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（百万円未満切捨て） 
１．１９年３月期の連結業績（平成１８年４月１日～平成１９年３月３１日） 

（１）連結経営成績                              （％表示は対前期増減率） 
 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 １２,３０６ (△4.0) １,０５８ (△39.1) １,１０８ (△35.2) ５９８ (△38.9) 

18年3月期 １２,８２０ ( 7.4) １,７３６ (  22.5) １,７１０ (  20.2) ９７９ (  17.1) 
                                  
 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 ５２ ４０  ――――    ４.６    ６.５   ８.６  

18年3月期 ８１ ５８  ――――      ７.８    １０.４   １３.５  

(参考)  持分法投資損益     19年3月期  2百万円     18年3月期  △101百万円 
 
（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 １７,２６４  １３,０５４    ７５.６  １,１５３ ４２  

18年3月期 １７,０２３  １２,８８２    ７５.７  １,１１８ ５６  

(参考)  自己資本     19 年 3 月期  13,054 百万円     18 年 3 月期  12,882 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 ７４２  △７１０  △６１  ４,６０２  

18年3月期 ８６８  △３２９  △１６７  ４,６４１  

 
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 
（連結） 

純資産 
配当率 
（連結） 

       円   銭       円   銭       円   銭 百万円 ％ ％ 
18年3月期 ―――――  ２０ ００  ２０ ００  ２３０  ２４.５  １.９  

19年3月期 ７ ００  １３ ００  ２０ ００  ２２７  ３８.２  １.８  

20年3月期 
（予想） １０ ００  １０ ００  ２０ ００   ４６.３   

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

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 
 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 ５,１２４ ( △9.1) ３００ (△32.9) ３２２ (△30.1) １７３ (△33.0) １５ ２８ 

通  期 １１,０２６ (△10.4) ８２１ (△22.4) ８６１ (△22.3) ４８９ (△18.3) ４３ ２０ 
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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 
   （注）詳細は、6ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 
  
（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、22 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 11,325,000株   18年3月期 11,500,000株 
② 期末自己株式数           19年3月期    6,530株   18年3月期      6,259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、31 ページ「１株当たり情報」をご覧く

ださい。 
 

（参考）個別業績の概要 
 
１．１９年３月期の個別業績（平成１８年４月１日～平成１９年３月３１日） 
（１）個別経営成績                                （％表示は対前期増減率） 
 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 １２,３０７ (△4.0) １,０６４ (△37.8) １,１１４ (△36.3) ６１６ (△45.0) 

18年3月期 １２,８２１ ( 7.4) １,７１１ ( 19.6) １,７５０ ( 20.3) １,１２１ ( 28.6) 

 
 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 

              円  銭 円  銭 

19年3月期    ５３ ９１  ――――― 

18年3月期    ９３ ４９  ――――― 

                        
（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   １６,６２１    １２,４８５         ７５.１    １,１０２ ４８  

18年3月期   １６,２９９    １２,３０９         ７５.５    １,０６８ １１  

  (参考)  自己資本     19年3月期 12,485百万円   18年3月期 12,309百万円 
 
 
２．２０年３月期の個別業績予想（平成１９年４月１日～平成２０年３月３１日） 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 
 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 ５,１２４ ( △9.1) ３０４ (△31.8) ３２５ (△30.1) １７７ (△34.7) １５ ６３ 

通  期 １１,０２６ (△10.4) ８１８ (△23.1) ８５５ (△23.3) ４８５ (△21.3) ４２ ８３ 

 

※本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が発表日現在において入手している情報 

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、今後様々な要因によって予想 

数値と異なる可能性があります。業績予想に関する事項については、３ページ「１．経営成績（１）経営 

成績に関する分析」をご参照ください。 



イワブチ株式会社（5983）  平成19年3月期決算短信 
 

 －3－

１．経営成績 
（１）経営成績に関する分析 

（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、鋼材、非鉄金属など原材料価格の高騰や個人消費に弱

さがみられたものの、好調な企業業績を背景に、雇用情勢は改善の方向にあり、民間設備投資も増加す
るなど、全体的な景気動向としては回復基調にありました。 
当社グループの関連する架線金物業界におきましては、大口需要家である電力各社が小売電力市場の

範囲拡大による競争の激化や、原油価格高騰による燃料費の負担増加などに対し、経営効率化やコスト
ダウンを優先するため、設備投資は引き続き低い水準で推移しました。 
また、ＮＴＴにおいて、固定電話分野への設備投資は、既存の固定電話サービスからＩＰ電話サービ

スへの移行が進みつつあることから縮小され、当社グループを取り巻く環境は依然として厳しい状況が
続いております。 
さらに、光アクセスサービスへの投資についても、東京電力とＫＤＤＩの光通信事業統合により設備

投資の先行き不透明感が強まったこと、ＮＴＴにおいても顧客獲得が主となっており設備投資の伸びが
鈍かったことなどから、それぞれにおいて厳しい受注環境が続きました。 
このような状況のもと当社グループは、ＩＳＯ９００１を経営の根幹に据えて、意識改革やコスト低

減活動を行ってまいりました。一方、営業面では「顧客満足度の向上」を目標に掲げ、顧客への提案を

含め積極的に営業活動を行い、シェアの拡大を目指してまいりました。 
以上の結果、当連結会計年度の売上高は 123 億 6 百万円と前連結会計年度に比べ 5億 1 千 3 百万円、

4.0％の減収となりました。また、経常利益は11億8百万円と前連結会計年度に比べ6億2百万円、35.2％
の減益となり、当期純利益は 5億 9千 8 百万円と前連結会計年度に比べ 3億 8千 1 百万円、38.9％の減
益となりました。 
 
需要分野別の業績 

  事業の種類別セグメントに代わる需要分野別の業績は次のとおりであります。   
① 交通信号・標識・学校体育施設関連 

交通信号・標識関連については、警視庁管内において、工事業者の廃業などによる入札不調の影
響で受注は低調に推移いたしましたが、ＬＥＤ灯器用のストレートアーム及びその関連品や標示板
アーム取付金具など順調に推移したものもありました。一方、学校体育施設関連については、小口
の物件工事が主体となり総体として工事量が少なかったため、若干計画を下回る実績となりました。
その結果、売上高は 11億 6千 1 百万円と前連結会計年度に比べ 1億 2千 3 百万円、9.6％の減収と
なりました。 

 
② ＣＡＴＶ・防災無線関連 

ＣＡＴＶ関連については、全国的に新規ＣＡＴＶ工事及び既存のエリア拡張工事が活発で、また、
地域イントラネット基盤施設整備事業に関わる工事についても、市町村合併の影響で全国的に新規
工事、補改修工事が増加しました。加えて、これら工事が、積雪地域を中心に、暖冬の影響で予定
よりも順調に推移したこともあり、積極的な受注の結果、売上高は 21 億 3 百万円と前連結会計年
度に比べ 4 億 3 千万円、25.7％の増収となりました。 

 
③ 情報通信・電話関連 

情報通信・電話関連については、ＮＴＴの固定電話関連の設備投資は縮小され、また、光ケーブ
ルのネットワーク構築工事についても、ＮＴＴおよびその他通信事業者は顧客獲得が主となってお
り設備投資の伸びは鈍く、また競合他社が積極的に参入してきた影響により、厳しい受注環境とな
りました。その結果、売上高は47億9千2百万円と前連結会計年度に比べ12億7千 8百万円、21.1％
の減収となりました。 

 

④ 配電・保安通信線関連 
配電・保安通信線関連については、電力各社が電力自由化による価格競争に備えるため設備投資

の抑制は底をうち、一部では増加に転じ、加えて、新規採用品の拡大や既存品シェア拡大などの営
業努力の結果、売上高は 26 億 2 千万円と前連結会計年度に比べ 2億 5 千 3 百万円、10.7％の増収
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となりました。 
 

⑤ その他 
公共工事は低調に推移いたしましたが、民間企業の設備投資が改善傾向にあり、堅調に推移した

うえ、鉄道関連の受注が得られたことから、売上高は 16 億 2 千 8 百万円と前連結会計年度に比べ
2 億 3 百万円、14.3％の増収となりました。 

 
（次期の見通し） 
今後のわが国経済は、引き続き原油価格や鋼材価格の上昇が予想され、また米経済の減速感が強まれ

ば製造業を中心とした輸出型企業に影響を与えることが懸念されるものの、全体として企業業績は好調
さが継続し、これが個人消費へ波及し国内民間需要に支えられた景気が持続するものと見込まれます。 
架線金物業界におきましては、電力各社において、２００９年にも実施予定だった家庭用電力自由化

を経済産業省が当面見送る方針を検討していることや、新規参入事業者が原油高騰などコスト高を理由
に撤退するなど電力小売市場の環境が変化してきたこと、国内景気が回復してきたことなどを背景に、
低水準の設備投資は底をうち、一部には増加が顕著になってきております。 
一方、情報通信関連においてＮＴＴでは、２０１０年に３,０００万回線の光アクセスサービスを提

供することを目標に重点投資が行われておりますが、引き続き顧客獲得の投資が主になるものと見込ま

れます。また、固定電話分野への設備投資は、既存の固定電話サービスからＩＰ電話サービスへの移行
を進める方向にあり、結果として当社売上高に関連する通信線路部門への投資は引き続き縮小傾向にあ
ります。 
このような状況の中、当社グループは中国山東省の全額出資子会社「海陽岩淵金属製品有限公司」に

