百万円（同0.9％減）、経常利益471百万円（同5.4％増）、

当期純利益281百万円（同8.9％増）を予想しております。
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(3）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残高は4,794百万円となり、前事業年度末に比べ553百万円増加しました。

　これは、受取手形の減少196百万円、仕掛工事の減少85百万円がありましたが、現金及び預金の増加63百万円、

売掛金の増加639百万円、有価証券の増加16百万円、商品・製品、仕掛品及び原材料の増加116百万円が主な要因

です。

（固定資産） 

　当事業年度末における固定資産残高は2,270百万円となり、前事業年度末に比べ419百万円増加しました。

　これは、建物の減少14百万円、機械及び装置の減少21百万円がありましたが、建設仮勘定の増加39百万円及び

投資有価証券の増加382百万円が主な要因です。 

（流動負債）

　当事業年度末における流動負債残高は2,886百万円となり、前事業年度末に比べ297百万円増加しました。

　これは、短期借入金の減少50百万円がありましたが、支払手形の増加230百万円、未払金の増加65百万円、未

払費用の増加16百万円及び賞与引当金の増加19百万円が主な要因です。

（固定負債） 

　当事業年度末における固定負債残高は1,248百万円となり、前事業年度末に比べ21百万円減少しました。

　これは、役員退職慰労引当金の増加11百万円及び長期預り金の減少36百万円が主な要因です。

（純資産）

　当事業年度末における純資産残高は2,929百万円となり、前事業年度末に比べ696百万円増加しました。

　これは、公募増資による資本金及び資本剰余金の増加484百万円並びに利益剰余金の増加223百万円が主な要因

です。

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事業年度末に比べ80百万円増加し、1,187百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）　

　営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税引前当期純利益441百万円、減価償却費の計上136百万

円及び賞与引当金19百万円、役員退職慰労引当金11百万円、仕入債務212百万円、未払金34百万円の増加があり

ましたが、売上高及び受注残高の増加に伴う売上債権442百万円、たな卸資産30百万円の増加並びに法人税等の

納税199百万円があり、171百万円（前事業年度比51百万円減）の収入となりました。　

（投資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・フローにつきましては、有形固定資産の売却による収入27百万円、定期預金の解

約による収入50百万円及び投資有価証券の償還による収入100百万円がありましたが、定期預金の預入による支

出50百万円、投資有価証券の取得による支出505百万円及び有形固定資産の取得による支出が122百万円あり、

497百万円（前事業年度比321百万円減）の支出となりました。

（財務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・フローにつきましては、短期借入金の純減少額50百万円及び配当金の支払による

支出が28百万円ありましたが、株式の発行による収入が485百万円あり、407百万円（前事業年度比474百万円増）

の収入となりました。

 

－ 4 －

特殊電極　（3437）　平成19年３月期（非連結）



（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（％） 35.7 36.7 41.5

時価ベースの自己資本比率

（％）
－ － 37.0

キャッシュ・フロー対有利

子負債比率（％）
649.3 156.9 175.3

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍）
8.2 41.3 25.8

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

（注）１. 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。

２．キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。

３．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ます。

４．利払いは、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

５．平成17年３月期及び平成18年３月期の時価ベースの自己資本比率は、時価が無いため記載しておりません。

 

(4）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配分を経営上の重要課題と考えており、将来の事業展開と経営体質の強化のために必

要な内部留保を確保するとともに業績と資金需要を勘案しながら、継続的かつ安定的な配当を行うことを基本方針と

しております。

　こうした方針のもと、平成19年６月27日開催予定の第60回定時株主総会において、当事業年度の期末配当として１

株当たり４円50銭（普通配当２円50銭　上場記念配当２円）を付議する予定であります。これにより、当事業年度の

配当は年間で１株当たり６円70銭となります。

　次事業年度の配当につきまして、年間１株当たり５円（中間期末２円50銭、期末２円50銭）を予想しております。

 

