
平成19年３月期　決算短信 平成１９年５月２１日

上場会社名 互応化学工業株式会社 上場取引所 大阪証券取引所(第二部)

コード番号 ４９６２ ＵＲＬ　http://www.goo-chem.co.jp

代表者　　　　　（役職名）代表取締役社長 （氏名）池上　幸一

問合せ先責任者　（役職名）取締役管理部長 （氏名）西川　憲一 ＴＥＬ　（０７７４）４６－７７７７

定時株主総会開催予定日 平成１９年６月２８日 配当支払開始予定日 平成１９年６月２９日

有価証券報告書提出予定日 平成１９年６月２８日

（百万円未満切捨て）

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 7,176 4.7 699 0.6 847 2.7 614 18.9

18年３月期 6,853 0.9 695 5.5 825 12.7 517 14.8

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19年３月期 88 98 －  5.9 6.8 9.8

18年３月期 73 23 －  5.2 7.1 10.2

（参考）持分法投資損益 19年３月期 52百万円 18年３月期 △28百万円

(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 12,863 10,736 83.2 1,549 08

18年３月期 12,059 10,202 84.5 1,472 45

（参考）自己資本 19年３月期 10,703百万円 18年３月期 10,184百万円

(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 821 △326 △138 3,886

18年３月期 915 △786 △140 3,541

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
（連結）

純資産
配当率
（連結）（基準日） 中間 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年３月期 0 00 20 00 20 00 138 27.3 1.4

19年３月期 0 00 25 00 25 00 172 28.1 1.7

20年３月期（予想） 0 00 20 00 20 00 － 29.4 －

 （注）19年３月期期末配当金の内訳　記念配当５円

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 3,680 4.8 275 △6.5 335 △0.5 210 △25.6 30 39

通期 7,380 2.8 620 △11.4 740 △12.7 470 △23.6 68 02
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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

新規 0社  除外 0社  

（注）詳細は、６ページ「企業集団の状況」をご覧下さい。

(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、19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」をご覧下さい。

(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 6,992,000株 18年３月期 6,992,000株

②　期末自己株式数 19年３月期 82,498株 18年３月期 82,498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、29ページ「１株当たり情報」をご覧

下さい。

（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 6,790 4.6 641 2.0 794 0.6 570 16.1

18年３月期 6,489 △1.0 628 △6.6 789 1.7 491 0.6

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 82 59 －  

18年３月期 69 60 －  

(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 12,499 10,486 83.9 1,517 70

18年３月期 11,854 10,100 85.2 1,460 24

（参考）自己資本 19年３月期 10,486百万円 18年３月期 10,100百万円

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 3,500 5.3 250 △2.8 340 △5.6 225 △26.6 32 56

通期 7,000 3.1 570 △11.1 700 △11.9 445 △22.0 64 40

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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

 日本経済は穏やかながら順調に拡大を続け、個人消費、設備投資も好調で、雇用情勢も改善してきております。物価

面では、消費者物価は穏やかな上昇を続け、デフレ脱却に向けて進んでおりますが、業種によっては完全とは言い切

れない状況にあります。また一方では原油高騰が続き、ナフサ価格が上昇し、石油製品や資材の値上がりが依然とし

て続いており、中東情勢の不安定さと成長を続ける中国経済の需要拡大によって、今後も高騰が続くものと予想され

ます。その中で原材料アップを価格転嫁しにくい我々製造業にしわ寄せがくる状況が続き、利益確保に厳しさを増し

ております。

　このような情勢のもと、当社企業グループの主要需要先の一つでありますプリント基板市場は、ＩＴ関連の在庫調

整が進み、中国市場を中心とした各国で生産が活発となり、生産量は増えてきたものの価格競争が激化し、厳しい状

況となりました。また、もう一方の主力分野であります合繊業界は、国内市場の縮小が進み、特に今年は暖冬の影響

もありましたが、スポーツ衣料を中心に差別化、機能性製品の積極的な開発と、郵政民営化に伴なう需要もあり、仕

事量は確保されました。その中で当社企業グループは顧客第一主義に徹し、きめの細かい技術サービスを提供し、顧

客ニーズに対応するという基本方針に沿って、新製品を投入してまいりました。原料の高騰という厳しい環境に対応

するため、生産性アップによる効率化と、経費節減によって利益確保に努めてまいりました。

　この結果、当期の売上高は 7,176百万円（前期比4.7％増）となりました。営業利益は699百万円（同0.6％増）、経

常利益は847百万円（同2.7％増）、当期純利益は614百万円（同18.9％増）と、増収増益となりました。

　今後の見通しにつきましては、景気は穏やかながら拡大を続け、企業の設備投資、個人消費は堅調に推移していく

ものと予想されます。しかし、原油価格の高騰、為替変動、アメリカ経済の減速感というリスクもあり、今後も不透

明で厳しい状況が続くものと思われます。

　しかしながら当社企業グループといたしましては、基本方針通り、顧客の要望を的確にスピーディーに捉え、独自

技術によって高性能、高機能化、高品質の製品を開発、提供し、売上高と利益の確保に努めていきたいと考えており

ます。さらに新規開発テーマに積極的に挑戦をし、成長していく企業像を構築していきたいと考えております。

　具体的な次期業績予想といたしましては、売上高7,380百万円（同2.8％増）、経常利益740百万円（同12.7％減）、

当期純利益470百万円（同23.6％減）を予定いたしております。また１株当たりの予想当期純利益は68円02銭と見込ん

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現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前当期純利益が942百万円

（前期比14.1％増）となり、有形固定資産の取得による支出が増加したものの、仕入債務の増加額が331百万円あった

こと等から、前連結会計年度末に比べ345百万円増加し、当連結会計年度末には3,886百万円となりました。

　各キャッシュ・フローの概要は、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）

　当連結会計年度における営業活動による資金の増加は821百万円（同10.2％減）となりました。前期との差の要因は、

主として仕入債務の増加額331百万円（前期は32百万円の減少）並びに税金等調整前当期純利益942百万円（同14.1％

増）等によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度における投資活動による資金の減少は326百万円（同58.5％減）となりました。前期との差の要因は、

主として前期には関係会社株式の取得による支出が599百万円あったこと等によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度における財務活動による資金の減少は138百万円（同1.5％減）となりました。これは主に、配当金

の支払額によるものであります。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　当社の利益配分に関する基本方針は、株主への安定した配当の維持と継続を基本としつつ、一方、設備投資及　

び研究開発投資などのための内部留保を充実することにより、将来にわたり成長を続け、株主への利益につなげ　

ていきたいと考えております。また、内部留保資金につきましては、今後の技術革新に対応すべく研究開発や生　

産設備への投資を中心として、合理化投資、事業の拡大、財務体質の強化に充当する所存であります。

  当期の配当金につきましては、上場10周年記念配当５円を加え、１株につき25円を予定しております。
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(4）事業等のリスク