労働集約型製品の生産移管を積極的に進めて参ります。 
さらには、現在、生産効率を上げるために松戸工場の生産ライン改良工事を行なっており、また平成

18 年 8 月からは本社流通センターの改築工事を開始し、それぞれ年央には完了する予定です。これら
設備投資により、既存品のコスト低減を引き続き進めてまいります。 
営業部門においては、市場情報収集力の強化による新製品発掘と既存分野の売上増大に向けて、引き

続き強力に営業活動を行ってまいります。 
以上により、次期連結会計年度の見通しにつきましては、売上高 110 億 2 千 6 百万円（当連結会計年

度比 10.4％減）、経常利益 8 億 6 千 1 百万円（当連結会計年度比 22.3％減）、当期純利益 4 億 8 千 9 百
万円（当連結会計年度比 18.3％減）を見込んでおります。 
 

（２）財政状態に関する分析 

    当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」）は、下記のとおり、投
資活動及び財務活動により資金が減少したことから、資金残高は前連結会計年度末より 3 千 9 百万円
減少（前連結会計年度は 3 億 4 千 7 百万円の増加）し、当連結会計年度末には 46 億 2 百万円となり
ました。 
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。 

 
（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・フローは、7 億 4 千 2 百万円のプラス（前連結会計年度は 8 億 6
千 8 百万円のプラス）となりました。 
これは、主に税金等調整前当期純利益 10 億 6千 2 百万円（前連結会計年度比 38.3%減）の計上

及びたな卸資産の減少 1 億 9 千 7 百万円による資金の増加と、売上債権の増加 2億 4 千 6 百万円
及び法人税等の支払い 5 億 6 千 9 百万円による資金の減少によるものです。 

 
（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・フローは、7 億 1 千万円のマイナス（前連結会計年度は3 億 2 千 9

百万円のマイナス）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 7 億 5 百万円による資金の減少によるものです。 

 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
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財務活動によるキャッシュ・フローは、6 千 1 百万円のマイナス（前連結会計年度は1 億 6 千 7
百万円のマイナス）となりました。 

これは、長期借入れによる収入 5 億 5 千万円による資金の増加と、長期借入金の返済1 億 8 千 2
百万円と、配当金の支払い 3 億 1 千 1 百万円及び自己株式の取得による支出 1億 1 千 8 百万円に
よる資金の減少によるものです。 
 
当企業集団のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 平成１８年３月期 平成１９年３月期 
自己資本比率           （％） ７５．７ ７５．６ 
時価ベースの自己資本比率     （％） ６４．１ ４４．５ 
キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） ０．５ １．１ 
インタレスト・カバレッジ・レシオ １２０．０ １００．６ 
※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－ 
 インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロ－／利払い 
１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 
２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式控除後）により計算してお

ります。 
３．キャッシュ・フローは営業キャッシュ・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全ての負債を対象としております。
又、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

 
（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 
   変化の激しい市場に対応できるように、新たな製品開発、生産設備の更新、流通倉庫の整備および中

国工場の生産力増強を計画的に実施しておりますが、更なる投資に備えて株主資本を充実し、財務体質
の強化を図ってまいります。 
また、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題とし、安定した配当の維持に努めながら、更に

業績に応じた配当をすることを基本方針としております。 
   当期の期末配当金につきましては、1 株につき 13 円を予定しており、中間期末配当金 7 円と合わせ

た年間配当金は 20 円となる予定であります。 
   次期配当金につきましては、1 株につき 20 円（中間 10 円・期末 10 円）を予定しております。 

 
（４）事業等のリスク 

当社グループにおいて、事業を遂行する上で考えられるリスクに対して、被害を最小限に抑えるため
の対策を検討、実施しておりますが、当社グループが解決できない外的要因により、当社グループの経
営成績及び財務状態に重大な影響が出ることが予想されます。 
 
原材料費の価格変動 
原油価格や鋼材価格などは一時期の最高値更新の状況に比べ、落ち着きを取り戻しておりましたが、

再び上昇基調に転じる様子も窺えます。溶融亜鉛めっきの材料となる亜鉛、ステンレスの原料となるニ
ッケル、真鋳の材料となる銅などの非鉄金属においても、既に当社グループの製造コストを押し上げる
要因になっておりますが、さらに価格が高騰するような場合には、今以上に当社グループの製造コスト
に影響を与えることが予想されます。 
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２．企業集団の状況 
  当社グループは、当社を中心に連結子会社２社と持分法適用関連会社１社より構成されております。 

主な事業は架線金物、電気機器用品及びコンクリートポール用品等の製造販売であり、その事業内容
と当社及び関係会社の当該事業における位置付けは、次のとおりであります。 
 
（１）交通信号・標識・学校体育施設関連 

警察庁の要請に応じた交通信号・道路標識の装柱用品及び学校の防球ネット支持金具等でありま
す。 
（製造・仕入） 当社、海陽岩淵金属製品有限公司 
（販   売） 当社 

（２）ＣＡＴＶ・防災無線関連 
ＣＡＴＶ用ケーブル敷設用の装柱用品及び各地方自治体の防災行政無線施設用装柱用品等であり

ます。 
（製造・仕入） 当社、海陽岩淵金属製品有限公司 
（販   売） 当社、㈱アドバリュー 

（３）情報通信・電話関連 
ＮＴＴ等の情報通信企業のニーズに応じた通信線路用装柱用品等であります。 
（製造・仕入） 当社、イワブチ化成㈱、海陽岩淵金属製品有限公司 
（販   売） 当社 

（４）配電・保安通信線関連 
各電力会社のニーズに応じた配電線路用装柱用品及びコンクリートポール用品等であります。 
（製造・仕入） 当社、イワブチ化成㈱、海陽岩淵金属製品有限公司 
（販   売） 当社 

（５）その他 
工場内の配電線路用及び鉄道用装柱用品等であります。 
（製造・仕入） 当社、海陽岩淵金属製品有限公司 
（販   売） 当社 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

得

意

先

［当     社］

製商品の販売 

［連 結 子 会 社］

イ ワ ブ チ 化 成 ㈱

製品の仕入 

交通信号・標識・学校体育

施設関連、ＣＡＴＶ・防災

無線関連、情報通信・電話

関連、配電・保安通信線関

連、その他の製造販売 

製商品の販売 

製商品
の販売

［持分法適用関連会社］

㈱ ア ド バ リ ュ ー 

［連 結 子 会 社］

海陽岩淵金属製品有限公司

(注) 

(注) 

(注) 

製品・部品の仕入
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（注）当社グループの連結子会社ならびに持分法適用関連会社は、以下のとおりであります。 

名 称 住 所 
資 本 金 

（ 千 円 ） 

主要な事業の

内 容 

議決権の所有

（又は被所有）

割 合 （ ％ ） 

関 係 内 容 摘 要 

(連結子会社) 

イワブチ化成㈱ 
千葉県野田市 40,000 

合成樹脂製品
等の製造 100.0 当社への合成樹脂製品等の販売  

海陽岩淵金属 

製品有限公司 
中国山東省 350,000 

金属製品及び
部品の製造 100.0 当社への金属製品及び部品の販売 ※ 

(持分法適用関連会社)  

㈱アドバリュー 
東京都中央区 80,000 

CATV・衛星放
送・防災行政
無線等の架線
材料の販売 

29.68(0.19) 当社製商品の販売  

※ 海陽岩淵金属製品有限公司は、特定子会社に該当します。 
  
３．経営方針 
（１）会社の経営の基本方針 

当社は、電力・通信関連の架線金物を主として製造販売しております。昭和 25 年設立以来、経済的
且つ信頼度の高い製品を供給し、電力・通信のインフラ構築の一翼を担い、社会に貢献することを経営
の基本理念としております。当社グループは、この基本理念に基づき人材育成をはかり、製品開発技術
を培い、生産設備を充実し、顧客のニーズに合致した製品を開発し、全国を網羅する供給、販売サービ
ス体制を確立して、顧客からの信頼を得てまいりました。 
今後とも、電力・通信分野のインフラ構築に対応して、更なる開発及び生産技術を磨き、より競争力

のある製品の開発を進めると共に、周辺事業の開発に取り組んでまいります。 
 
（２）目標とする経営指標 

当社製商品の主な需要家である電力各社及び通信会社等の年度設備投資計画に業績が大きく影響さ
れる業界の特殊性はありますが、株主への安定配当、適切な水準の内部留保を行うため、収益を確保し、
資本の効率的運用を図ることを重要な経営指標と位置付けております。 

 
（３）中長期的な会社の経営戦略 
   当社グループの需要先であります電力業界においては燃料電池発電給湯システムやオール電化住宅

等で都市ガス業界との需要家獲得競争が激しくなっています。また、通信・CATV 業界では放送を含め
た顧客獲得競争が加速しており、生産性の向上によるコストの低減が求められています。 
昨今の電力・通信インフラの事故により、施設の安全性を確保するため、より厳格な製品の品質管理