－ 5 －

特殊電極　（3437）　平成19年３月期（非連結）



(5）事業等のリスク

①　取引先メーカーの設備投資動向の影響について

　当社の売上高に占める販売先上位10社の割合は、平成18年３月期及び平成19年３月期においてそれぞれ48.9％、

47.5％となっており、これら上位10社の大半を鉄鋼業及び非鉄金属製造業が占めております。当社の業績は、こ

れらの業界をはじめとした顧客の設備投資動向の影響を強く受けることから、当社顧客の設備投資需要が悪化し

た場合には、工事施工の受注減少、あるいは受注価格または当社製・商品価格の値下げ要請による同業他社との

競合の激化等により、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

②　仕入先への依存について

　当社ブランドにて販売している溶接材料の一部、並びにトッププレートの原材料となる混合粉末の配合及びブ

レンド加工については、特定の協力会社に対して、当社の技術標準に基づき製造委託または加工委託を行ってお

ります。

　当該溶接材料の一部は、昭和55年からニツコー熔材工業株式会社(大阪市)に製造委託を行っており、平成19年

３月期の商品仕入高に占める同社からの仕入割合は19.8％となっております。

　一方、混合粉末は、平成２年からジャンテック株式会社(東京都中央区)に加工委託を行っており、平成19年３

月期の原材料仕入高に占める同社からの仕入割合は51.1％と高い水準にあります。

　当社は両社との間において、基本契約の他に機密保持に関する覚書等を交わしており、原材料及び商品の安定

調達を図るとともに、当社独自の技術及びノウハウの流出防止に努めております。

　しかし何らかの事情により、これらの安定調達に支障が生じたり、あるいは、当社独自の技術やノウハウが第

三者に流出した場合には、製造・加工委託の代替先の確保に時間を要し、あるいは、競合商品の新たな市場投入

による当社シェアの低下等により、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

③　協力会社への外注について

　当社は、機械加工または熱処理加工等、社内の設備や技術では対応が困難な工程、あるいは、汎用的な溶接作

業等、原価の低減または生産能力の補完に寄与する工程等については、外注を活用しております。

　当社は、外注先の品質管理及び納期管理に努めるとともに、能力の高い外注先の確保・育成に努めております

が、当社の外注先が、必要な技術的・経済的資源を維持できない場合、あるいは、当社が適時・適切に有能な外

注先を確保・活用できない場合等には、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

④　原材料価格の変動について 

　近年、当社製商品の原材料価格が上昇しております。これに対処するため、当社は顧客に対する販売価格への

転嫁の要請、当社の生産性向上及びコスト削減等を実施しておりますが、今後、原材料価格が大幅に高騰した場

合には、適時・適切に販売価格へ転嫁できる保証はなく、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があり

ます。 

⑤　過去の会社更生手続に伴うゴルフ場入会預託金の弁済債務（「長期預り金」勘定）について

　過去に当社がゴルフ場経営を開始した際に募集した『福岡フェザントカントリークラブ』（現在の経営はス

ポーツ振興株式会社）のゴルフ場入会預託金に対する当社の弁済債務を「預り金」として貸借対照表に計上して

おり、その残高は、平成19年３月末現在696百万円となっております。

　当社は現在ゴルフ場の運営を行っておりませんが、当該ゴルフ場入会預託金の弁済債務が残っている理由は、

過去における当社の会社更生手続に関連するものであります。

　会員を退会して預託金の弁済を求めてこられる方への毎年の弁済金は、想定される年間の弁済額以上の金額を、

安全性の高い金融商品（中期国債ファンド等）にて分別管理すること等により対応しておりますが、退会者が一

時期に集中して弁済を要求してきた場合は、当社の財政状態に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
　当社の企業集団を構成する関係会社はありません。また、当社との間で継続的で密接な事業上の関係を持つ当事者も

ないため、該当事項はありません。

 

なお、当社の事業系統図は、次のとおりであります。

 

 

特 殊 電 極 株 式 会 社 

 

仕 入 先 

 

顧         

客 

 

協 力 会 社 

 

メ ー カ ー 

 

製品の加工 製品加工の委託 

原材料・加工部品 

の供給 

溶接工事の施工 

溶 接 材 料 

トッププレート 

その他の販売 

工 事 の 受 託 

原材料・加工部品・商品の調達 

原材料・加工部品・商品の供給 原材料の調達 

品    目 

工 事 施 工 

溶 接 材 料 

トッププレート 

そ の 他 

提 供 内 容 

肉盛溶接・機械加工・補修 

製造・販売 

製造・販売・製缶加工 

製造・販売・保守 
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社の経営方針は、景気に左右されない経営基盤を構築し、その結果として社会への貢献を通し、社員一人ひとり

が『胸を張って誇れる会社』を実現させることを基本方針としております。

　この基本方針を実現させるための指針として、４項目から成る「経営理念」と一つの「品質方針」を掲げておりま

す。

＜経営理念＞

１．私達は、顧客第一主義に徹し、信頼される品質を創り上げます。

２．私達は、積極的に新しい技術の開発と導入を図り、広い分野に製品を提供します。

３．私達は、全員の力を結集して豊かな価値を創造し、活力に満ちた会社を築きます。

４．私達は、地球環境に配慮し、社会への貢献を通して常に胸を張って誇れる会社を目指します。

＜品質方針＞

　私達は、「品質の維持向上は企業の社会的責任」との認識に立って、お客様に満足頂ける品質を追求し、創り上

げてお届けします。

 

(2）目標とする経営指標

　当社は、毎期、安定的な利益を継続的に確保するとともに、株主利益の重視と経営の効率化の視点から、ＲＯＡ

（総資本利益率）並びにＲＯＥ（株主資本利益率）の向上に努力してまいります。

 

(3）中長期的な会社の経営戦略

　昭和８年に創業、昭和25年に特殊電極株式会社として設立以来、特殊溶接材料のメーカーとして事業を展開してま

いりました。

　当初は材料の販売収益に限られていましたが、顧客の要望で溶接工事も手がける事となり、工事施工の売上高比率

は、平成19年３月期には55.2％となりました。

　この間、「技術のトクデン」として顧客第一主義を基本方針とし、企業価値の増大を図ってまいりましたが、わが

国経済環境は大きく変化し、企業再編、経営のグローバル化等の動きが顕著となっており、当社の関わる業界におき

ましても、企業の統合や業務提携が行われている現状であります。

　このような状況のなか、当社は以下に掲げる施策を積極的に取り組み、経営基盤の強化を図ってまいります。

１．人的資源の能力向上と意識改革の推進

　従業員各人が、自らの業務に常に問題意識を持って立ち向かう意識改革と、改善行動を積極的かつ円滑に起こ

すことのできる専門知識の習得と技術の伝承を図ります。

２．顧客密着型営業の推進並びに直販体制の堅持 

　顧客第一主義を標榜する当社は、サービスのスピードも含め、顧客に密着し直販体制をとることは、顧客満足

度を充分に維持するためには不可欠の体制であるとの認識に立って、今後とも堅持してまいります。

３．収益効率を勘案した既存分野の見直し

　数多い商品ラインアップの中で、成熟期を越して衰退期の域に入った分野に関しては、管理に要する費用等、

収益効率を勘案して商品から除去し、新しい商品への置換を図ります。

４．顧客の既存取引分野以外の新たな周辺分野に提供できる技術及び製・商品の開発 

　既存の収益基盤を維持しながら新たな収益基盤を構築する場合、経営資源の分散化は決して有利な手段ではな

いため、7,000余の納入先とその周辺市場を対象として、当社の長年培った技術を駆使して、顧客ニーズを的確に

捉えた製・商品の開発を進めてまいります。 

５．職場の安全確保と業務効率化対策への積極的な投資の実行

　職場の安全確保なくして企業の繁栄はなく、また、業務の効率化なくして収益の向上は望めないとの観点から、

これらに対する積極的な投資を実行してまいります。
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(4）会社の対処すべき課題