　当社グループの経営成績、株価および財務状況等に影響を及ぼす可能性のある事項には以下のようなものがあり

ます。なお、文中における将来に関する事項は決算短信提出日現在において当社が判断したものでありますが、全

てを網羅するものではありませんので、この点にご留意下さい。

（1）製造工程および顧客ニーズへの対応について

　当社グループが主力とする電子産業関係は、技術が急速に変化、進展する環境の下、顧客ニーズの変化に応じて

頻繁に新製品が導入され、製造設備もそれに対応する必要があるという点が挙げられます。また、これらの製品の

製造工程は複雑であり、その生産性および性能を改善するために、継続的な改良を必要とします。製造工程に問題

点または非効率的な点が存在する場合には、生産能力が低下しまたは生産が中断することなどにより、適時に適正

コストで高品質の製品を納入できない可能性があります。その結果、当社グループの顧客が当社グループの競合会

社から製品を購入することとなる可能性があります。さらに、一部の製品の生産能力不足により、当社グループの

競争力が低下する可能性があります。その結果、減収となったり、顧客との関係が悪化する可能性があります。

（2）技術革新への対応について

　上述のとおり、当社グループが主力とする電子産業用は、急速な技術変化と技術革新、顧客ニーズの変化および

新製品・サ－ビスの頻繁な導入を特徴としております。新技術の開発とその製品化および新製品・サービスの導入

により、既存の製品・サービスは陳腐化しまたは市場性を失う傾向があります。当社グループの将来における競争

力は、以下のような技術革新への対応能力が当社グループにあるか否かに左右されます。

(a)急速な技術革新に対応して、技術面での他社に勝る技術開発できる能力

(b)既存の製品・サービスを向上させる能力

(c)革新的な製品を適時かつ適正コストで開発し生産する能力

(d)新たな製品・サービスおよび技術を使用しまたはこれらを展開する能力

(e)優秀な技術者や理工学分野の人材を採用し雇用する能力

(f)当社が開発する新製品・サービスに対する需要および商品性を正確に予測する能力

(g)新製品の開発または出荷の遅延を回避する能力

(h)高度化する顧客の要求に対応する能力

(i)顧客の製品の設計段階から関与することにより、顧客の新製品に当社の製品が組込まれるようにする能力

　当社グループは、常に顧客ニーズの急速な変化を的確に把握し、それに対応した製品・サービス（新製品、新サー

ビスを含む。）のマーケティングを行い、かかる製品・サービスを提供することができない可能性があります。当

社グループがこれらの技術および顧客ニーズの変化に適切に対応できなかった場合、当社グループの事業、業績お

よび財務状況は著しく損なわれる可能性があります。

（3）業界動向および競合等について

　当社グループの主要事業である電子産業用を含め全ての事業が、いずれも製品技術開発力の影響を強く受ける分

野であります。そのため、社会や市場での新技術の開発、新方式の採用、新製品の出現あるいは、競合会社の台頭

により、当社グループ取扱製品の急速な陳腐化や市場性の低下をまねき、当社グループの経営成績に重大な影響を

与える可能性があります。

（4）人材の確保について

　あらゆるハイテクノロジー企業と同様、当社グループは製品・サービスおよびソリューションを開発するため、

優秀な従業員を獲得し維持する必要があります。現在の化学業界では、優秀な人材に対する需要がそれに適した候

補者の数を上回っています。そのため、当社グループの人事部門は、重要な技術部門に配属可能な人材を採用し雇

用し続けることに注力しております。しかしながら、当社グループから優秀な従業員が多数離職したり、新規に採

用することができなかった場合、当社グループの事業目的の達成が困難になる可能性があります。
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（5）知的財産保護の限界

　当社グループは他社製品と差別化できる技術とノウハウを蓄積してまいりましたが、当社グループ独自の技術と

ノウハウの一部は、特定の地域では法的制限のため知的財産権による完全な保護が不可能、または限定的にしか保

護されない状況にあります。そのため、第三者が当社グループの知的財産を使って類似した製品を製造するのを効

果的に防止できない可能性があります。また、他社が類似する、もしくは当社グループより優れている技術を開発

したり、当社グループの特許や企業秘密を模倣、または解析調査することを防止できない可能性があります。

（6）製品の欠陥

　当社グループは世界中の工場で世界的に認められている品質管理基準(ISO)に従って各種の製品を製造しておりま

す。しかし、全ての製品について欠陥が無く、将来にリコールが発生しないという保証はありません。また、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。さらに、引き続き当社グループがこのような保険に許容できる条件で加入できるとは限りま

せん。大規模なリコールや製造物責任賠償につながるような製品の欠陥は、多額のコストや当社グループの評価に

重大な影響を与え、それにより売上が低下し、当社グループの業績と財務状況に悪影響が及ぶ可能性があります。

（7）他社との提携等の成否

　当社グループは技術開発の一環として、経営資源を最適化し、技術の集約による相乗効果を利用するために、技

術提携や合弁の形で他社と共同での活動を行っております。当社グループは引き続きこのような機会を前向きに活

用する予定であります。しかし、経営、財務またはその他の理由により当事者間で不一致が生じた場合、効果的な

開発および結果を享受できない場合、当社グループの業績と財務状況に悪影響が及ぶ可能性があります。

（8）資材等の調達

　当社グループの生産活動には、資材、その他の供給品のタイムリーな納入が必要です。当社グループの購入する

資材等には特殊なものがあるため、その中には、仕入先や供給品の切替えが困難なものや、少数特定の仕入先から

しか入手できないものがあります。当社グループは、当社グループが使用する資材、部品、製造装置その他の供給

品が現在十分確保されているものと認識しておりますが、供給の遅延・中断や業界内の需要増加があった場合、必

要不可欠な資材の供給不足が生じる場合があります。これらの原因等により、当社グループがこれらの供給品を機

動的に調達できない場合や、供給品の調達のために極めて多額の資金の支払いが必要となる場合は、当社グループ

の業績が悪化する可能性があります。また、欠陥のある資材、その他の供給品は、当社グループの製品の信頼性お

よび評判に悪影響を及ぼす可能性があります。

（9）為替相場の変動による影響について

　当社の取扱製品には海外への輸出製品が多く、当事業年度の輸出割合は、39.2％（内外貨建55.6％）であります。

そのため当社は、為替相場の変動によるリスクをヘッジする目的で、常時為替予約等で対策を講じております。し

かしながら、リスクヘッジにより為替相場変動の影響を緩和することは可能であっても、影響全てを排除すること

は不可能であり、当社の経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。また、取引のある国の政治・経

済状況により当社の経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

（10）年金資産の時価の変動

　年金資産の時価の変動により、時価が下落した場合、退職給付費用及び退職給付債務が増加し、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。

（11）自然災害等のリスクについて

　地震等の自然災害によって、当社グループの製造拠点が大きな損害を受ける可能性があります。特に当社グルー

プは日本国内を主力としてこれらの設備を有しておりますので、これらが損害を被った場合、操業が中断し、生産

および出荷が遅延することにより売上高は低下し、さらに、保険に加入はしているものの製造拠点の修復または代

替のため、巨額な費用を要することとなる可能性があります。
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２．企業集団の状況
 

 