は勿論のこと、更なる安全性を高める製品の開発が求められています。 
一方、材料価格を大きく押し上げ、収益を圧迫するグローバルな資源価格の高騰は、アジアを中心と

する世界規模の生産拡大の流れを考えると短期的に終結するとは思われず、中長期的な視点で考えざる
を得なくなってきております。 
このような経営環境を踏まえ生産性の向上と安全性の高い製品供給を実現して、顧客の信頼を確保し

企業の社会的責任を果すことを中長期戦略の中心に位置付け次のことを実行してまいります。 
① 生産効率化を目指したプレス・めっき・組立工程の 3 年計画の大幅改造が平成 19 年度上期に終
了いたしますが、今後、更に IPI( Iwabuchi Production Innovation)活動を推進し、生産現場の
改善による価格競争力の向上を図ります。 

 
② 製品の品質管理を強化するために部品・半製品等の協力会社との連携を強化します。現在、品質
管理体制の改善の助言・指導のみならずプレス製品の人為ミス自動検知防止装置の協力会社への設

置を進めております。 
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③ 顧客ニーズの発掘を促進し、力量の向上と進捗管理の徹底により製品の開発・改良のスピードアッ

プを図ってまいります。また軽量化や代替材料による設計変更を進め材料価格高騰に対処していきま
す。 

 
④ 中国山東省の全額出資子会社「海陽岩淵金属製品有限公司」は平成 19 年 3 月よりめっきラインの
稼動を開始しました。生産品の多様化と増産を図り、より競争力のある企業を目指します。 

 
⑤ 流通センターの改築・増設が平成 19 年度上期に完成し、保管能力の増強と雨天時の積み降ろしの
迅速化が図れるとともに、荷捌きの時間短縮が実現し、作業効率の改善と顧客サービスが向上します。 

 
⑥ 事務部門において業務の棚卸しを実施し、業務の改善・効率化を図ります。 

 
⑦ 若年層の力量を強化する研修・教育制度の充実を図るとともに、定年者の再雇用制度を利用した若
年層への技術移転を図ります。 

 
（４）会社の対処すべき課題 

当社の対処すべき課題は、以下の事項になります。 
① 人材育成 

企業の基盤は人材であります。各個人の「力量」と組織力の双方を上げるために、全社的教育及
び社内外による部門別・階層別の教育を引き続き実施してまいります。 
また、製造会社として熟練した生産技術を確実に継承してまいります。 

 
② 競争力強化への生産コスト低減 

競争力強化のためには生産コストの低減が最重要課題であり、新しい視点で生産期間の短縮・同
期化などの生産システムを確立してまいります。その一環として、松戸工場のプレス・めっき・組
立の各生産ライン改良工事に着手し、平成 19 年度上期には完了する予定です。 
さらに進む少量多品種生産の拡大に対応することや物流の更なる効率化を目的として、平成 18

年 8 月より、本社流通センターの改築工事に着手いたしました。 
また、中国山東省の全額出資子会社「海陽岩淵金属製品有限公司」への技術支援、品質向上のた

めの教育に注力し、労働集約型製品の生産移管を更に押し進めてまいります。 
 

③ きめ細かい営業活動の推進 
営業活動においても、ＩＳＯ９００１の品質マネジメントサイクル、Ｐ（Plan：計画）、Ｄ（Do：

実行）、Ｃ（Check：確認）、Ａ（Action：見直し）を取り入れ、通常の営業活動に加え新製品発掘
などに迅速且つ的確に対応してまいります。 

 
（５）内部管理体制の整備・運用状況 

有価証券上場規程第 8 条の 3 及び適時開示規則第 10 条の 3 に規定するコーポレート・ガバナンスに
関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」に記載しました内容と
同一です。 

 
 
 
 
 
 

 



イワブチ株式会社（5983）  平成19年3月期決算短信 
 

 －9－

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   4,641,961   4,602,960   

２．受取手形及び売掛金 ※４  4,049,863   4,297,292   

３．たな卸資産   1,806,480   1,610,776   

４．繰延税金資産   162,354   147,854   

５．その他   90,508   87,457   

貸倒引当金   △2,924   △5,789   

流動資産合計   10,748,243 63.1  10,740,552 62.2 △7,691 

Ⅱ 固定資産         

１．有形固定資産         

(1）建物及び構築物  3,873,925   3,862,022    

減価償却累計額  2,267,198 1,606,727  2,316,474 1,545,547   

(2）機械装置及び運搬具  2,554,401   2,737,312    

減価償却累計額  1,794,175 760,225  1,925,644 811,667   

(3）土地   1,901,261   1,901,261   

(4）建設仮勘定   117,328   374,278   

(5）その他  1,567,617   1,592,613    

減価償却累計額  1,392,687 174,930  1,424,281 168,331   

有形固定資産合計   4,560,474 26.8  4,801,087 27.8 240,613 

２．無形固定資産   113,834 0.7  120,904 0.7 7,069 

３．投資その他の資産         

(1）投資有価証券 ※１  1,369,693   1,392,000   

(2）繰延税金資産   80,324   52,881   

(3）その他   166,381   172,161   

貸倒引当金   △15,343   △15,300   

投資その他の資産合計   1,601,056 9.4  1,601,743 9.3 686 

固定資産合計   6,275,366 36.9  6,523,736 37.8 248,370 

資産合計   17,023,609 100.0  17,264,288 100.0 240,678 
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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   1,810,839   1,664,977   

２．短期借入金   182,000   364,000   

３．未払法人税等   430,905   295,001   

４．賞与引当金   267,494   265,067   

５．役員賞与引当金   －   26,200   

６．その他   338,142   329,593   

流動負債合計   3,029,381 17.8  2,944,838 17.1 △84,542 

Ⅱ 固定負債         

１．長期借入金   277,000   463,000   

２．退職給付引当金   357,747   325,594   

３．役員退職慰労引当金   308,392   306,313   

４．その他   168,605   169,605   

固定負債合計   1,111,744 6.5  1,264,512 7.3 152,767 

負債合計   4,141,126 24.3  4,209,351 24.4 68,224 

（少数株主持分）         

少数株主持分   － －  － －  

（資本の部）         

Ⅰ 資本金 ※２  1,496,950 8.8  － － △1,496,950 

Ⅱ 資本剰余金   1,210,656 7.1  － － △1,210,656 

Ⅲ 利益剰余金   9,777,104 57.4  － － △9,777,104 

Ⅳ その他有価証券評価差額
金   399,149 2.4  － － △399,149 

Ⅴ 為替換算調整勘定   △537 △0.0  － － 537 

Ⅵ 自己株式 ※３  △840 △0.0  － － 840 

資本合計   12,882,483 75.7  － － △12,882,483 

負債、少数株主持分及び
資本合計   17,023,609 100.0  － － △17,023,609 
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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   － －  1,496,950 8.7 1,496,950 

２．資本剰余金   － －  1,210,656 7.0 1,210,656 

３．利益剰余金   － －  9,919,421 57.4 9,919,421 

４．自己株式   － －  △876 △0.0 △876 

株主資本合計   － －  12,626,152 73.1 12,626,152 

Ⅱ 評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差 
額金   － －  414,502 2.4 414,502 

２．為替換算調整勘定   － －  14,281 0.1 14,281 

評価・換算差額等合計   － －  428,784 2.5 428,784 

純資産合計   － －  13,054,937 75.6 13,054,937 

負債純資産合計   － －  17,264,288 100.0 17,264,288 
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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   12,820,027 100.0  12,306,230 100.0 △513,796 

Ⅱ 売上原価 ※１  8,762,378 68.3  8,788,821 71.4 26,442 

売上総利益   4,057,648 31.7  3,517,409 28.6 △540,238 

Ⅲ 販売費及び一般管理費         

１．販売促進費・広告宣伝費  23,335   24,740    

２．荷造運搬費  387,475   396,841    

３．役員報酬  216,274   189,890    

４．賞与引当金繰入額  124,073   125,986    

５．役員賞与引当金繰入額  －   19,800    

６．給与手当  801,886   824,870    

７．退職給付費用 ※２ △51,105   62,792    

８．役員退職慰労引当金繰 
入額 

 51,549   54,566    

９．貸倒引当金繰入額  －   2,821    

10．その他 ※１ 767,442 2,320,930 18.2 756,951 2,459,260 20.0 138,330 

営業利益   1,736,718 13.5  1,058,148 8.6 △678,569 

Ⅳ 営業外収益         

１．受取利息  329   3,146    

２．受取配当金  11,525   14,930    

３．受取賃貸料  6,723   16,724    

４．持分法による投資利益  －   2,811    

５．為替差益  35,612   8,831    

６．積立保険満期返戻金  5,606   204    

７．受取保険金  11,246   －    

８．その他  13,626 84,672 0.7 12,574 59,223 0.5 △25,448 

Ⅴ 営業外費用         

１．支払利息  7,933   8,585    

２．持分法による投資損失  101,607   －    

３．その他  932 110,473 0.9 642 9,228 0.1 △101,244 

経常利益   1,710,917 13.3  1,108,144 9.0 △602,773 
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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） 百分比 