　当社が今後、企業価値の向上、更なる顧客拡大、新事業領域の確立を実現していくため、以下の事業基盤、経営

基盤の強化拡充を図ります。

①　新技術の開発

　　　当社の次世代を担う新商品の開発に、積極的に挑戦してまいります。

②　現有技術の活用と改善

　　　既存技術の応用、展開を強力に進め、新規顧客の獲得と顧客満足度の向上を目指します。

③　溶接材料の売上高増大

　　　近年低下傾向の見られる当社重要商品の一つである溶接材料の拡販、維持を目指した対策を、開発と販売

　　の双方において実行してまいります。

④　工事利益率の改善

　　　安全衛生管理の実践はもとより、作業効率の見直しによるコスト削減と技術管理を徹底して、工事利益率

　　の改善を図ってまいります。

⑤　内部統制システムの構築

　　　有効な内部統制システムの制定とコンプライアンスの徹底に努めてまいります。

⑥　世代交代を睨んだ技術の伝承と後継者の育成・教育

　　　事業の継続と拡大に必要な人材確保を認識し、社内外を問わず、あらゆる機会を通じて技術の伝承と後継

　　者の育成・教育に努めてまいります。

⑦　柔軟な組織・人事対応

　　　事業環境の変化、今後の競争激化に対応すべく、業務執行の能率化を推進するため、全社員の持てる力が

　　有効に発揮できるよう、柔軟な組織・人事対応を行ってまいります。

 

(5）内部管理体制の整備・運用状況

　経営上の意思決定、執行および監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の概要は、次の図

のとおりです。
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①　取締役会

　　取締役会は、取締役４名（すべて社内取締役）で構成され、経営の意思決定と日常業務の執行は密接不可分で

　あるという認識のもと、取締役会を毎月１回定期的に開催し、経営に関する重要事項を決定しております。

　　また、主要な事業部門については、取締役が業務執行を統括いたしております。

②　監査役会

　　当社は、平成17年６月28日開催の定時株主総会において新たに監査役２名（社外監査役）を選任のうえ、監査

　役会を組織し、監査役３名（すべて社外監査役）で充実した監査役監査体制を構築いたしました。

　　なお、会社と社外監査役との間には、人的、資本的または取引関係その他の利害関係はありません。

③　幹部会

　　毎月１回定期的に開催し、取締役会で決定した基本方針に基づいて、全般的な業務執行方針及び計画等の重要

　な業務の実行に関し協議しております。 

④　経営委員会・開発委員会

　　取締役会の諮問機関として位置づけ、年次予算、機構・組織等については経営委員会で、新商品の開発及び技

　術分野の展開等については開発委員会にて協議いたしております。

⑤　監査役監査

　　監査役３名は、監査役会で策定された監査方針及び監査計画に基づき、取締役会をはじめとする重要な会議へ

　の出席や業務及び財産の状況調査を通じ、取締役の職務執行を監査しております。

⑥　内部監査

　　会社業務の適切な運営と財産の保全及び企業の健全な発展を図ることを目的に、代表取締役社長直轄の内部監

　査部門（社長室）を設置し、内部統制・管理の有効性を観点とした内部監査業務を専属２名及び特命にて指名さ

　れた職員により行っております。

　　なお、内部監査は、実地監査は当然のこと、是正要求に対する各部門の取組状況及び効果の検証までをフォロ

　ーすることとし、当社の内部統制制度を支えております。

⑦　会計監査

　　当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、監査法人トーマツの指定社員・業務執行社員である丹治茂雄

　氏、辻内章氏の２名であります。また、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士２名、会計士補等７名

　であります。

⑧　監査役監査、内部監査、会計監査の連携

　　監査役会、内部監査部門及び監査法人とは、相互の連絡をとりながら効果的かつ効率的な監査の実施を行うよ

　う随時情報、意見の交換及び指摘事項の共有化を行い、適正な監査の実施及び問題点、指摘事項の改善状況の確

　認に努めております。

 

(6）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．財務諸表
(1）貸借対照表

第59期
（平成18年３月31日）

第60期
（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 443,068 507,023 63,955

２．受取手形 ※５ 842,253 645,610 △196,643

３．売掛金 1,043,430 1,682,520 639,090

４．有価証券 664,459 680,924 16,465

５．商品・製品 541,914 611,882 69,968

６．原材料 89,797 119,779 29,982

７．仕掛品 16,371 33,312 16,940

８．仕掛工事 461,457 375,915 △85,542

９．貯蔵品 3,181 2,187 △993

10．前渡金 141 2,106 1,965

11．前払費用 20,785 17,294 △3,490

12．繰延税金資産 99,744 110,503 10,759

13．その他 17,168 7,609 △9,559

貸倒引当金 △2,533 △2,354 179

流動資産合計 4,241,240 69.6 4,794,317 67.9 553,076

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1）建物 ※１ 1,029,339 1,046,559

減価償却累計額 633,908 395,431 665,465 381,093 △14,338

(2）構築物 16,533 19,933

減価償却累計額 10,954 5,578 11,796 8,136 2,558

(3）機械及び装置 1,808,592 1,759,401

減価償却累計額 1,317,809 490,782 1,290,379 469,021 △21,761

(4）車両運搬具 85,263 92,769

減価償却累計額 64,400 20,862 64,698 28,071 7,208

(5）工具器具備品 83,131 89,500

減価償却累計額 62,609 20,522 63,898 25,602 5,079

(6）土地 ※１ 561,977 561,205 △771

(7）建設仮勘定 4,504 44,454 39,950

有形固定資産合計 1,499,658 24.6 1,517,585 21.5 17,926
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第59期
（平成18年３月31日）