顧 客 

当 社 

化 学 工 業 製 品 の 製 造 販 売 

（電子産業用・繊維用・化粧品用・その他工業用） 

連結子会社 

連 結 子 会 社 

互応物流㈱ 

倉庫管理・運送事業 製
品
・
商
品 

顧 客 

 持分法適用会社 

連 結 子 会 社 

ゴオウインドネシアケミカル㈱ 

製
品
・
商
品 

製 

品 

化学工業製品（繊維用）の製造販売 

持 分 法 適 用 会 社 

グッドアドバンスグループ㈱ 

持 分 法 適 用 会 社 

永 勝 泰 科 技 股 分 有 限 公 司 

電子産業用インキの製造販売会社

（聯致互應（深セン）有限公司）の 

持株会社 

電子産業用インキの製造販売 

 

 
製 

品 

 

製 

品 
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社はその社会的存在価値を「独自技術で社会に貢献すること」におき、その独自技術を構築するためには、

(1) 会社が自主独立し、経営上の自主権を持たねばならない。

(2) 経営者が意思の決定権を持って初めて危険を犯してでも、独自技術を確立しようとすることが出来る。

(3) またそれにより、確立した独自技術で更に発展することが出来る。

(4) それがためには、経営と資本と労働は互いに機能し、協調するというよりも一体となり、共同体として共感　

することにより、実力以上の活力を生み出すことが出来る。

　これが互応の設立精神であり、経営理念であります。この理念にしたがい、国内及び海外のユーザーに満足し　

ていただけるものを独自技術で供給し、社会に貢献することによって会社にも利益をもたらし、株主の方々や社　

員にもそれを享受していただけるよう取り組んでおります。

　そのため、高品位化及び、多様化する顧客ニーズに対応すべく、市場に密着し、研究部門と営業部門が一体と　

なって開発し、優れた製品を提供することを基本方針としております。 

(2）中長期的な会社の経営戦略

 日本経済は穏やかながら拡大を続け、設備投資や個人消費の伸びは堅調に推移しております。

また世界経済においても、アメリカ経済への減速感はあるものの、息の長い拡大が続き、中国経済も引き続き拡大基

調にあります。しかし原油の高騰はまた上昇を始め、長期的に見れば、さらに高騰と供給不安は今後もさらに続くも

のと考えられます。さらに業種によってデフレ脱却は完全ではなく、引き続き製造業にしわ寄せがくる厳しい状況に

は変わりないと考えられます。

  この状況の中で、当社企業グループがこの難局を乗り越えて、さらなる成長を遂げていくためには、各部門で「独

自技術」の確立が最も重要であり、国内最新技術の情報と顧客のニーズを的確にスピーディーにキャッチし、特徴あ

る高付加価値品を開発、提供していくことが、今、最も重要な課題と考えております。

  また収益性については、創造性と技術力を生かし、環境をキーワードに他社にない高付加価値で高機能性材料を完

成し、高くても顧客に満足していただき、市場が受け入れられる利益率の高い商品を、積極的に展開していかなけれ

ばならないと考えております。

  そのためにも新技術の導入、各機関、会社との共同研究も積極的に行ない、新規テーマの提案と、どんな小さなテー

マでも取り組む姿勢によって、成長性を感じられる企業像にしていきたいと考えております。

  まずは顧客第一主義を徹底し、満足していただける高品質の製品を提供していくとともに、安全で安心、環境にや

さしい製品づくりによって社会に貢献して、企業責任を果たしていきたいと考えております。

社内体制としては、人材確保と安全第一、コンプライアンスを徹底するため、社員教育に努め、総合予算制度による

効率的資産配分等の施策を実行し、利益確保のため海外の生産拠点もうまく活用しながら、グローバル化にも取り組

んでいきたいと考えております。

  その結果として成長性、安定した魅力ある企業にしてまいりたいと考えております。

(3）会社の対処すべき課題

日本経済は確実に成熟局面を迎え、息の長い拡大を続ける可能性が高まってきております。しかし、原油高騰による

原材料の値上がり、また末端商品のデフレ傾向は完全に脱却しておらず、我々製造業にとっては収益性を確保してい

くのに非常に厳しい状況が続くものと思われます。

その厳しい状況の中で当社企業グループは、会社理念としております「独自技術の確立により社会に貢献すること」

を推進し、売上高と収益性の向上に、最善の努力をしていきたいと考えております。

そのためには、

（1） 会社目標「独自技術の確立」の徹底と、特に研究陣での実現

（2） 各分野における高付加価値品へ寄与できる商品開発

（3） 販売における使用技術の充実と新たなる展開

（4） 高品質とコストを合わせ持った生産技術の確立

（5） 総合予算制度と社内管理体制の徹底推進

（6） 海外拠点での生産、販売体制の確立と採算面での向上

等の施策を推進し、国内ユーザーへの売上高の向上と、グローバル化による海外戦略を明確にし、収益性の確保に全

力を上げていかなければならないと考えております。

互応化学工業㈱（4962）平成 19 年３月期決算短信

－ 7 －



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 3,561,353 3,906,684 345,331

２．受取手形及び売掛金 ※５ 1,826,796 2,138,765 311,968

３．たな卸資産 950,101 1,036,382 86,280

４．繰延税金資産 68,946 86,695 17,748

５．その他 29,422 21,418 △8,004

貸倒引当金 △17,408 △14,733 2,674

流動資産合計 6,419,211 53.2 7,175,211 55.8 756,000

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1）建物及び構築物 ※１ 3,597,410 3,670,509

減価償却累計額 2,309,816 1,287,594 2,456,347 1,214,162 △73,432

(2）機械装置及び運搬具 5,366,788 5,663,568

減価償却累計額 4,699,422 667,365 4,978,708 684,859 17,493

(3）工具器具備品 855,118 902,164

減価償却累計額 760,644 94,474 813,985 88,179 △6,294

(4）土地 1,935,104 2,018,104 83,000

(5）建設仮勘定 124,003 132,911 8,907

有形固定資産合計 4,108,543 34.1 4,138,217 32.2 29,674

２．無形固定資産

(1）借地権 11,056 53,960 42,903

(2) 連結調整勘定 25,217 － △25,217

(3) のれん － 18,913 18,913

(4）その他 7,464 7,711 246

無形固定資産合計 43,738 0.4 80,584 0.6 36,845

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 ※２ 1,446,636 1,422,834 △23,801

(2）従業員長期貸付金 6,650 5,352 △1,298

(3) 繰延税金資産 13,139 14,345 1,206

(4）その他 29,689 33,150 3,460

貸倒引当金 △8,025 △6,242 1,783

投資その他の資産合計 1,488,089 12.3 1,469,440 11.4 △18,648

固定資産合計 5,640,371 46.8 5,688,242 44.2 47,870

資産合計 12,059,583 100.0 12,863,453 100.0 803,870
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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 ※５ 909,736 1,241,740 332,003