（％） 金額（千円） 百分比
（％） 

増減 
（千円） 

Ⅵ 特別利益         

１．固定資産売却益 ※３ 72,036   6,443    

２．投資有価証券売却益  －   4,200    

３．貸倒引当金戻入益  1,119   －    

４．持分変動利益  5,062 78,218 0.6 － 10,643 0.1 △67,575 

Ⅶ 特別損失         

１．固定資産売却除却損 ※４ 48,634   56,739    

２．投資有価証券売却損  18,410   －    

３．会員権等評価損  800 67,845 0.5 － 56,739 0.5 △11,105 

税金等調整前当期純利
益   1,721,291 13.4  1,062,048 8.6 △659,242 

法人税、住民税及び事業
税  684,286   431,887    

法人税等調整額  57,339 741,625 5.8 31,518 463,406 3.7 △278,219 

当期純利益   979,665 7.6  598,642 4.9 △381,023 
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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   1,210,656 

Ⅱ 資本剰余金期末残高   1,210,656 

    

（利益剰余金の部）    

Ⅰ 利益剰余金期首残高   9,261,699 

Ⅱ 利益剰余金増加高    

１．当期純利益  979,665 979,665 

Ⅲ 利益剰余金減少高    

１．配当金  176,460  

２．役員賞与  23,800  

３．自己株式消却額  264,000 464,260 

Ⅳ 利益剰余金期末残高   9,777,104 
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連結株主資本等変動計算書 

当連結会計年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日 残高 
（千円） 1,496,950 1,210,656 9,777,104 △840 12,483,871 

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当（注）   △230,000  △230,000 

剰余金の配当   △80,500  △80,500 

役員賞与（注）   △27,000  △27,000 

当期純利益   598,642  598,642 

自己株式の取得    △118,861 △118,861 

自己株式の処分   △118,825 118,825 ― 

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 
（千円） ― ― 142,317 △36 142,280 

平成19年３月31日 残高 
（千円） 

1,496,950 1,210,656 9,919,421 △876 12,626,152 

 
 

     

 
評価・換算差額等 

 
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 

純資産合計 

平成18年３月31日 残高 
（千円） 399,149 △537 398,612 12,882,483 

連結会計年度中の変動額     

剰余金の配当（注）    △230,000 

剰余金の配当    △80,500 

役員賞与（注）    △27,000 

当期純利益    598,642 

自己株式の取得    △118,861 

自己株式の処分    ― 

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額） 15,353 14,819 30,172 30,172 

連結会計年度中の変動額合計 
（千円） 15,353 14,819 30,172 172,453 

平成19年３月31日 残高 
（千円） 

414,502 14,281 428,784 13,054,937 

     
（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）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     

税金等調整前当期純利
益  1,721,291 1,062,048  

減価償却費  299,482 361,443  

引当金の増減額 
（減少：△）  △182,830 △7,638  

受取利息及び受取配当
金  △11,855 △18,077  

支払利息  7,933 8,585  

持分法による投資損益  101,607 △2,811  

投資有価証券売却益  － △4,200  

投資有価証券売却損  18,410 －  

固定資産売却益  △72,036 △6,443  

固定資産売却除却損  48,634 56,739  

会員権等売却益  － △99  

会員権等売却損  166 －  

会員権等評価損  800 －  

積立保険満期返戻金  △5,606 △204  

持分変動利益  △5,062 －  

売上債権の増減額 
（増加：△）  △60,449 △246,611  

たな卸資産の増減額（増
加：△）  △355,368 197,455  

仕入債務の増減額 
（減少：△）  △202,806 △109,490  

未払消費税等の増減額 
（減少：△）  12,757 33,567  

その他資産の増減額（増
加：△）  6,518 2,730  

その他負債の増減額（減
少：△）  △39,575 △10,729  

役員賞与の支払額  △23,800 △27,000  

小計  1,258,209 1,289,263 31,053 
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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） 

利息及び配当金の受取
額  11,855 29,935  

利息の支払額  △7,233 △7,379  

法人税等の支払額  △394,508 △569,343  

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー  868,323 742,476 △125,847 

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  △645,391  △705,170  

有形固定資産の売却に
よる収入  179,030 14,577  

無形固定資産の取得に
よる支出  △5,211 △16,172  

投資有価証券の取得に
よる支出  △2,004 △9,027  

投資有価証券の売却に
よる収入  100,000 7,593  

会員権等の取得による
支出  △4,200 △7,600  

会員権等の売却による
収入  333 142  

その他の投資の取得に
よる支出  △2,555 △206  

その他の投資の売却に
よる収入  49,294 6,336  

貸付金の回収による収
入  1,204 217  

貸付による支出  － △1,600  

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー  △329,498 △710,908 △381,410 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



イワブチ株式会社（5983）  平成19年3月期決算短信 
 

 －18－

  
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     

長期借入れによる収入  550,000 550,000  

長期借入金の返済によ
る支出  △277,000 △182,000  

配当金の支払額  △176,260 △311,123  

自己株式の取得による
支出  △264,000 △118,825  

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー  △167,260 △61,948 105,312 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係
る換算差額  △23,986 △8,619 15,366 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増
減額  347,578 △39,000 △386,578 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期
首残高  4,294,383 4,641,961 347,578 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期
末残高 ※ 4,641,961 4,602,960 △39,000 
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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 連結子会社は、イワブチ化成㈱及び海

陽岩淵金属製品有限公司の２社であり、

全子会社を連結の範囲に含めておりま

す。 

同左 

(1）持分法適用の関連会社数 １社 ２．持分法の適用に関する事

項 

 関連会社は㈱アドバリュー１社であ

り、持分法を適用しております。 

 また、関連会社である㈱アドバリュー

の決算日は２月末日でありましたが、８

月末日に変更しております。 

持分法適用にあたっては、平成17年３

月１日から、平成18年２月28日までの12

ヶ月の財務諸表を使用しております。 

なお、㈱アドバリューは、平成18年１

月１日付で、中島通信機工業㈱から社名

変更しております。 

  ㈱アドバリュー 

 関連会社である㈱アドバリューの決算

日は８月末日であり、持分法適用にあた

っては、平成18年３月１日から、平成19

年２月28日までの12ヶ月の財務諸表を使

用しております。 

  

  (2）持分法を適用していない関連会社 

   ㈱アイキ 

   当連結会計年度において㈱アイキの株

式を取得いたしましたが、当期純利益（持

分に見合う額）及び利益剰余金（持分に

見合う額）等からみて、持分法の対象か

ら除いても連結財務諸表に及ぼす影響が

軽微であり、かつ、全体としても重要性

がないため持分法の適用範囲から除外し

ております。 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社のうち海陽岩淵金属製品有

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 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 (1）重要な資産の評価基準及び評価方法 ４．会計処理基準に関する事

項 ①有価証券 ①有価証券 

 その他有価証券 その他有価証券 

 時価のあるもの 時価のあるもの 

  決算日の市場価格等に基づく時

価法（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） 

    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 
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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たな卸資産 ②たな卸資産 

 商品、製品、半製品、原材料、仕掛

品 

商品、製品、半製品、原材料、仕掛

品 

  総平均法による原価法 同左 

 貯蔵品 貯蔵品 

  最終仕入原価法 同左 

 (2）重要な減価償却資産の減価償却の方

法 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方

法 

 ①有形固定資産 ①有形固定資産 

 当社及び国内連結子会社においては

定率法 

 ただし、平成10年４月１日以降取得

した建物（建物附属設備は除く。）に

ついては定額法 

 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 

３年～50年 

機械装置及び運搬具 

２年～17年 

在外連結子会社においては、所在地

国の会計基準の規定に基づく定額法 

同左 

 ②無形固定資産 ②無形固定資産 

  定額法 

 ただし、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 

同左 

 (3）重要な引当金の計上基準 (3）重要な引当金の計上基準 

 ①貸倒引当金 ①貸倒引当金 

  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検討

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 

  従業員に対して支給する賞与の支出

に充てるため、支給見込額に基づき当

連結会計年度負担額を計上しておりま

す。 

同左 

 ③    ―――――― ③役員賞与引当金 

   役員に対して支給する賞与の支出に

充てるため、当連結会計年度における

支給見込額に基づき計上しておりま

す。 

 
 



イワブチ株式会社（5983）  平成19年3月期決算短信 
 

 －21－

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退職給付引当金 ④退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債務

及び年金資産に基づき、当連結会計年

度末において発生している額を計上し

ております。 

なお、数理計算上の差異は、その発

生時に全額費用処理しております。 

同左 

 ⑤役員退職慰労引当金 ⑤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、会社規定に基づく当連結会計年度

末における要支給額を計上しておりま

す。 

同左 

 (4）重要なリース取引の処理方法 (4）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 

 (5）重要なヘッジ会計の方法 (5)重要なヘッジ会計の方法 

 ①ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法 

  金利スワップについては、ヘッジ会

計の要件を満たしており、さらに想定

元本、利息の受払条件及び契約期間が

ヘッジ対象となる借入金と同一である

ため、特例処理を採用しております。 

同左 

 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

  借入金を対象とした金利スワップで

あります。 

同左 

 ③ヘッジ方針 ③ヘッジ方針 

  金利リスクの低減のため、対象債務

の範囲内でヘッジを行っております。 

同左 

 ④ヘッジ有効性評価の方法 ④ヘッジ有効性評価の方法 

  金利スワップについては、特例処理

によっているため、有効性の評価を省

略しております。 

同左 

 (6）その他連結財務諸表作成のための重

要な事項 

(6）その他連結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。 

同左 

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 
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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） 