第60期
（平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

２．無形固定資産

(1）特許権 942 823 △119

(2）ソフトウエア 3,174 2,388 △786

(3）電話加入権 7,780 7,780 －

無形固定資産合計 11,897 0.2 10,992 0.1 △905

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 229,619 612,398 382,779

(2）出資金 3,492 3,240 △252

(3）長期前払費用 6,076 7,983 1,906

(4）繰延税金資産 66,366 83,078 16,712

(5）その他 33,988 34,977 989

投資その他の資産合計 339,542 5.6 741,677 10.5 402,135

固定資産合計 1,851,098 30.4 2,270,255 32.1 419,156

資産合計 6,092,339 100.0 7,064,573 100.0 972,233

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形 1,330,573 1,561,276 230,703

２．買掛金 477,566 477,561 △4

３．短期借入金 350,000 300,000 △50,000

４．未払金 73,407 139,404 65,996

５．未払費用 39,948 56,458 16,509

６．未払法人税等 117,517 121,210 3,693

７．前受金 3,748 4,512 764

８．預り金 41,683 50,848 9,165

９．賞与引当金 155,334 175,086 19,752

10．その他 － 499 499

流動負債合計 2,589,779 42.5 2,886,859 40.9 297,079

Ⅱ　固定負債

１．長期預り金 ※２ 698,987 662,601 △36,386

２．退職給付引当金 532,988 536,461 3,473

３．役員退職慰労引当金 37,362 49,210 11,847

固定負債合計 1,269,338 20.8 1,248,273 17.6 △21,064

負債合計 3,859,118 63.3 4,135,133 58.5 276,014
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第59期
（平成18年３月31日）

第60期
（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 ※３ 242,000 4.0 － － △242,000

Ⅱ　資本剰余金

資本準備金 152,000 －

資本剰余金合計 152,000 2.5 － － △152,000

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 12,260 －

２．任意積立金

(1）土地圧縮積立金 83,855 －

(2）建物圧縮積立金 105,859 －

(3）別途積立金 1,260,000 －

３．当期未処分利益 291,891 －

利益剰余金合計 1,753,866 28.8 － － △1,753,866

Ⅳ　その他有価証券評価差額金 ※４ 85,354 1.4 － － △85,354

資本合計 2,233,221 36.7 － － △2,233,221

負債・資本合計 6,092,339 100.0 － － △6,092,339

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金 ※３  － －  484,812 6.9 484,812

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  －   394,812   394,812

資本剰余金合計   － －  394,812 5.6 394,812

３．利益剰余金         

(1）利益準備金  －   12,260   12,260

(2）その他利益剰余金         

土地圧縮積立金  －   83,855   83,855

建物圧縮積立金  －   92,474   92,474

別途積立金  －   1,410,000   1,410,000

繰越利益剰余金  －   378,882   378,882

利益剰余金合計   － －  1,977,471 28.0 1,977,471

株主資本合計   － －  2,857,096 40.5 2,857,096

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差額金   － －  72,343  72,343

評価・換算差額等合計   － －  72,343 1.0 72,343

純資産合計   － －  2,929,439 41.5 2,929,439

負債純資産合計   － －  7,064,573 100.0 7,064,573
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(2）損益計算書

第59期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第60期
（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．工事売上高 5,077,875 6,149,789

２．商品・製品売上高 2,272,104 7,349,980 100.0 2,325,815 8,475,605 100.0 1,125,624

Ⅱ　売上原価

１．商品・製品売上原価

(1）商品・製品期首たな
卸高

512,035 541,914

(2）当期商品仕入高 1,317,492 1,450,712

(3）当期製品製造原価 870,489 935,663

合計 2,700,017 2,928,290

(4）他勘定振替高 ※１ 633,064 667,490

(5）商品・製品期末たな
卸高

541,914 611,882

商品・製品売上原価 1,525,039 1,648,917

２．完成工事原価 4,019,801 5,544,840 75.4 4,787,424 6,436,341 75.9 891,501

売上総利益 1,805,140 24.6 2,039,264 24.1 234,123

Ⅲ　販売費及び一般管理費

１．役員報酬 63,066 75,537

２．給料手当 511,055 497,003

３．賞与 60,908 78,657

４．賞与引当金繰入額 79,043 88,336

５．退職給付費用 25,389 20,028

６．役員退職慰労引当金繰
入額

6,353 11,847

７．法定福利費 93,608 96,512

８．販売旅費 88,420 101,253

９．貸倒引当金繰入額 2,533 －

10．減価償却費 11,797 18,729

11．その他 ※２ 528,956 1,471,133 20.0 586,838 1,574,743 18.6 103,610

営業利益 334,006 4.6 464,520 5.5 130,513

－ 14 －
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第59期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第60期
（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 － 129