２．未払金 152,284 125,697 △26,587

３．未払費用 9,275 18,694 9,419

４．未払法人税等 167,181 197,871 30,690

５．賞与引当金 126,840 130,358 3,518

６．役員賞与引当金 － 16,000 16,000

７．その他 189,900 136,310 △53,590

流動負債合計 1,555,219 12.9 1,866,673 14.5 311,453

Ⅱ　固定負債

１．繰延税金負債 122,449 107,030 △15,418

２．退職給付引当金 101,572 66,430 △35,141

３．役員退職慰労引当金 78,108 86,820 8,712

固定負債合計 302,129 2.5 260,282 2.0 △41,847

負債合計 1,857,348 15.4 2,126,955 16.5 269,606

（少数株主持分）

少数株主持分 17,341 0.1 － － △17,341

（資本の部）

Ⅰ　資本金 ※３ 842,000 7.0 － － △842,000

Ⅱ　資本剰余金 827,990 6.9 － － △827,990

Ⅲ　利益剰余金 8,471,843 70.2 － － △8,471,843

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

193,643 1.6 － － △193,643

Ⅴ　為替換算調整勘定 △92,203 △0.7 － － 92,203

Ⅵ　自己株式 ※４ △58,379 △0.5 － － 58,379

資本合計 10,184,892 84.5 － － △10,184,892

負債・少数株主持分及び
資本合計

12,059,583 100.0 － － △12,059,583
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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 ※３  － －  842,000 6.6 842,000

２．資本剰余金   － －  827,990 6.4 827,990

３．利益剰余金   － －  8,838,396 68.7 8,838,396

４．自己株式 ※４  － －  △58,379 △0.5 △58,379

　　株主資本合計   － －  10,450,006 81.2 10,450,006

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  － －  158,219 1.2 158,219

２．為替換算調整勘定   － －  95,126 0.8 95,126

　　評価・換算差額等合計   － －  253,345 2.0 253,345

Ⅲ　少数株主持分   － －  33,145 0.3 33,145

純資産合計   － －  10,736,498 83.5 10,736,498

負債純資産合計   － －  12,863,453 100.0 12,863,453
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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 6,853,683 100.0 7,176,169 100.0 322,485

Ⅱ　売上原価 4,454,903 65.0 4,670,745 65.1 215,841

売上総利益 2,398,779 35.0 2,505,423 34.9 106,643

Ⅲ　販売費及び一般管理費

１．運送費 203,427 218,265

２．給料手当 393,673 410,085

３．法定福利費 67,805 68,161

４．役員報酬 99,050 104,143

５．旅費交通費 86,231 94,528

６．減価償却費 45,536 42,041

７．賞与引当金繰入額 41,822 42,481

８．役員賞与引当金繰入額 － 16,000

９．退職給付費用 4,792 13,775

10．役員退職慰労引当金繰
入額

9,504 8,712

11．連結調整勘定償却額 6,304 －

12．のれん償却額 － 6,304

13．研究開発費 ※１ 416,328 434,274

14．その他 328,598 1,703,074 24.8 346,752 1,805,526 25.1 102,451

営業利益 695,704 10.2 699,896 9.8 4,191

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 708 7,319

２．受取配当金 3,545 4,091

３．為替差益 61,946 15,181

４．退職給付引当金戻入益 62,732 －

５．ロイヤリティ 35,303 59,124

６．持分法による投資利益 － 52,629

７．その他 15,600 179,837 2.6 19,483 157,830 2.1 △22,006

Ⅴ　営業外費用

１．売上割引 5,338 5,485

２．持分法による投資損失 28,650 －

３．製品補償費 244 1,127

４．支払手数料 11,673 3,709

５．その他 4,490 50,397 0.8 220 10,542 0.1 △39,854

経常利益 825,144 12.0 847,184 11.8 22,039
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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．和解金 － 100,000

２．貸倒引当金戻入益 587 2,598

３．固定資産売却益 ※２ 2,111 2,698 0.0 264 102,862 1.4 100,163

Ⅶ　特別損失

１．固定資産除却損 2,045 2,045 0.0 7,409 7,409 0.1 5,364

税金等調整前当期純利
益

825,797 12.0 942,637 13.1 116,839

法人税、住民税及び事
業税

293,045 334,532

法人税等調整額 12,011 305,056 4.4 △9,455 325,076 4.5 20,020

少数株主利益 3,691 0.1 2,766 0.0 △925

当期純利益 517,049 7.5 614,793 8.6 97,744
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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 827,990

   

Ⅱ　資本剰余金期末残高 827,990

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 8,104,024

 

Ⅱ　利益剰余金増加高

１．当期純利益 517,049 517,049

Ⅲ　利益剰余金減少高

１．配当金 138,231

２．役員賞与 11,000 149,231

Ⅳ　利益剰余金期末残高 8,471,843
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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） 842,000 827,990 8,471,843 △58,379 10,083,453

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当   △138,190  △138,190

役員賞与   △11,000  △11,000

在外子会社における評価替えに

よる利益剰余金減
  △99,050  △99,050

当期純利益   614,793  614,793

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）
－ － 366,553 － 366,553

平成19年３月31日　残高（千円） 842,000 827,990 8,838,396 △58,379 10,450,006

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

平成18年３月31日　残高（千円） 193,643 △92,203 101,439 17,341 10,202,234

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当     △138,190

役員賞与     △11,000

在外子会社における評価替えに

よる利益剰余金減
    △99,050

当期純利益     614,793

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）
△35,423 187,330 151,906 15,803 167,710

連結会計年度中の変動額合計

（千円）
△35,423 187,330 151,906 15,803 534,264

平成19年３月31日　残高（千円） 158,219 95,126 253,345 33,145 10,736,498
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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）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

税金等調整前当期純利益 825,797 942,637

減価償却費 300,797 296,237

賞与引当金の増加額 25,569 3,518

役員賞与引当金の増加額 － 16,000

退職給付引当金の減少額 △113,024 △35,146

役員退職慰労引当金の増
加額

9,054 8,712

貸倒引当金の減少額 △28,907 △4,481

受取利息及び受取配当金 △4,254 △11,411

為替差損（△差益） △7,909 31,948

持分法による投資損失
（△利益）

28,650 △52,629

和解金 － △100,000

有形固定資産売却益 △2,111 △264

有形固定資産除却損 2,045 7,409

売上債権の増加額 △34,356 △311,774

たな卸資産の減少額（△
増加額）

54,756 △88,678

仕入債務の増加額（△減
少額）

△32,635 331,932

未払消費税等の増加額
（△減少額）

3,166 △1,797

未払金の増加額 19,484 9,502

未払費用の増加額 4,676 8,892

役員賞与の支払額 △11,000 △11,000

その他 79,605 △76,387

小計 1,119,405 963,218

利息及び配当金の受取額 4,666 58,181

和解金の受取額 － 100,000

法人税等の支払額 △208,622 △299,424

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

915,449 821,975
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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）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

定期預金の払戻による収
入

10,000 －

投資有価証券の取得によ
る支出

△4,542 △16,552

関係会社株式の取得によ
る支出

△599,971 －

有形固定資産の取得によ
る支出

△196,451 △310,590

有形固定資産の売却によ
る収入

3,474 264

無形固定資産の取得によ
る支出

△200 △600

貸付金の回収による収入 1,388 1,298

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△786,302 △326,180

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

自己株式取得による支出 △2,117 －

配当金の支払額 △138,231 △138,190

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△140,348 △138,190

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

7,393 △12,273

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加
額（△減少額）

△3,807 345,331

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

3,545,160 3,541,353

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末
残高

※ 3,541,353 3,886,684
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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