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

間で均等償却を行っており、当連結会計

年度末においてはすべて償却済でありま

す。 

―――――― 

 

 

 

７．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

―――――― 

 

のれんの償却については、５年間で均

等償却を行っており、当連結会計年度末

においてはすべて償却済であります。 

８．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。 

―――――― 

 

 

 

９．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カ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなります。 

同左 

 
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。これによる損益に与える影響はありません。 

 

 

――――――― 

 

（役員賞与に関する会計基準） 

 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、従来の場合と比較して営業利益、経常利

益及び税金等調整前当期純利益は、それぞれ26,200千円

減少しております。 

 

――――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年

12月９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８

号 平成17年12月９日）を適用しております。 

これまでの資本の部の合計に相当する金額は、

13,054,937千円であります。 

なお、当連結会計年度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。 
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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．関連会社に対するものは次のとおりであります。 ※１．関連会社に対するものは次のとおりであります。 
  

投資有価証券（株式） 298,314千円
  

  
投資有価証券（株式） 296,210千円 

  
※２．当社の発行済株式総数は、普通株式11,500,000株 

であります。 

※２．      ――――――― 

※３．持分法を適用した関連会社が保有する自己株式の 

数は、普通株式6,259株であります。 

※３．      ――――――― 

※４．      ――――――― ※４．連結会計年度末日満期手形 

 連結会計年度末日満期手形の会計処理について

は、手形交換日をもって決済処理をしております。

なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であっ

たため、次の連結会計年度末日満期手形が連結会計

年度末残高に含まれております。 

受取手形             117,401千円 

 

（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） 

※１．一般管理費及び製造費用に含まれる研究開発費 ※１．一般管理費及び製造費用に含まれる研究開発費 

199,048千円 195,864千円 

※２．退職給付費用 ※２．      ―――――――        

   当連結会計年度の退職給付費用は、期待運用収益

及び数理計算上の差異(収益)が勤務費用及び利息費

用を上回ったため、販売費及び一般管理費区分にお

いては、△51,105千円として表示しております。 

    

※３．固定資産売却益の内訳 ※３．固定資産売却益の内訳 

機械装置及び運搬具 1,750千円

土地 70,285千円

計 72,036千円
  

機械装置及び運搬具 1,360千円

その他 5,083千円

計 6,443千円
  

※４．固定資産売却除却損の内訳 ※４．固定資産売却除却損の内訳 
  

売却損 

機械装置及び運搬具 935千円

その他 94千円

計 1,029千円

 

除却損 

建物及び構築物 6,147千円

機械装置及び運搬具 23,081千円

その他 18,376千円

計 47,604千円
  

  
売却損 

建物及び構築物 3,157千円

機械装置及び運搬具 756千円

その他 181千円

計 4,096千円

除却損 

建物及び構築物 14,788千円

機械装置及び運搬具 1,289千円

その他 1,522千円

撤去費用 35,043千円

計 52,643千円
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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並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 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     

普通株式      （注）２ 11,500,000 － 175,000 11,325,000 

合計 11,500,000 － 175,000 11,325,000 

自己株式     

普通株式    （注）1,２ 6,259 175,271 175,000 6,530 

合計 6,259 175,271 175,000 6,530 

（注）１．普通株式の自己株式の増加 175,271 株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加 
     175,000 株及び、持分法適用会社の持分比率の変動による増加 271 株であります。 

２．普通株式の発行済株式及び自己株式の減少 175,000 株は、取締役会決議による自己株式の 
消却によるものであります。 

 
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29日 
定時株主総会 普通株式 230,000  20  平成18年３月31日 平成18年６月30日 

平成18年11月20日 
取締役会 普通株式 80,500  7  平成18年９月30日 平成18年12月11日 

 
(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度末後となるもの 

 
（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６月28日 
定時株主総会 普通株式 147,225 利益剰余金 13  平成19年３月31日 平成19年６月29日 

 
（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の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

※現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

（平成18年３月31日現在） （平成19年３月31日現在） 
  

現金及び預金勘定 4,641,961千円

預入期間が３カ月を超える定期預金 － 

現金及び現金同等物 4,641,961千円
  

  
現金及び預金勘定 4,602,960千円

預入期間が３カ月を超える定期預金 － 

現金及び現金同等物 4,602,960千円
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（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、減損損失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、減損損失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） 

その他 
（有形固定資産） 143,583 77,334 66,248 

合計 143,583 77,334 66,248 
 

  

 
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） 

その他 
（有形固定資産） 133,947 95,846 38,100 

合計 133,947 95,846 38,100 

  
（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。 

（注）         同左 

２．未経過リース料期末残高相当額等 ２．未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 未経過リース料期末残高相当額 
  

１年内 28,148千円

１年超 38,100千円

合計 66,248千円
  

  
１年内 26,848千円

１年超 11,252千円

合計 38,100千円
  

（注）未経過リース料期末残高相当額は、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。 

（注）         同左 

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失 

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失 
  

支払リース料 29,553千円

減価償却費相当額 29,553千円
  

  
支払リース料 28,148千円

減価償却費相当額 28,148千円
  

４．減価償却費相当額の算定方法 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。 

同左 

（減損損失について） （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。 同左 
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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） 

 種類 
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） 

株式 259,058 930,488 671,429 246,558 947,710 701,152 連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えるも
の 小計 259,058 930,488 671,429 246,558 947,710 701,152 

株式 6,417 5,151 △1,266 20,944 15,734  △5,210 連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの 小計 6,417 5,151 △1,266 20,944 15,734  △5,210 

合計 265,475 935,639 670,163 267,503 963,445 695,941 

 
２．売却したその他有価証券 

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） 

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） 

－ － － 7,593 4,200 － 

 
３．時価のない有価証券の内容 

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） 
種類 

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円） 

関連会社株式 298,314 296,210 

その他有価証券   

①上場会社の発行する優先株式 100,000 100,000 

②非上場株式 35,739 32,345 

合計 434,053 428,555 
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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）取引の内容及び利用目的等 (1）取引の内容及び利用目的等 

 デリバティブ取引は、借入金等の将来の金利市場に

おける利率上昇による変動リスクを回避する目的で利

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。 

 同左 

①ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法 

 金利スワップについては、ヘッジ会計の要件を満た

しており、さらに想定元本、利息の受払条件及び契約

期間がヘッジ対象となる借入金と同一であるため、特

例処理を採用しております。 

 同左 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

 借入金を対象とした金利スワップであります。  同左 

③ヘッジ方針 ③ヘッジ方針 

 金利リスクの低減のため、対象債務の範囲内でヘッ

ジを行っております。 

 同左 

④ヘッジ有効性評価の方法 ④ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップについては、特例処理によっているた

め、有効性の評価を省略しております。 

 同左 

(2）取引に対する取組方針 (2）取引に対する取組方針 

 デリバティブ取引については主として金利上昇をヘ

ッジするためのものであるため、借入残高の範囲内で

行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は

行わない方針であります。 

 同左 

(3）取引に係るリスクの内容 (3）取引に係るリスクの内容 

 金利スワップについては、市場金利の変動によるリ

スクを有しております。デリバティブ取引の契約先は

いずれも信用度の高い国内銀行であるため、相手先の

債務不履行によるいわゆる信用リスクはほとんどない

と判断しております。 

 同左 

(4）取引に係るリスク管理体制 (4）取引に係るリスク管理体制 

 取引の実行及び管理は経理部が行い、担任役員に報

告し承認を受けております。 

 同左 

 
２．取引の時価等に関する事項 

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） 

 当連結会計年度において実施しているデリバティブ取

引は、特例処理を適用した金利スワップのみであるため、

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 

 当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設
けております。 
 適格退職年金については昭和44年９月に設立され、その後段階的に退職一時金制度の一部を移行し、
当連結会計年度末では自己都合期末要支給額の 75％について適格退職年金制度を採用しております。 

 
２．退職給付債務に関する事項 

   （千円） 

  
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 △1,387,297 △1,416,210 

 ② 年金資産 1,029,550 1,093,961 

 ③ 未積立退職給付債務（①＋②） △357,747 △322,249 

 ④ 会計基準変更時差異の未処理額 － － 

 ⑤ 未認識数理計算上の差異 － － 

 ⑥ 未認識過去勤務債務 － － 

 ⑦ 連結貸借対照表計上額純額（③＋④＋⑤＋⑥） △357,747 △322,249 

 ⑧ 前払年金費用 － 3,344 

 ⑨ 退職給付引当金（⑦－⑧） △357,747 △325,594 

 
３．退職給付費用に関する事項 

   （千円） 

  
前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

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 勤務費用 79,132 80,237 

 ② 利息費用 28,101 27,745 

 ③ 期待運用収益 △11,792 △15,443 

 ④ 会計基準変更時差異の費用処理額 － － 

 ⑤ 数理計算上の差異の費用処理額 △189,405 21,863 

 ⑥ 過去勤務債務の費用処理額 － － 

 ⑦ 退職給付費用（①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥） △93,964 114,403 

 
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) 

 ① 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同左 

 ② 割引率 2.0％ 2.0％ 

 ③ 期待運用収益率 1.5％ 1.5％ 

 ④ 数理計算上の差異の処理年数 発生時全額費用処理 同左 
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（税効果会計関係） 
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