２．有価証券利息 102 3,853

３．受取配当金 1,308 2,051

４．スクラップ売却収入 1,751 3,375

５．償却債権取立益 1,247 1,054

６．長期預り金一括返済益 3,192 604

７．受取手数料 － 1,591

８．その他 1,401 9,004 0.1 2,429 15,089 0.2 6,085

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 5,450 6,638

２．賃借物件原状回復費用 3,809 －

３．上場準備費用 12,750 －

４．上場関連費用 － 25,679

５．その他 － 22,009 0.3 290 32,608 0.4 10,598

経常利益 321,001 4.4 447,001 5.3 126,000

Ⅵ　特別利益

１．固定資産売却益 ※３ 251   26,292    

２．会員権売却益  －   1,800    

３．貸倒引当金戻入益  － 251 0.0 179 28,272 0.3 28,020

Ⅶ　特別損失

１．固定資産売却損 ※５ 299 46

２．固定資産除却損 ※４ 11,403 17,893

３．減損損失 ※６ 5,917 －

４．投資有価証券評価損  － 19

５．社宅取壊費用 － 15,840

６．その他 252 17,872 0.2 － 33,799 0.4 15,927

税引前当期純利益 303,381 4.2 441,474 5.2 138,093

法人税、住民税及び事
業税

174,400 201,550

法人税等調整額 △44,905 129,494 1.8 △18,652 182,897 2.1 53,403

当期純利益 173,887 2.4 258,577 3.1 84,689

前期繰越利益 128,854   

中間配当額 10,850   

当期未処分利益 291,891   
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製造原価明細書

第59期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第60期
（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 516,465 59.6 589,285 61.9 72,820

Ⅱ　労務費 193,621 22.3 203,440 21.3 9,819

Ⅲ　経費 (注)2 156,687 18.1 159,878 16.8 3,190

当期総製造費用 866,774 100.0 952,604 100.0 85,829

仕掛品期首たな卸高 20,086 16,371 △3,715

合計 886,861 968,976 82,114

仕掛品期末たな卸高 16,371 33,312 16,940

当期製品製造原価 870,489 935,663 65,173

　（注）１．原価計算の方法は、実際総合原価計算であります。
２．経費の主な内訳は次のとおりであります。

第59期 第60期

外注加工費 22,207千円 外注加工費 23,003千円

減価償却費 49,356千円 減価償却費 54,793千円

電灯動力費 22,166千円 電灯動力費 22,063千円

工場消耗品費 21,332千円 工場消耗品費 18,357千円

－ 16 －
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工事原価明細書

第59期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第60期
（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 854,367 20.2 1,102,968 23.4 248,601

Ⅱ　労務費 563,644 13.3 589,698 12.5 26,053

Ⅲ　外注加工費 2,452,341 57.9 2,625,580 55.7 173,238

Ⅳ　経費 (注)2 366,036 8.6 396,380 8.4 30,344

当期総工事費用 4,236,389 100.0 4,714,628 100.0 478,238

仕掛工事期首たな卸高 256,372 461,457 205,085

合計 4,492,761 5,176,086 683,324

仕掛工事期末たな卸高 461,457 375,915 △85,542

他勘定振替高 (注)3 11,502 12,746 1,243

当期完成工事原価 4,019,801 4,787,424 767,622

　（注）１．原価計算の方法は、実際個別原価計算であります。
２．経費の主な内訳は次のとおりであります。

第59期 第60期

工場消耗品費 125,094千円 工場消耗品費 128,401千円

減価償却費 58,934千円 減価償却費 62,004千円

３．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

第59期 第60期

機械及び装置 475千円 機械及び装置 721千円

建物 689千円 工具器具備品費 472千円

販売費及び一般管理費 10,337千円 建設仮勘定 530千円

  販売費及び一般管理費 11,021千円
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(3）株主資本等変動計算書

第60期（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 利益準備金

株主資本合計
資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計土地圧縮

積立金
建物圧縮
積立金

別途積立金
繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高 242,000 152,000 12,260 83,855 105,859 1,260,000 291,891 1,753,866 2,147,866

事業年度中の変動額

新株の発行 242,812 242,812       485,625

建物圧縮積立金の取崩額 （注）     △6,931  6,931 － －

建物圧縮積立額の取崩額     △6,454  6,454 － －

別途積立金積立         （注）      150,000 △150,000 － －

剰余金の配当           （注）       △10,850 △10,850 △10,850

剰余金の配当       △17,622 △17,622 △17,622

役員賞与               （注）       △6,500 △6,500 △6,500

当期純利益       258,577 258,577 258,577

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 242,812 242,812   △13,385 150,000 86,990 223,605 709,230

平成19年３月31日　残高 484,812 394,812 12,260 83,855 92,474 1,410,000 378,882 1,977,471 2,857,096

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 85,354 2,233,221

事業年度中の変動額

新株の発行  485,625

建物圧縮積立金の取崩額（注）  －

建物圧縮積立額の取崩額  －

別途積立金積立        （注）  －

剰余金の配当          （注）  △10,850

剰余金の配当  △17,622

役員賞与              （注）  △6,500

当期純利益  258,577

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額）

△13,011 △13,011

事業年度中の変動額合計 △13,011 696,218

平成19年３月31日　残高 72,343 2,929,439

 （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

第59期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第60期
（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 303,381 441,474 138,093

減価償却費 124,263 136,509 12,245

貸倒引当金の増減(△)額 867 △179 △1,046

賞与引当金の増減(△)額 30,126 19,752 △10,374

役員退職慰労引当金の増減(△)額 6,353 11,847 5,493

退職給付引当金の増減(△)額 258 3,473 3,215

受取利息及び受取配当金 △1,411 △6,033 △4,622

支払利息 5,450 6,638 1,188

減損損失 5,917 － △5,917

固定資産売却益 △251 △26,292 △26,040

固定資産売却損 299 46 △253

固定資産除却損 11,403 17,893 6,490

売上債権の増(△)減額 △49,329 △442,446 △393,117

たな卸資産の増(△)減額 △227,220 △30,355 196,865

仕入債務の増減(△)額 226,337 212,365 △13,971

未払金の増減(△)額 △34,463 34,776 69,240

役員賞与の支払額 △5,500 △6,500 △1,000

その他 △16,241 34,007 50,249

小計 380,238 406,977 26,738

利息及び配当金の受取額 1,411 5,557 4,146

利息の支払額 △5,400 △6,625 △1,225

法人税等の支払額 △114,189 △199,281 △85,092

長期預り金の返還による支払額 △38,960 △35,454 3,506

営業活動によるキャッシュ・フロー 223,100 171,173 △51,926
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第59期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第60期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 － △50,000 △50,000