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

　連結子会社は互応物流㈱及びゴオウインドネシアケミ

カル㈱の２社であります。

１．連結の範囲に関する事項

同左

２．持分法の適用に関する事項

　持分法適用会社はグッドアドバンスグループ㈱及び永

勝泰科技股份有限公司の2社であります。永勝泰科技股

份有限公司は平成17年10月と11月に株式を取得し、当連

結会計年度より関連会社となりました。なお、同社の期

末日をみなし取得日としているため、当連結会計年度は

同社の損益を計上しておりません。また、2社の決算日

は12月31日であり、当該年度に係る財務諸表を使用して

おります。 

２．持分法の適用に関する事項

　持分法適用会社はグッドアドバンスグループ㈱及び永

勝泰科技股份有限公司の2社であります。また、2社の決

算日は12月31日であり、当該年度に係る財務諸表を使用

しております。 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社のうちゴオウインドネシアケミカル㈱の決

算日は12月31日であります。連結財務諸表の作成にあ

たっては、同日現在の財務諸表を採用し、連結決算日と

の間に生じた重要な取引については、連結に必要な調整

を行っております。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

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

イ．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）

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

 イ．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）

時価のないもの

………総平均法による原価法

 時価のないもの

同左

ロ．デリバティブ

時価法

ロ．デリバティブ

同左

ハ．たな卸資産

製品・商品・原材料・仕掛品

………移動平均法による原価法

貯蔵品

………最終仕入原価法による原価法

ハ．たな卸資産

同左

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ．有形固定資産

　当社及び国内連結子会社は定率法。また、在外連

結子会社は定額法

　ただし、当社及び国内連結子会社は平成10年４月

１日以降に取得した建物（附属設備を除く）につい

ては定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物　　　　　７～38年

機械装置及び運搬具　　　４～９年

　また、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減

価償却資産については、３年間で均等償却する方法

を採用しております。

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ．有形固定資産

同左
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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）

ロ．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。

ロ．無形固定資産

同左

(3）重要な引当金の計上基準

イ．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。

(3）重要な引当金の計上基準

イ．貸倒引当金

同左

ロ．賞与引当金

　当社及び国内連結子会社は、従業員に対する賞与

の支給に備えて、支給見込額を計上しております。

ロ．賞与引当金

同左

ハ．役員賞与引当金

　───────

ハ．役員賞与引当金

  当社は役員に対する賞与の支給に備えて、当連結

会計年度における支給見込額を計上しております。

     （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、経常利益及び税引前当期

純利益はそれぞれ16,000千円減少しております。　

ニ．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計上

しております。なお、当社及び国内連結子会社は従

業員数300人未満の小規模企業等に該当するため「退

職給付会計に関する実務指針（中間報告）」（日本

公認会計士協会会計制度委員会報告第13号　平成11

年９月14日）により簡便法を採用しております。

ニ．退職給付引当金

同左

ホ．役員退職慰労引当金

　当社及び国内連結子会社は役員の退職慰労金の支

出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上

しております。

ホ．役員退職慰労引当金

同左

(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。

(4）重要なリース取引の処理方法

同左

(5）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

　税抜方式によっております。

(5）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

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方法については、全

面時価評価法を採用しております。

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

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年間で均等償却し

ております。

６．のれんの償却に関する事項

　のれんの償却については、５年間で均等償却しており

ます。

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。

７．利益処分項目等の取扱いに関する事項

同左
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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）

８．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及

び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金

及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について

僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還

期限の到来する短期投資を計上しております。

８．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

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。

 ───────

 ─────── （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。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は10,703,352千円

であります。

　なお、連結財務諸表規則の改正により、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、改正後

の連結財務諸表規則により作成しています。

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、当連結会計年度より「のれん」と表示

しております。

（連結損益計算書）

　前連結会計年度において、「連結調整勘定償却」として

掲記されていたものは、当連結会計年度より「のれん償却

額」と表示しております。
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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．取得価額から控除している圧縮記帳額は、建物

49,440千円であります。

※１．取得価額から控除している圧縮記帳額は、建物

49,440千円であります。

※２．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)　994,029千円

※２．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)　1,013,311千円

※３．当社の発行済株式総数は、普通株式6,992,000株で

あります。

※３．当社の発行済株式総数は、普通株式6,992,000株で

あります。

※４．当社が保有する自己株式の数は、普通株式82,498株

であります。

※４．当社が保有する自己株式の数は、普通株式82,498株

であります。

※５.　　　　　　　──────── ※５．連結会計年度末満期手形

　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、

当連結会計年度の末日は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　　　　　 101,801千円

　　　支払手形　　　　　 221,924千円 

（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．研究開発費総額 ※１．研究開発費総額

一般管理費 416,328千円

当期製造費用 －千円

計 416,328千円

一般管理費 434,274千円

当期製造費用 －千円

計 434,274千円

 ※２．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。　  ※２．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 2,111千円 車両運搬具 264千円
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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（千株）

当連結会計年度増加
株式数（千株）

当連結会計年度減少
株式数（千株）

当連結会計年度末株
式数（千株）

発行済株式

普通株式 6,992 － － 6,992

合計 6,992 － － 6,992

自己株式

普通株式 82 － － 82

合計 82 － － 82

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 138,190 20 平成18年３月31日 平成18年６月29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翌連結会計年度となるもの

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28日

定時株主総会
普通株式 172,737  利益剰余金 25 平成19年３月31日 平成19年６月29日
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（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

（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 3,561,353千円

預入期間が３か月を超える定期

預金
△20,000千円

現金及び現金同等物 3,541,353千円

現金及び預金勘定 3,906,684千円

預入期間が３か月を超える定期

預金
△20,000千円

現金及び現金同等物 3,886,684千円
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（リース取引関係）

　　　　該当事項はありません。

（有価証券関係）

前連結会計年度（平成18年３月31日現在）

１．売買目的有価証券

　該当事項はありません。

２．満期保有目的の債券で時価のあるもの

　該当事項はありません。

３．その他有価証券で時価のあるもの

種類 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 114,524 440,522 325,998

(2）債券

①国債・地方債等 － － －

②社債 － － －

③その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 114,524 440,522 325,998

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 － － －

(2）債券

①国債・地方債等 － － －

②社債 － － －

③その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 － － －

合計 114,524 440,522 325,998

４．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　該当事項はありません。

５．時価評価されていない主な有価証券の内容

連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 12,084

６．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

　該当事項はありません。
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当連結会計年度（平成19年３月31日現在）

１．売買目的有価証券

　該当事項はありません。

２．満期保有目的の債券で時価のあるもの

　該当事項はありません。

３．その他有価証券で時価のあるもの

種類 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 119,144 385,705 266,560

(2）債券

①国債・地方債等 － － －

②社債 － － －

③その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 119,144 385,705 266,560

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 11,931 11,733 △198

(2）債券

①国債・地方債等 － － －

②社債 － － －

③その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 11,931 11,733 △198

合計 131,076 397,438 266,362

４．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

　該当事項はありません。

５．時価評価されていない主な有価証券の内容

連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 12,084

６．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

　該当事項はありません。
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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