 
前連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

 （千円） （千円） 
  

繰延税金資産 

 貸倒引当金繰入限度超過額 

 賞与引当金繰入限度超過額 

 役員退職慰労引当金繰入限度超過
額 

 退職給付引当金繰入限度超過額 

 未払事業税 

 会員権等評価損 

 未実現利益の消去による増加額 

 その他 

繰延税金資産合計 

繰延税金負債 

 その他有価証券評価差額金 

 土地圧縮積立金 

 備品圧縮積立金 

繰延税金負債合計 

繰延税金資産の純額 
  

  

1,363

107,927

124,569

144,421

35,089

91,119

5,633

32,609

542,733

△271,014

△26,548

△2,491

△300,053

242,679 
  

  

5,880

106,217

122,993

129,936

24,169

90,534

4,253

27,229

511,214

△281,438

△26,548

△2,491

△310,478

200,736 
  

（注）繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。 
  

流動資産－繰延税金資産 

固定資産－繰延税金資産 
  

 
162,354

80,324
  

 
147,854

52,881
  

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

の原因となった主要な項目別の内訳  

 
前連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

 （％） （％） 
 

法定実効税率 

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されない
項目 

受取配当金等永久に益金に算入され
ない項目 

役員賞与損金不算入額 

住民税均等割等 

関係会社持分法損益 

試験研究費の特別税額控除等 

その他 

税効果会計適用後の法人税等の負担
率 

  

 
39.51

1.67

△0.13

－

0.53

2.33

△0.98

0.16

43.09

  

 
40.98

2.34

△0.28

0.99

0.83

△0.11

△1.23

0.11

43.63
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（セグメント情報） 
【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）及び当連結会計年度（自平成 18
年４月１日 至平成 19 年３月 31 日）において、当社グループは架線及び機器用の支持部品である電
気架線金物及びその付随製商品のみの製造、仕入、販売を営んでおり、事業区分が単一セグメントの
ため、事業の種類別セグメントの開示は行っておりません。 
 

【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）及び当連結会計年度（自平成 18

年４月１日 至平成 19 年３月 31 日）において、本邦の売上高及び資産の金額は、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金額の合計額に占める割合がいずれも 90％超であるため、所在
地別セグメント情報の記載を省略しております。 

 
【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）及び当連結会計年度（自平成 18
年４月１日 至平成 19 年３月 31 日）において、海外売上高はないため該当事項はありません。 
 

【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）親会社及び法人主要株主等 

該当事項はありません。 
 

（２）役員及び個人主要株主等 
      該当事項はありません。 
 

（３）子会社等 

関係内容 

属性 
会社等の
名称 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 

役員の 
兼任等 

事業上 
の関係 

取引の内容 
取引金額
（千円） 科目 

期末残高
（千円） 

関連会
社 

㈱アドバ
リュー 

東京都
葛飾区 80,000 

電気通信
工事用資
材の販売 

（所有） 
直接28.45％ 
（被所有） 
直接 0.19％ 

－ 
当社製商
品の販売 

電気架線金
物の販売 889,131 売掛金 242,196 

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

２．取引条件及び取引条件の決定方針等 
製商品の販売について、価格その他の取引条件は、当社と関連しない他の当事者と同 
様の条件によっております。 

３．㈱アドバリューは、平成 18 年１月１日付で、中島通信機工業㈱から社名変更しており 

ます。 
 
（４）兄弟会社等 

該当事項はありません。 
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当連結会計年度（自平成 18 年４月１日 至平成 19 年３月 31 日） 
（１）親会社及び法人主要株主等 

該当事項はありません。 
 

（２）役員及び個人主要株主等 
      該当事項はありません。 
 

（３）子会社等 

関係内容 

属性 
会社等の
名称 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 

役員の 
兼任等 

事業上 
の関係 

取引の内容 
取引金額
（千円） 科目 

期末残高
（千円） 

関連会
社 

㈱アドバ
リュー 

東京都
中央区 80,000 

電気通信
工事用資
材の販売 

（所有） 
直接29.68％ 
（被所有） 
直接 0.19％ 

－ 
当社製商
品の販売 

電気架線金
物の販売 674,881 売掛金 211,859 

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

２．取引条件及び取引条件の決定方針等 
製商品の販売について、価格その他の取引条件は、当社と関連しない他の当事者と同 
様の条件によっております。 

 
（４）兄弟会社等 

該当事項はありません。 
 

（ストック・オプション等関係） 
 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） 

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 1,118.56円

１株当たり当期純利益金額 81.58円
  

 
１株当たり純資産額 1,153.42円

１株当たり当期純利益金額 52.40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。 

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） 979,665 598,642 

普通株主に帰属しない金額（千円） 26,000 － 

（うち利益処分による役員賞与金） (26,000) (  －) 

普通株式に係る当期純利益（千円） 953,665 598,642 

期中平均株式数（千株） 11,689 11,423 
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（重要な後発事象） 

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） 

――――――― 平成19年5月21日開催の取締役会において、会社法第

165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第

156条の規定に基づき、経営環境の変化に対応した機動的

な資本政策を行うため、自己株式を取得することについ

て以下の通り決議いたしました。 

自己株式取得に関する取締役会の決議内容 

① 取得する株式の種類 

当社普通株式 

  ② 取得する株式の総数 

    300,000株（上限） 

   （発行済株式総数に対する割合2.64％） 

  ③ 株式の取得価額の総額 

    250,000千円（上限） 

④ 自己株式取得の日程 

   平成19年5月22日～平成19年11月16日 
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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   4,367,893   4,367,638   

２．受取手形 ※５  1,593,834   2,020,168   

３．売掛金 ※１  2,447,906   2,277,124   

４．商品   245,891   211,318   

５．製品   1,007,124   835,289   

６．半製品   234,442   234,805   

７．原材料   89,828   96,604   

８．仕掛品   153,950   138,797   

９．貯蔵品   11,149   8,547   

10．前払費用   8,954   9,921   

11．繰延税金資産   154,281   143,265   

12．短期貸付金 ※１  10,198   11,680   

13．未収入金 ※１  86,963   126,447   

14．その他   1,623   808   

貸倒引当金   △2,924   △5,789   

流動資産合計   10,411,116 63.9  10,476,628 63.0 65,511 
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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） 

Ⅱ 固定資産         

１．有形固定資産         

(1）建物  3,034,589   3,018,311    

減価償却累計額  1,770,840 1,263,748  1,801,331 1,216,980   

(2）構築物  235,064   235,154    

減価償却累計額  181,736 53,328  183,754 51,399   

(3）機械及び装置  1,833,099   1,988,827    

減価償却累計額  1,301,103 531,996  1,409,994 578,832   

(4）車両運搬具  170,264   175,108    

減価償却累計額  124,217 46,047  122,341 52,766   

(5）工具器具及び備品  1,493,981   1,498,824    

減価償却累計額  1,340,539 153,441  1,362,884 135,939   

(6）土地   1,784,803   1,784,803   

(7）建設仮勘定   36,985   288,968   

有形固定資産合計   3,870,351 23.7  4,109,691 24.7 239,339 

２．無形固定資産         

(1）借地権   24,535   24,535   

(2）ソフトウェア   27,079   33,113   

(3）電話加入権   6,945   6,945   

(4）公共施設等利用権   1,675   1,525   

無形固定資産合計   60,235 0.4  66,118 0.4 5,883 
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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） 

３．投資その他の資産         

(1）投資有価証券   1,071,378   1,095,790   

(2）関係会社株式   434,870   441,870   

(3）出資金   3,160   3,160   

(4）長期貸付金 ※１  242,075   241,976   

(5）長期前払費用   1,229   906   

(6）会員権等   134,096   141,652   

(7）保険料積立金   3,925   －   

(8）敷金・差入保証金   12,676   11,512   

(9）繰延税金資産   69,075   43,531   

(10）その他   985   3,601   

貸倒引当金   △15,343   △15,300   

投資その他の資産合計   1,958,130 12.0  1,968,702 11.9 10,572 

固定資産合計   5,888,716 36.1  6,144,512 37.0 255,795 

資産合計   16,299,833 100.0  16,621,140 100.0 321,306 
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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   819,755   895,666   

２．買掛金 ※１  779,943   660,772   

３．１年内返済予定長期借 
入金   182,000   364,000   

４．未払金   167,453   182,245   

５．未払費用   119,244   65,334   

６．未払法人税等   420,899   294,898   

７．未払消費税等   13,070   48,700   

８．前受金   3,056   2,116   

９．預り金   15,226   14,354   

10．賞与引当金   256,834   255,287   

11．役員賞与引当金   －   25,000   

12．設備支払手形   111,824   75,323   

流動負債合計   2,889,307 17.7  2,883,698 17.4 △5,608 

Ⅱ 固定負債         

１．長期借入金   277,000   463,000   

２．退職給付引当金   353,479   321,777   

３．役員退職慰労引当金   302,159   297,496   

４．受入保証金   168,605   169,605   

固定負債合計   1,101,244 6.8  1,251,878 7.5 150,634 

負債合計   3,990,551 24.5  4,135,576 24.9 145,025 
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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  1,496,950 9.2  － － △1,496,950 