定期預金の払戻による収入 － 50,000 50,000

投資有価証券の取得による支出 △1,854 △505,281 △503,427

投資有価証券の売却による収入 19,832 100,000 80,168

有形固定資産の取得による支出 △192,284 △122,473 69,810

有形固定資産の売却による収入 555 27,134 26,578

無形固定資産の取得による支出 △2,307 △285 2,022

会員権の売却による収入 － 3,000 3,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △176,058 △497,906 △321,847

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純減少額 50,000 △50,000 △100,000

長期借入金の返済による支出 △96,040 － 96,040

配当金の支払額 △21,700 △28,472 △6,772

株式の発行による収入 － 485,625 485,625

財務活動によるキャッシュ・フロー △67,740 407,152 474,892

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額又は減少額 △20,698 80,420 101,118

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 1,128,226 1,107,528 △20,698

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 ※ 1,107,528 1,187,948 80,420
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(5）利益処分計算書

第59期
（株主総会承認日
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 291,891

Ⅱ　任意積立金取崩額

１．建物圧縮積立金取崩額 6,931 6,931

合計 298,823

Ⅲ　利益処分額

１．配当金
10,850

(１株につき５円)

２．役員賞与金 6,500

（内　監査役賞与金） (－)

３．別途積立金 150,000 167,350

Ⅳ　次期繰越利益 131,473

　（注）１．建物圧縮積立金取崩額は租税特別措置法に基づくものであります。

２．第59期：平成17年12月９日に10,850千円（１株につき５円）の中間配当を実施しております。
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重要な会計方針

項目
第59期

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第60期
（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

(1）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

(1）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)

(2）時価のないもの

　移動平均法による原価法

(2）時価のないもの

同左

２．たな卸資産の評価基

準及び評価方法

(1）商品・製品、原材料及び仕掛品

　総平均法による原価法

(1）商品・製品、原材料及び仕掛品

同左

(2）仕掛工事

　個別法による原価法

(2）仕掛工事

同左

(3）貯蔵品

　最終仕入原価法

(3）貯蔵品

同左

３．固定資産の減価償却

の方法

(1）有形固定資産

　定率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す。

建物　　　　　22年から47年

機械及び装置　11年から14年

(1）有形固定資産

　定率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す。

建物　　　　　22年から47年

機械及び装置　11年から15年

(2）無形固定資産

　定額法によっております。

　なお、自社利用のソフトウエアについて

は社内における利用可能期間（５年）に基

づく定額法によっております。

(2）無形固定資産

同左

(3）長期前払費用

　均等償却によっております。

(3）長期前払費用

同左

４．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

　従業員に対する賞与の支払に備えるため、

賞与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）退職給付引当金

　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及び年金資産の見込

額に基づき計上しております。

　なお、数理計算上の差異はその発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（11年）による定額法により按分した額

を、それぞれ発生の翌期から費用処理する

こととしております。

(3）退職給付引当金

同左
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項目
第59期

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第60期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(4）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備えるため、

内規に基づく期末要支給額を計上しており

ます。

(4）役員退職慰労引当金

同左

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

　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カ月以内に償還期

限の到来する短期投資からなっております。

同左

７．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

　税抜方式によっております。

(1）消費税等の会計処理

同左
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会計方針の変更

第59期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第60期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

 当事業年度より、「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社基

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2,929,439千

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。

表示方法の変更

第59期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第60期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（損益計算書）

　前期まで営業外収益の「その他」に含めて表示してい

た「長期預り金一括弁済益」は、営業外収益の総額の100

分の10を超えたため区分掲記することに変更いたしまし

た。

　なお、前期における「長期預り金一括弁済益」は、684

千円であります。

（損益計算書）

　

──────

　

 

──────

前期まで営業外収益の「その他」に含めて表示していた

「受取手数料」は、営業外収益の総額の100分の10を超え

たため区分掲記することに変更いたしました。

なお、前期における「受取手数料」は、469千円であり

ます。

－ 24 －

特殊電極　（3437）　平成19年３月期（非連結）



注記事項

（貸借対照表関係）

第59期
（平成18年３月31日）

第60期
（平成19年３月31日）

※１．担保資産

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

担保に供している資産は次のとおりであります。

建物 218,897千円

土地 258,012千円

計 476,910千円

建物   203,774千円

土地   258,012千円

計 461,787千円

なお、担保付債務は次のとおりであります。 なお、担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 150,000千円

計 150,000千円

短期借入金  150,000千円

計 150,000千円

※２．長期預り金は、ゴルフ場経営時に会員から預かった

ものであり、昭和53年４月の会社更生手続開始の認

可を経て、会員の退会時に返還する預り金でありま

す。

※２．　　　　　　　　 同左

※３．授権株式数及び発行済株式総数 ※３．

授権株式数　　　普通株式 8,680,000株

発行済株式総数　普通株式 2,170,000株

──────

※４．配当制限

商法施行規則第124条第３号の規定により、配当に

充当することが制限されている金額は、85,354千円

であります。

※４．

──────

※５．

──────

※５．期末日満期手形

期末日満期手形の処理については、当期の末日は金

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。期末日満期手形の金額

は次の通りであります。

受取手形　　　　　　　　　　   84,098千円
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（損益計算書関係）