　当社グループは通貨オプション取引及び為替予約取引

を利用しております。

(1）取引の内容

同左

(2）取引に対する取組方針

　当社グループは外貨建営業債権に係る将来の為替レー

トの変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を利

用することとしており、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

　当社グループは通常の取引の範囲内で、外貨建営業債

権に係る将来の為替レートの変動リスクを回避する目的

でのみ通貨オプション取引及び為替予約取引を行ってお

ります。

(3）取引の利用目的

同左

(4）取引に係るリスクの内容

　為替予約取引等は為替相場による変動リスクを有して

おります。なお、取引の相手先は高格付を有する金融機

関に限定しているため、契約不履行によるリスクはほと

んどないと認識しております。

(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

　デリバティブ取引についての基本方針は取締役会で決

定され、取引の実行及び管理は経理グループで行ってお

ります。また、取引権限及び取引限度額を定めた社内管

理規程を設けております。

(5）取引に係るリスク管理体制

同左

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明

　取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あ

くまでもデリバティブ取引における名目的な契約額また

は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティ

ブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明

同左
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２．取引の時価等に関する事項

通貨関連

区分 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）

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）

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

売建

米ドル 22,785 － 22,785 － 35,081 － 35,081 －

　（注）為替予約取引の時価は、取引金融機関からの提示値を使用しております。

（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社グループは、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。

　なお、当社は昭和62年９月より、従業員定年退職者について適格退職年金制度（退職金支給額の６割）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）

退職給付債務（千円）

年金資産残高（千円）

退職給付引当金（千円）

713,070

611,498

101,572

715,253

648,822

66,430

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）

退職給付費用の額（千円） 4,792 32,530

 △62,732 －

　（注）前連結会計年度の△62,732千円は、適格退職年金の年金資産の運用により差額が生じたものであり、連結損益計

算書上、営業外収益に計上しております。
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

繰延税金資産 （千円）

未払事業税否認額 13,664

賞与引当金限度超過額 51,378

退職給付引当金限度超過額 40,951

役員退職慰労引当金限度超過額 31,444

貸倒引当金繰入超過額 5,934

その他 18,785

繰延税金資産小計 162,159

評価性引当額 △14,461

繰延税金資産合計 147,697

繰延税金負債

特別償却準備金 △1,790

国庫補助金等圧縮積立金 △53,854

その他有価証券評価差額金 △132,355

その他 △60

繰延税金負債合計 △188,060

繰延税金資産の純額 △40,363

繰延税金資産 （千円）

未払事業税否認額 17,559

賞与引当金 52,797

退職給付引当金 25,375

役員退職慰労引当金 34,968

貸倒引当金繰入超過額 7,224

その他 22,453

繰延税金資産小計 160,379

評価性引当額 △5,061

繰延税金資産合計 155,317

繰延税金負債

特別償却準備金 △57

国庫補助金等圧縮積立金 △52,968

その他有価証券評価差額金 △108,223

その他 △57

繰延税金負債合計 △161,307

繰延税金資産の純額 △5,989

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。

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。

（千円）

流動資産－繰延税金資産 68,946

固定資産－繰延税金資産 13,139

固定負債－繰延税金負債 △122,449

（千円）

流動資産－繰延税金資産 86,695

固定資産－繰延税金資産 14,345

固定負債－繰延税金負債 △107,030

 ２．法定実効税率と税効果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 40.6

（調整）

交際費等永久に損金に算入されな

い項目
0.8

受取配当金等永久に益金に算入さ

れない項目
△0.3

住民税均等割 0.8

研究開発費の税額控除 △5.2

その他 0.2

税効果適用後の法人税等の負担率 36.9

（％）

法定実効税率 40.6

（調整）

交際費等永久に損金に算入されな

い項目
1.4

受取配当金等永久に益金に算入さ

れない項目
△1.3

評価性引当金 △1.6

住民税均等割 0.8

研究開発費の税額控除 △4.5

その他 △2.0

税効果適用後の法人税等の負担率 33.6
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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）

　連結子会社のうち互応物流㈱は、専ら当社製品の倉庫管理ならびに運送業務にたずさわっております。また、

ゴオウインドネシアケミカル㈱は当社と同じ化学工業製品の製造・販売に従事しており、当連結会計年度の事業

も化学工業製品の製造・販売のみの単一セグメントのため、事業の種類別セグメントの情報は記載しておりませ

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）

　連結子会社のうち互応物流㈱は、専ら当社製品の倉庫管理ならびに運送業務にたずさわっております。また、

ゴオウインドネシアケミカル㈱は当社と同じ化学工業製品の製造・販売に従事しており、当連結会計年度の事業

も化学工業製品の製造・販売のみの単一セグメントのため、事業の種類別セグメントの情報は記載しておりませ

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及び資産の合計に占める「本邦」の割合がいずれも90％を超えているため、所在地別セ

グメント情報は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）

　全セグメントの売上高及び資産の合計に占める「本邦」の割合がいずれも90％を超えているため、所在地別セ

グメント情報は記載しておりません。

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）

アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 2,566,071 155,487 2,721,559

Ⅱ　連結売上高（千円） 6,853,683

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 37.4 2.3 39.7

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）

アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 2,617,904 197,698 2,815,602

Ⅱ　連結売上高（千円） 7,176,169

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 36.5 2.7 39.2

　（注）１．海外売上高は当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

２．国又は地域の区分の方法………地理的近接度による。

３．アジアに属する主な国又は地域………香港、中国、インドネシア、タイ、台湾等

その他の地域に属する国又は地域………ハンガリー、スペイン、トルコ等

（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）

　該当事項はありません。

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）

　該当事項はありません。
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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      1,472円45銭

１株当たり当期純利益 73円23銭

１株当たり純資産額        1,549円08銭

１株当たり当期純利益  88円98銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。

同左

　（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） 517,049 614,793

普通株主に帰属しない金額（千円） 11,000 －

（うち利益処分による役員賞与） (11,000)  (－)

普通株式に係る当期純利益（千円） 506,049 614,793

期中平均株式数（千株） 6,910 6,909

（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）

  　該当事項はありません。

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）

  　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 3,359,670 3,643,560 283,889

２．受取手形  ※５ 641,275 736,374 95,099

３．売掛金 1,089,860 1,288,894 199,034

４．商品 12,789 11,415 △1,374

５．製品 390,159 441,985 51,825

６．原材料 266,002 278,559 12,556

７．仕掛品 190,410 206,016 15,605

８．貯蔵品 2,228 2,618 389

９．前払費用 12,677 12,588 △89

10．繰延税金資産 62,044 74,136 12,092

11．その他 8,052 4,659 △3,392

貸倒引当金 △1,037 △607 430

流動資産合計 6,034,134 50.9 6,700,201 53.6 666,066

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産

(1）建物 ※３ 2,870,771 2,872,571

減価償却累計額 1,705,196 1,165,575 1,788,834 1,083,737 △81,838

(2）構築物 660,849 661,709

減価償却累計額 570,171 90,678 578,569 83,140 △7,538

(3）機械装置 5,042,341 5,194,824

減価償却累計額 4,439,666 602,675 4,571,850 622,973 20,298

(4）車両運搬具 107,758 105,847

減価償却累計額 95,701 12,056 94,929 10,918 △1,138

(5）工具器具備品 838,358 851,454

減価償却累計額 744,715 93,642 763,970 87,484 △6,158

(6）土地 1,825,104 1,908,104 83,000

(7）建設仮勘定 124,003 132,911 8,907

有形固定資産合計 3,913,736 33.0 3,929,269 31.4 15,532

２　無形固定資産

(1）電話加入権 4,104 4,104 －

(2）水道施設利用権 2,752 2,522 △229

(3）ソフトウエア 388 864 476

無形固定資産合計 7,245 0.1 7,491 0.1 246
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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 452,607 409,522 △43,084