Ⅱ 資本剰余金         

１．資本準備金  1,210,656   －    

資本剰余金合計   1,210,656 7.4  － － △1,210,656 

Ⅲ 利益剰余金         

１．利益準備金  379,237   －    

２．任意積立金         

(1）土地圧縮積立金 ※３ 4,764   －    

(2）別途積立金  7,450,000   －    

３．当期未処分利益  1,368,523   －    

利益剰余金合計   9,202,525 56.5  － － △9,202,525 

Ⅳ その他有価証券評価差額
金   399,149 2.4  － － △399,149 

資本合計   12,309,282 75.5  － － △12,309,282 

負債資本合計   16,299,833 100.0  － － △16,299,833 
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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） 

（純資産の部）        
       

Ⅰ 株主資本         

１．資本金   － －  1,496,950 9.0 1,496,950 

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  －   1,210,656    

資本剰余金合計   － －  1,210,656 7.3 1,210,656 

３．利益剰余金         

(1）利益準備金  －   379,237    

(2）その他利益剰余金         

備品圧縮積立金 ※４ －   3,668    

土地圧縮積立金 ※３ －   39,100    

別途積立金  －   8,000,000    

繰越利益剰余金  －   941,447    

利益剰余金合計   － －  9,363,454 56.3 9,363,454 

株主資本合計   － －  12,071,060 72.6 12,071,060 

Ⅱ 評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差 
額金   － －  414,502 2.5 414,502 

評価・換算差額等合計   － －  414,502 2.5 414,502 

純資産合計   － －  12,485,563 75.1 12,485,563 

負債純資産合計   － －  16,621,140 100.0 16,621,140 
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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        

１．製品売上高  8,236,292   8,662,244    

２．商品売上高  4,577,099   3,637,036    

３．その他売上高  8,204 12,821,597 100.0 7,872 12,307,153 100.0 △514,444 

Ⅱ 売上原価         

１．製品売上原価         

(1）期首製品たな卸高  774,384   1,007,124    

(2）当期製品仕入高 ※１ 1,532,404   1,543,379    

(3）当期製品製造原価 ※４ 4,186,689   4,334,633    

合計  6,493,479   6,885,136    

(4）他勘定振替高 ※２ 14,164   17,529    

(5）期末製品たな卸高  1,007,124   835,289    

製品売上原価   5,472,190   6,032,318   

２．商品売上原価         

(1）期首商品たな卸高  201,335   245,891    

(2）当期商品仕入高 ※１ 3,416,604   2,776,898    

合計  3,617,939   3,022,789    

(3）他勘定振替高 ※３ 3,156   2,670    

(4）期末商品たな卸高  245,891   211,318    

商品売上原価   3,368,892   2,808,801   

売上原価合計   8,841,082 69.0  8,841,119 71.8 36 

売上総利益   3,980,514 31.0  3,466,033 28.2 △514,480 
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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） 

Ⅲ 販売費及び一般管理費         

１．販売促進費・広告宣伝費  23,335   24,740    

２．荷造運搬費  385,949   395,352    

３．役員報酬  203,194   176,240    

４．賞与引当金繰入額  123,346   125,319    

５．役員賞与引当金繰入額  －   18,600    

６．給与手当  795,574   817,521    

７．退職給付費用 ※５ △51,026   62,091    

８．役員退職慰労引当金繰 
入額  49,202   51,982    

９．福利厚生費  184,551   177,840    

10．交際費  58,878   59,932    

11．通信費・旅費交通費  85,144   81,371    

12．賃借料  81,304   73,246    

13．減価償却費  72,145   94,556    

14．貸倒引当金繰入額  －   2,821    

15．その他 ※４ 257,848 2,269,448 17.7 240,015 2,401,633 19.6 132,185 

営業利益   1,711,065 13.3  1,064,399 8.6 △646,665 

Ⅳ 営業外収益         

１．受取利息  2,530   5,253    

２．受取配当金 ※１ 11,525   26,810    

３．受取賃貸料 ※１ 6,723   16,724    

４．積立保険満期返戻金  5,606   204    

５．受取保険金  11,246   －    

６．その他  10,919 48,552 0.4 10,536 59,529 0.5 10,977 

Ⅴ 営業外費用         

１．支払利息  7,933   8,570    

２．その他  932 8,865 0.0 642 9,213 0.0 347 

経常利益   1,750,752 13.7  1,114,716 9.1 △636,035 
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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） 

Ⅵ 特別利益         

１．固定資産売却益 ※６ 72,036   6,363    

２．投資有価証券売却益  81,870   4,200    

３．貸倒引当金戻入益  1,119 155,026 1.2 － 10,563 0.1 △144,462 

Ⅶ 特別損失         

１．固定資産売却除却損 ※７ 47,810   53,392    

２．会員権等評価損  800 48,610 0.4 － 53,392 0.5 4,782 

税引前当期純利益   1,857,168 14.5  1,071,887 8.7 △785,280 

法人税、住民税及び事業
税  673,700   429,500    

法人税等調整額  62,185 735,885 5.8 26,134 455,634 3.7 △280,251 

当期純利益   1,121,282 8.7  616,253 5.0 △505,029 

前期繰越利益   511,240   －   

利益による自己株式消
却額   264,000   －   

当期未処分利益   1,368,523   －   
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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29日） 

区分 注記
番号 金額（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益   1,368,523 

Ⅱ 利益処分額    

１．配当金  230,000  

２．役員賞与金 
（うち監査役賞与金）  26,000 

(1,000)  

３．任意積立金    

土地圧縮積立金  34,335  

備品圧縮積立金  3,668  

別途積立金  550,000 844,004 

Ⅲ 次期繰越利益   524,518 
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株主資本等変動計算書 

当事業年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日）  
株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金  
資本金 

資本準備金 利益準備金 
備品 

圧縮積立金 
土地 

圧縮積立金 別途積立金 
繰越利益 
剰余金 

利益剰余金
合計 

自己株式 
株主資本 
合計 

平成18年３月31日 
残高（千円） 1,496,950 1,210,656 379,237 ― 4,764 7,450,000 1,368,523 9,202,525 ― 11,910,132 

事業年度中の変動額           

備品圧縮積立金の
積立（注）    3,668   △3,668 ―  ― 

土地圧縮積立金の
積立（注） 

    34,335  △34,335 ―  ― 

別途積立金の積立 
（注）      550,000 △550,000 ―  ― 

剰余金の配当（注）       △230,000 △230,000  △230,000 

剰余金の配当       △80,500 △80,500  △80,500 

役員賞与（注）       △26,000 △26,000  △26,000 

当期純利益       616,253 616,253  616,253 

自己株式の取得         △118,825 △118,825 

自己株式の処分       △118,825 △118,825 118,825 ― 

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（千円） 

― ― ― 3,668 34,335 550,000 △427,076 160,928 ― 160,928 

平成19年３月31日 
残高（千円） 

1,496,950 1,210,656 379,237 3,668 39,100 8,000,000 941,447 9,363,454 ― 12,071,060 
           

 

評価・換算 
差額等 

 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） 

399,149 12,309,282 

事業年度中の変動額   

備品圧縮積立金の
積立（注） 

 ― 

土地圧縮積立金の
積立（注）  ― 

別途積立金の積立 
（注） 

 ― 

剰余金の配当（注）  △230,000 

剰余金の配当  △80,500 

役員賞与（注）  △26,000 

当期純利益  616,253 

自己株式の取得  △118,825 

自己株式の処分  ― 

株主資本以外の項
目の事業年度中の
変動額（純額） 

15,353 15,353 

事業年度中の変動額
合計（千円）  15,353 176,281 

平成19年３月31日 
残高（千円） 414,502 12,485,563 

   
（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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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）子会社及び関連会社株式 (1）子会社及び関連会社株式 １．有価証券の評価基準及び

評価方法  移動平均法による原価法 同左 

 (2）その他有価証券 (2）その他有価証券 

 時価のあるもの 時価のあるもの 

  決算日の市場価格等に基づく時価

法（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） 

 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 

商品、製品、半製品、原材料、仕掛品 商品、製品、半製品、原材料、仕掛品 ２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法  総平均法による原価法 同左 

 貯蔵品 貯蔵品 

  最終仕入原価法 同左 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 ３．固定資産の減価償却の方

法  定率法 

 ただし、平成10年４月１日以降取得

した建物（建物附属設備は除く。）に

ついては定額法 

 なお、主な耐用年数は、以下のとお

りであります。 

同左 

 建物  

 ７年～47年  

 機械及び装置  

 ２年～17年  

 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

  定額法 

 ただし、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 

同左 

 (3）長期前払費用 (3）長期前払費用 

  効果の及ぶ期間に応じて均等償却 同左 

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検討

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 

  従業員に対して支給する賞与の支出

に充てるため、支給見込額に基づき当

期負担額を計上しております。 

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） 

 (3)     ――――――― (3）役員賞与引当金 

  役員に対して支給する賞与の支出に

充てるため、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。 

 (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

期末日における退職給付債務及び年金

資産に基づき、当期末日において発生

している額を計上しております。 

 なお、数理計算上の差異は、その発

生時に全額費用処理しております。 

同左 

 (5）役員退職慰労引当金 (5）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、会社規定に基づく当期末日におけ

る要支給額を計上しております。 

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．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