第59期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第60期
（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．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

材料費(工事) 628,650千円

材料費(製造) 791千円

販売費及び一般管理費 2,807千円

その他 814千円

計 633,064千円

材料費(工事)     664,273千円

販売費及び一般管理費      2,271千円

その他    946千円

計     667,490千円

※２．研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開発費の総額は、44,428

千円であります。

※２．研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開発費の総額は、48,793

千円であります。

※３．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 ※３．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

機械及び装置 187千円

工具器具備品 64千円

計 251千円

土地    26,000千円

車両運搬具   292千円

計    26,292千円

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

建物 1,679千円

機械及び装置 9,068千円

車両運搬具 95千円

工具器具備品 559千円

計 11,403千円

建物      2,797千円

機械及び装置      14,075千円

車両運搬具   569千円

工具器具備品    450千円

計      17,893千円

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

機械及び装置 228千円

車両運搬具 71千円

計 299千円

車両運搬具    46千円

計    46千円

※６．減損損失

当期において減損処理を行った資産は、次のとおり

であります。

※６．減損損失

 ──────

場所 用途 種類 減損損失

愛知県名古屋
市

未利用 建物 5,917千円

当社の資産グループは、①工事部（工事工場及び

トッププレート工場）、②営業本部傘下の営業所及

び各構内工場③製品・商品及び工事材料の供給部門

としての尼崎工場、④共用部門としての本社、⑤厚

生施設、⑥遊休資産であります。

これらグループのうち①～⑤につきましては、減損

の兆候がありませんでしたが、⑥遊休資産のうち名

古屋社宅建物は、将来の利用が見込まれていないた

め、帳簿価額を回収可能価額まで減額しております。

なお、回収可能価額は、正味売却価額で測定してお

ります。
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（株主資本等変動計算書関係）

第60期（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（千株）

当事業年度増加株式
数（千株）

当事業年度減少株式
数（千株）

当事業年度末株式数
（千株）

発行済株式

普通株式（注） 2,170 5,840 － 8,010

合計 2,170 5,840 － 8,010

（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加4,340千株は、平成18年４月25日をもって普通株式１株を３株に分割したこと

によるものであります。

普通株式の発行済株式総数の増加1,500千株は、平成18年６月13日付の有償一般募集（ブックビルディング方式

による募集）によるものであります。

 ２．自己株式は保有しておりません。

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当する事項はありません。

 

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 10,850 5.0 平成18年３月31日 平成18年６月29日

平成18年10月18日

取締役会
普通株式 17,622 2.2 平成18年９月30日 平成18年12月12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。

次のとおり、決議を予定しております。

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月27日

定時株主総会
普通株式 36,045 利益剰余金 4.5 平成19年３月31日 平成19年６月28日
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（キャッシュ・フロー計算書関係）

第59期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第60期
（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

（平成18年３月31日現在）

※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

（平成19年３月31日現在）

現金及び預金勘定 443,068千円

有価証券勘定 664,459千円

現金及び現金同等物 1,107,528千円

現金及び預金勘定       507,023千円

有価証券勘定       680,924千円

現金及び現金同等物     1,187,948千円
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（リース取引関係）

第59期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第60期
（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）

工具器具備品 165,764 125,991 39,772

ソフトウエア 50,335 39,769 10,566

合計 216,100 165,761 50,338

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）

工具器具備品 165,764 154,096 11,667

ソフトウエア 50,335 48,985 1,350

合計 216,100 203,082 13,017

（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。

同左

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 37,321千円

１年超 13,017千円

合計 50,338千円

１年内       4,255千円

１年超       8,762千円

合計      13,017千円

（注）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その割合が低いため、「支払利

子込み法」により算定しております。

同左

３．支払リース料、減価償却費相当額 ３．支払リース料、減価償却費相当額

支払リース料 36,751千円

減価償却費相当額 36,751千円

支払リース料      36,751千円

減価償却費相当額     36,751千円

４．減価償却費相当額の算定方法

減価償却費相当額の算定方法は、リース期間を耐用年

数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

－ 29 －

特殊電極　（3437）　平成19年３月期（非連結）



（有価証券関係）

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類

第59期
（平成18年３月31日）

第60期
（平成19年３月31日）

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）

貸借対照表計上額

が取得原価を超え

るもの

株式 85,406 228,619 143,212 87,538 209,196 121,658

債券 － － － 100,387 100,410 22

小計 85,406 228,619 143,212 187,926 309,606 121,680

貸借対照表計上額

が取得原価を超え

ないもの

株式 － － － － － －

債券 － － － 301,858 301,559 △299

小計 － － － 301,858 301,559 △299

合計 85,406 228,619 143,212 489,784 611,165 121,381

２．第59期及び当事業年度中に売却したその他有価証券

第59期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第60期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

売却額

（千円）

売却益の合計額

（千円）

売却損の合計額

（千円）

売却額

（千円）

売却益の合計額

（千円）

売却損の合計額

（千円）

19,832 － 152 100,000 － －

３．時価評価されていない有価証券の内容

第59期
（平成18年３月31日）

第60期
（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 1,000 1,232

マネー・マネジメント・ファンド 255,160 355,942

中期国債ファンド 338,470 304,070

フリー・ファイナンシャル・ファンド 70,828 20,911

（デリバティブ取引関係）

第59期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第60期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、

該当事項はありません。

同左
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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と適格退職年金制度を設けております。