(2）関係会社株式 1,425,876 1,425,876 －

(3）出資金 152 152 －

(4）従業員長期貸付金 6,650 5,352 △1,298

(5）破産更生債権等 3,799 1,822 △1,977

(6）長期前払費用 － 8,182 8,182

(7）その他 18,373 18,237 △136

貸倒引当金 △8,025 △6,242 1,783

投資その他の資産合計 1,899,433 16.0 1,862,903 14.9 △36,529

固定資産合計 5,820,415 49.1 5,799,664 46.4 △20,750

資産合計 11,854,549 100.0 12,499,865 100.0 645,315

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形  ※５ 678,926 964,519 285,593

２．買掛金 193,400 230,618 37,217

３．未払金 151,929 139,233 △12,696

４．未払費用 2,246 2,012 △234

５．未払法人税等 159,163 190,828 31,664

６．未払消費税等 12,975 10,578 △2,396

７．前受金 166,787 106,574 △60,212

８．預り金 7,014 13,669 6,654

９．賞与引当金 119,840 122,858 3,018

10．役員賞与引当金 － 16,000 16,000

流動負債合計 1,492,284 12.6 1,796,893 14.4 304,609

Ⅱ　固定負債

１．繰延税金負債 122,449 107,030 △15,418

２．退職給付引当金 77,425 39,103 △38,322

３．役員退職慰労引当金 62,387 70,300 7,913

固定負債合計 262,262 2.2 216,434 1.7 △45,827

負債合計 1,754,546 14.8 2,013,328 16.1 258,781
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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 ※１ 842,000 7.1 － － △842,000

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 827,990 －

資本剰余金合計 827,990 7.0 － － △827,990

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 109,341 －

２．任意積立金

(1）配当積立金 100,000 －

(2）特別償却準備金 5,154 －

(3）国庫補助金等圧縮積
立金

78,238 －

(4）別途積立金 6,648,000 －

３．当期未処分利益 1,354,015 －

利益剰余金合計 8,294,749 70.0 － － △8,294,749

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

 193,643 1.6 － － △193,643

Ⅴ　自己株式 ※２ △58,379 △0.5 － － 58,379

資本合計 10,100,003 85.2 － － △10,100,003

負債・資本合計 11,854,549 100.0 － － △11,854,549
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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 － 842,000 6.7 842,000

２．資本剰余金  

(1）資本準備金  －   827,990   827,990

資本剰余金合計   － －  827,990 6.6 827,990

３．利益剰余金         

(1）利益準備金  －   109,341   109,341

(2）その他利益剰余金         

配当積立金  －   100,000   100,000

特別償却準備金  －   84   84

国庫補助金等圧縮積
立金

 －   75,511   75,511

別途積立金  －   6,848,000   6,848,000

繰越利益剰余金  －   1,583,770   1,583,770

利益剰余金合計   － －  8,716,707 69.7 8,716,707

４．自己株式 ※２  － －  △58,379 △0.4 △58,379

株主資本合計   － －  10,328,317 82.6 10,328,317

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  － －  158,219  158,219

評価・換算差額等合計   － －  158,219 1.3 158,219

純資産合計   － －  10,486,537 83.9 10,486,537

負債純資産合計   － －  12,499,865 100.0 12,499,865
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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 6,402,340 6,682,766

２．商品売上高 87,408 6,489,748 100.0 107,524 6,790,291 100.0 300,542

Ⅱ　売上原価

１．製品期首たな卸高 427,425 390,159

２．商品期首たな卸高 7,432 12,789

３．当期製品製造原価 4,129,002 4,403,259

４．当期商品仕入高 72,534 89,861

５．製品他勘定振替高 ※１ 2,431 385

合計 4,638,826 4,896,455

６．製品期末たな卸高 390,159 441,985

７．商品期末たな卸高 12,789 11,415

８．製品他勘定振替高 ※２ 42,182 4,193,693 64.6 49,166 4,393,889 64.7 200,195

売上総利益 2,296,054 35.4 2,396,402 35.3 100,347

Ⅲ　販売費及び一般管理費

１．運送費 325,531 338,898

２．給料手当 283,720 296,462

３．役員報酬 89,462 94,555

４．法定福利費 55,139 54,735

５．退職給付費用 － 10,599

６．役員退職慰労引当金繰
入額

8,705 7,913

７．賞与引当金繰入額 34,822 34,981

８．役員賞与引当金繰入額 － 16,000

９．減価償却費 30,729 27,176

10．消耗補修費 58,954 67,076

11．倉庫管理費 6,300 6,300

12．研究開発費 ※３ 416,328 434,274

13．その他 357,663 1,667,358 25.7 365,996 1,754,970 25.9 87,612

営業利益 628,696 9.7 641,431 9.4 12,735
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前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息  608 7,029

２．受取配当金 ※４ 7,545 55,022

３．為替差益 50,907 14,734

４．建物賃貸料 1,380 1,380

５．ロイヤリティ ※４ 46,387 71,320

６．退職給付引当金戻入益  62,732 －

７．雑収入 12,587 182,149 2.8 13,778 163,266 2.4 △18,882

Ⅴ　営業外費用

１．売上割引 5,338 5,485

２．製品補償費 244 1,127

３．支払手数料 11,673 3,709

４．雑損失 3,994 21,251 0.3 217 10,540 0.1 △10,711

経常利益 789,594 12.2 794,157 11.7 4,563

Ⅵ　特別利益

１．和解金 － 100,000

２．貸倒引当金戻入額 1,288 330

３．固定資産売却益 ※５ 66 1,355 0.0 － 100,330 1.5 98,975

Ⅶ　特別損失

１．固定資産除却損 ※６ 2,045 2,045 0.0 7,409 7,409 0.1 5,364

税引前当期純利益 788,904 12.2 887,078 13.1 98,174

法人税、住民税及び事
業税

282,263 319,728

法人税等調整額 15,124 297,388 4.6 △3,298 316,430 4.7 19,042

当期純利益 491,515 7.6 570,647 8.4 79,131

前期繰越利益 862,499 － △862,499

当期未処分利益 1,354,015 － △1,354,015
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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）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ　材料費 2,969,648 73.1 3,247,649 73.8