  金利スワップについては、ヘッジ会

計の要件を満たしており、さらに想定

元本、利息の受払条件及び契約期間が

ヘッジ対象となる借入金と同一である

ため、特例処理を採用しております。 

同左 

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

  借入金を対象とした金利スワップで

あります。 

同左 

 (3）ヘッジ方針 (3）ヘッジ方針 

  金利リスクの低減のため、対象債務

の範囲内でヘッジを行っております。 

同左 

 (4）ヘッジ有効性評価の方法 (4）ヘッジ有効性評価の方法 

  金利スワップについては、特例処理

によっているため、有効性の評価を省

略しております。 

同左 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 ７．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項  消費税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。 

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。これによる損益に与える影響はありません。 

 

 

――――――― 

 

（役員賞与に関する会計基準） 

当事業年度より、「役員賞与に関する会計基準」（企

業会計基準第４号 平成17年11月29日）を適用しており

ます。 

これにより、従来の場合と比較して営業利益、経常利

益及び税引前当期純利益は、それぞれ25,000千円減少し

ております。 

 

――――――― 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

 当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年12

月９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号 

平成17年12月９日）を適用しております。 

これまでの資本の部の合計に相当する金額は

12,485,563千円であります。 

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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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．関係会社項目 ※１．関係会社項目 

 関係会社に対する資産及び負債には区分掲記され

たもののほか次のものがあります。 

 関係会社に対する資産及び負債には区分掲記され

たもののほか次のものがあります。 
  

流動資産  

売掛金 242,196千円 

短期貸付金 10,000千円 

未収入金 11,754千円 

固定資産  

長期貸付金 240,000千円 

流動負債  

買掛金 75,113千円 
  

  
流動資産  

売掛金 221,281千円 

短期貸付金 11,250千円 

未収入金 61,332千円 

固定資産  

長期貸付金 238,750千円 

流動負債  

買掛金 111,100千円 
  

※２．授権株式数及び発行済株式総数 ※２．       ――――――― 
 

授権株式数 普通株式 39,736,000株

発行済株式総数 普通株式 11,500,000株
  

 
  

※３．土地圧縮積立金は、土地を譲渡したことにより生

じた譲渡益相当額を租税特別措置法に基づいて所得

控除を受けるため、利益処分により積立てたもので

あります。 

※３．土地圧縮積立金は、土地を譲渡したことにより生

じた譲渡益相当額を租税特別措置法に基づいて所得

控除を受けるため、利益処分により積立てたもので

あります。 

※４       ――――――― ※４．備品圧縮積立金は、備品を取得したことにより生

じた保険差益相当額を法人税法に基づいて所得控除

を受けるため、利益処分により積立てたものであり

ます。 

※５       ――――――― ※５．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             117,401千円 

 ６．配当制限 ６．      ――――――― 

 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399,149千

円であります。 
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（損益計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 

※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 
 

売上高 890,701千円 

仕入高 750,950千円 
  

 
売上高 727,162千円 

仕入高 848,240千円 

受取配当金 12,580千円 

受取賃貸料 10,422千円 
  

※２．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 ※２．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 
  

販売費及び一般管理費へ振替 14,164千円 
  

  
販売費及び一般管理費へ振替 17,529千円 

  
※３．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 ※３．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 
  

販売費及び一般管理費へ振替 3,156千円 
  

  
販売費及び一般管理費へ振替   2,670千円 

  
※４．研究開発費の総額 ※４．研究開発費の総額 

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費 

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費 

199,048千円 195,864千円 

※５．退職給付費用 ※５．      ――――――― 

当事業年度の退職給付費用は、期待運用収益及び

数理計算上の差異(収益)が勤務費用及び利息費用を

上回ったため、販売費及び一般管理費区分において

は、△51,026千円として表示しております。 

 

※６．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 ※６．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 
  

車両運搬具 1,750千円 

土地 70,285千円 

計 72,036千円 
  

  
車両運搬具 1,280千円 

工具器具及び備品 5,083千円 

計 6,363千円 
  

※７．固定資産売却除却損の内訳は次のとおりでありま

す。 

※７．固定資産売却除却損の内訳は次のとおりでありま

す。 
  

売却損  

機械及び装置 542千円 

車両運搬具 393千円 

工具器具及び備品 94千円 

計 1,029千円 

除却損  

建物 5,702千円 

構築物 311千円 

機械及び装置 22,706千円 

車両運搬具 185千円 

工具器具及び備品 17,874千円 

計 46,780千円 
  

  
売却損  

機械及び装置 630千円 

車両運搬具 47千円 

工具器具及び備品 181千円 

計 859千円 

除却損  

建物 14,616千円 

構築物 171千円 

機械及び装置 1,279千円 

工具器具及び備品 1,421千円 

撤去費用 35,043千円 

計 52,532千円 
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（株主資本等変動計算書関係） 
当事業年度（自平成 18 年４月１日 至平成 19 年３月 31 日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

株式の種類 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） 

当事業年度末株式
数（株） 

普通株式        （注） － 175,000 175,000 － 

合計 － 175,000 175,000 － 

（注）１．普通株式の増加 175,000 株は、取締役会決議による自己株式の取得によるものであります。 
２．普通株式の減少 175,000 株は、取締役会決議による自己株式の消却によるものであります。 

 
（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、減損損失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、減損損失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） 

工具器具及び
備品 143,583 77,334 66,248 

合計 143,583 77,334 66,248 
  

  

 
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） 

工具器具及び
備品 133,947 95,846 38,100 

合計 133,947 95,846 38,100 
  

（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。 

（注）         同左 

２．未経過リース料期末残高相当額等 ２．未経過リース料期末残高相当額等 

  未経過リース料期末残高相当額   未経過リース料期末残高相当額 
  

１年内 28,148千円

１年超 38,100千円

合計 66,248千円
  

  
１年内 26,848千円

１年超 11,252千円

合計 38,100千円
  

（注）未経過リース料期末残高相当額は、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。 

（注）         同左 

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失 

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失 
  

支払リース料 29,553千円 

減価償却費相当額 29,553千円 
  

  
支払リース料 28,148千円 

減価償却費相当額 28,148千円 
  

４．減価償却費相当額の算定方法 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。 

同左 

 

 

（減損損失について） （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。 同左 
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（有価証券関係） 
前事業年度（自平成 17 年４月１日 至平成 18 年３月 31 日）及び当事業年度（自平成 18 年４月１日 

至平成 19 年３月 31 日）における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 
 

（税効果会計関係） 
 １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

 前事業年度 
（平成18年３月31日） 

当事業年度 
（平成19年３月31日） 

 （千円） （千円） 
  

繰延税金資産 

 貸倒引当金繰入限度超過額 

 賞与引当金繰入限度超過額 

 役員退職慰労引当金繰入限
度超過額 

 退職給付引当金繰入限度超
過額 

 未払事業税 

 会員権等評価損 

 その他 

繰延税金資産合計 

繰延税金負債 

 その他有価証券評価差額金 

 土地圧縮積立金 

 備品圧縮積立金 

繰延税金負債合計 

繰延税金資産の純額 
  

  

1,363

103,863

122,193

142,947

34,304

91,119

27,617

523,410

△271,014

△26,548

△2,491

△300,053

223,356
  

  

5,880

103,238

120,307

129,186

24,169

90,534

23,959

497,275

△281,438

△26,548

△2,491

△310,478

186,797
  

 
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異
の原因となった主要な項目別の内訳 

 
前事業年度 

（平成18年３月31日） 
当事業年度 

（平成19年３月31日） 
 

 法定実効税率と税効果会計

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

百分の五以下であるため注記

を省略しております。 

同左 
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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 1,068.11円

１株当たり当期純利益金額 93.49円
  

 
１株当たり純資産額 1,102.48円

１株当たり当期純利益金額 53.91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。 

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） 1,121,282 616,253 

普通株主に帰属しない金額（千円） 26,000 － 

（うち利益処分による役員賞与金） (26,000) (  －) 

普通株式に係る当期純利益（千円） 1,095,282 616,253 

期中平均株式数（千株） 11,715 11,430 

 

（重要な後発事象） 

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） 

――――――― 平成19年5月21日開催の取締役会において、会社法第

165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第

156条の規定に基づき、経営環境の変化に対応した機動的

な資本政策を行うため、自己株式を取得することについ

て以下の通り決議いたしました。 

自己株式取得に関する取締役会の決議内容 

① 取得する株式の種類 

当社普通株式 

  ② 取得する株式の総数 

    300,000株（上限） 

   （発行済株式総数に対する割合2.64％） 

  ③ 株式の取得価額の総額 

    250,000千円（上限） 

④ 自己株式取得の日程 

   平成19年5月22日～平成19年11月16日 
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６．その他 
役員の異動の予定（平成 19 年６月 28 日付） 

１．新任監査役候補 
   監 査 役 樋口 英夫 （現 当社営業第二部担当取締役） 
   社外監査役 高野  茂 （現 日本興亜損害保険株式会社千葉西支店長） 

（注）新任監査役候補者高野茂氏は、会社法第２条第 16 号に定める社外監査役です。 
 
２．退任予定取締役 
   現 営業第二部担当取締役 樋口 英夫 （当社監査役に就任予定） 
   現 生産技術部担当取締役 岩島 正典 
 
３．退任予定監査役 
   現 監 査 役（非常勤） 髙野 肇元 
   現 社外監査役（非常勤） 塩沢 三男 
 

 
以 上 

 