２．退職給付債務及びその内訳

第59期
（平成18年３月31日現在）

第60期
（平成19年３月31日現在）

(1）退職給付債務 647,431千円        638,384千円

(2）年金資産 110,581千円        113,035千円

(3）未積立退職給付債務（1）－（2） 536,849千円        525,348千円

(4）未認識数理計算上の差異 3,861千円      △11,113千円

(5）退職給付引当金　　（3）－（4） 532,988千円        536,461千円

３．退職給付費用の内訳

第59期

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

第60期

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

(1）勤務費用 31,229千円       29,624千円

(2）利息費用 14,105千円       12,948千円

(3）期待運用収益 2,122千円      2,211千円

(4）数理計算上の差異の費用処理額 8,680千円      3,783千円

(5）退職給付費用　(1)＋(2)－(3)＋(4) 51,892千円       44,145千円

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

第59期
（平成18年３月31日）

第60期
（平成19年３月31日）

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

割引率 ２％ 　２％

期待運用収益率 ２％ 　２％

数理計算上の差異の処理年数 11年 　11年

　（ストック・オプション等関係）

該当事項はありません。
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（税効果会計関係）

第59期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第60期
（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原因別の主な内

訳は次のとおりであります。

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な内

訳は次のとおりであります。

流動の部

繰延税金資産

未払事業税 9,590千円

賞与引当金 62,754千円

たな卸資産 17,496千円

その他 9,901千円

繰延税金資産合計 99,744千円

固定の部

繰延税金資産

建物 8,722千円

退職給付引当金 215,327千円

役員退職慰労引当金 15,094千円

減損損失 9,544千円

その他 6,589千円

小計 255,278千円

評価性引当額 △7,154千円

繰延税金資産合計 248,124千円

繰延税金負債

土地建物圧縮積立金 △123,900千円

その他有価証券評価差額金 △57,857千円

繰延税金負債合計 △181,757千円

繰延税金資産の純額 66,366千円

流動の部

繰延税金資産

未払事業税      10,355千円

賞与引当金      70,734千円

たな卸資産      18,226千円

その他      11,186千円

繰延税金資産合計     110,503千円

固定の部

繰延税金資産

建物      9,387千円

退職給付引当金     216,730千円

役員退職慰労引当金      19,880千円

その他      7,802千円

小計     253,802千円

評価性引当額     △2,160千円

繰延税金資産合計     251,641千円

繰延税金負債

土地建物圧縮積立金   △119,525千円

その他有価証券評価差額金    △49,038千円

繰延税金負債合計   △168,563千円

繰延税金資産の純額      83,078千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異は、次のとおりであります。

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

との差異は、次のとおりであります。

法定実効税率 40.4％

住民税均等割 1.9％

交際費等永久差異項目 4.1％

試験研究費等の税額控除 △3.8％

その他 0.1％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 42.7％

法定実効税率 40.4％

住民税均等割 1.3％

交際費等永久差異項目 2.9％

試験研究費等の税額控除 △2.0％

評価性引当金の減少 △1.1％

その他 △0.1％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 41.4％

（持分法損益等）

第59期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第60期
（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。 同左
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（関連当事者との取引）

第59期（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。

第60期（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

　該当事項はありません。

（企業結合等関係） 

　　  該当事項はありません。

（１株当たり情報）

第59期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第60期
（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 1,026円14銭

１株当たり当期純利益金額 77円14銭

１株当たり純資産額      365円72銭

１株当たり当期純利益金額   33円54銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

同左

 

当社は、平成18年４月25日付で普通株式１株につき３株

の株式分割を行っております。

なお、当該株式分割が前事業年度の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 342円05銭

１株当たり当期純利益金額 25円71銭

　（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。

第59期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第60期
（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） 173,887 258,577

普通株主に帰属しない金額（千円） 6,500 －

（うち利益処分による役員賞与金） (6,500) （－） 

普通株式に係る当期純利益（千円） 167,387 258,577

期中平均株式数（千株） 2,170 7,710
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（重要な後発事象）

第59期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第60期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（株式の分割） 該当事項はありません。

　平成18年３月17日開催の当社取締役会の決議に基づき、

次のように株式分割による新株式を発行しております。

(1）平成18年４月25日付をもって普通株式１株を３株に分

割しております。

①　分割により増加する株式数

普通株式　4,340,000株

②　分割方法

　平成18年４月24日最終の株主名簿に記載または記録

された株主の所有株式数を、１株につき３株の割合を

もって分割しております。

(2）配当起算日

平成18年４月１日

　当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前

期における１株当たり情報及び当期首に行われたと仮定

した場合の当期における１株当たり情報は、それぞれ以

下のとおりとなります。

第58期 第59期

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額

312円02銭 342円05銭

１株当たり当期純利益金
額

１株当たり当期純利益金
額

18円06銭 25円71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。
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第59期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第60期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（新株の発行）  該当事項はありません。

　平成18年５月12日及び平成18年５月25日開催の当社取締

役会において、下記のとおり新株式の発行を決議し、平成

18年６月13日に払込が完了いたしました。

１．募集方法 一般募集

（ブックビルディング方式に

よる募集）

２．発行する株式の種

類及び数
普通株式 　1,500,000株

３．発行価格 １株につき 　　　350円

４．引受価額 １株につき 　　　323円75銭

この価額は当社が引受人より１株当たりの新株式

払込金として受取った金額であります。

なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引

受人の手取金となります。

５．払込金額の総額 485,625,000円

６．資本組入額の総額 242,812,500円

７．払込期日 平成18年６月13日

８．資金の使途 設備資金等
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５．その他
役員の異動

①　取締役の異動

　　新任取締役候補

　　　取締役　吉政　輝男（現　研究開発部長）

　　　取締役　上林　克彦（現　第一営業本部長兼第三営業部長）

　　　取締役　柴﨑　泰志（現　第二営業本部長兼第四営業部長）

　　　取締役　安東　正雄（現　総務部長）

②　就任予定日

　　平成19年６月27日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上
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