Ⅱ　労務費 558,475 13.7 613,879 13.9

Ⅲ　経費 ※２ 535,145 13.2 540,572 12.3

当期総製造費用 4,063,268 100.0 4,402,101 100.0

期首仕掛品たな卸高 249,143 190,410

他勘定受入高 ※３ 25,738 30,624

合計 4,338,150 4,623,136

期末仕掛品たな卸高 190,410 206,016

他勘定振替高 ※４ 18,737 13,860

当期製品製造原価 4,129,002 4,403,259

（脚注）

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．原価計算の方法 　１．原価計算の方法

　製品別標準総合原価計算を採用しております。 同左

※２．経費の主な内訳は次のとおりであります。 ※２．経費の主な内訳は次のとおりであります。

水道光熱費 140,911千円

消耗補修費 111,807千円

減価償却費 208,600千円

水道光熱費 160,421千円

消耗補修費 116,640千円

減価償却費 195,408千円

※３．他勘定受入高の内訳は次のとおりであります。 ※３．他勘定受入高の内訳は次のとおりであります。

研究資材費用からの受入 455千円

製品からの受入 25,282千円

計 25,738千円

研究資材費用からの受入 356千円

製品からの受入 30,267千円

計 30,624千円

※４．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 ※４．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

研究資材費用への振替 2,513千円

仕掛品廃棄損への振替 16,224千円

計 18,737千円

研究資材費用への振替 2,173千円

仕掛品廃棄損への振替 11,687千円

計 13,860千円
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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

第53期
（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 1,354,015

Ⅱ　任意積立金取崩高

１．特別償却準備金取崩高 2,535

２．国庫補助金等圧縮積立金
取崩高

1,431 3,966

合計 1,357,982

Ⅲ　利益処分額

１．配当金 138,190

２．役員賞与金
　　（うち監査役賞与金）

10,500
(500)

３．任意積立金

(1)別途積立金 200,000 348,690

Ⅳ　次期繰越利益 1,009,292
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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

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本

準備金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金

利益
剰余金
合計

配当
積立金

特別
償却
準備金

国庫
補助金
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
（千円）

842,000 827,990 827,990 109,341 100,000 5,154 78,238 6,648,000 1,354,015 8,294,749 △58,379 9,906,360

事業年度中の変動額

特別償却準備金の取崩      △5,070   5,070 －  －

国庫補助金圧縮積立金
の取崩

      △2,727  2,727 －  －

別途積立金の積立        200,000 △200,000 －  －

剰余金の配当         △138,190 △138,190  △138,190

役員賞与         △10,500 △10,500  △10,500

当期純利益         570,647 570,647  570,647

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）

－ － － － － △5,070 △2,727 200,000 229,755 421,957 － 421,957

平成19年３月31日　残高
（千円）

842,000 827,990 827,990 109,341 100,000 84 75,511 6,848,000 1,583,770 8,716,707 △58,379 10,328,317

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評

価差額金
評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高
（千円）

193,643 193,643 10,100,003

事業年度中の変動額

特別償却準備金の取崩   －

国庫補助金圧縮積立金の
取崩

  －

別途積立金の積立   －

剰余金の配当   △138,190

役員賞与   △10,500

当期純利益   570,647

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額（純
額）

△35,423 △35,423 △35,423

事業年度中の変動額合計
（千円）

△35,423 △35,423 386,533

平成19年３月31日　残高
（千円）

158,219 158,219 10,486,537
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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．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）子会社株式及び関連会社株式

　総平均法による原価法

(1）子会社株式及び関連会社株式

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）

(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）

時価のないもの

総平均法による原価法

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

時価法 同左

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1）商品・製品・原材料・仕掛品

　移動平均法による原価法

(1）商品・製品・原材料・仕掛品

同左

(2）貯蔵品

　最終仕入原価法による原価法

(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、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

建物　　　　　　　13～38年

機械装置　　　　　７～９年

　また、取得価額が10万円以上20万円未

満の少額減価償却資産については、３年

間で均等償却する方法を採用しておりま

す。

(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

５．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給に備えて、

支給見込額を計上しております。

(2）賞与引当金

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

　役員に対する賞与の支給に備えて、当

事業年度における支給見込額を計上して

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16,000千円

減少しております。

(4）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務及び年金

資産に基づき、計上しております。なお、

当社は従業員数300人未満の小規模企業

等に該当するため「退職給付会計に関す

る実務指針（中間報告）」（日本公認会

計士協会会計制度委員会報告第13号　平

成11年９月14日）により簡便法を採用し

ております。

(3）退職給付引当金

同左

(4）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備えるため、

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

６．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．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

　　消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

　　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。

 ───────

 ─────── （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。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は10,486,537千円

であります。

　なお、財務諸表等規則の改正により、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、改正後の財務諸表

等規則により作成しています。
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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．授権株式数及び発行済株式総数 ※１．授権株式数及び発行済株式総数

授権株式数 普通株式 25,000,000株

発行済株式総数 普通株式 6,992,000株

授権株式数 普通株式 25,000,000株

発行済株式総数 普通株式 6,992,000株

※２．自己株式

　　　当社が保有する自己株式の数は、普通株式82,498株

であります。

※２．自己株式

　　　当社が保有する自己株式の数は、普通株式82,498株

であります。

※３．取得価額から控除している圧縮記帳額は、建物

49,440千円であります。

 　４．配当制限

※３．取得価額から控除している圧縮記帳額は、建物

49,440千円であります。

 　４．　　　　　　────────

　　　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193,643千円

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

をもって決済処理をしております。なお、当期末日が

金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が

期末残高に含まれております。

　　　受取手形　　　　　 101,801千円

　　　支払手形　　　　　 221,924千円 

（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．製品他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 ※１．製品他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

研究資材費用からの振替 2,431千円 研究資材費用からの振替 385千円

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

研究資材費用への振替 1,750千円

サンプル費用 13,674千円

製品廃棄損 1,475千円

仕掛品への振替高 25,282千円

計 42,182千円

研究資材費用への振替 1,529千円

サンプル費用 15,211千円

製品廃棄損 2,158千円

仕掛品への振替高 30,267千円

計 49,166千円

※３．研究開発費総額 ※３．研究開発費総額

一般管理費 416,328千円

当期製造費用 －千円

計 416,328千円

一般管理費 434,274千円

当期製造費用 －千円

計 434,274千円

※４．営業外収益のうち、関係会社に係る収益の合計額は

17,376千円であります。

※４．営業外収益のうち、関係会社に係る収益の合計額は

82,486千円であります。

※５．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 66千円

※５．             ────────

※６．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※６．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物 280千円

構築物 491千円

機械装置 15千円

車両運搬具 603千円

工具器具備品 655千円

計 2,045千円

構築物 93千円

機械装置 6,896千円

車両運搬具 269千円

工具器具備品 149千円

計 7,409千円
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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

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）

普通株式 82 － － 82

合計 82 － － 82

（リース取引関係）

 　　　該当事項はありません。

　

（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）

繰延税金資産 （千円）

未払事業税否認額 13,389

賞与引当金限度超過額 48,655

退職給付引当金限度超過額 32,742

役員退職慰労引当金限度超過額 25,329

その他 7,479

繰延税金資産合計 127,595

繰延税金負債

特別償却準備金 △1,790

国庫補助金等圧縮積立金 △53,854

その他有価証券評価差額金 △132,355

繰延税金負債合計 △188,000

繰延税金資産の純額 △60,404

繰延税金資産 （千円）

未払事業税否認額 17,236

賞与引当金 49,880

退職給付引当金 15,875

役員退職慰労引当金 28,542

その他 16,820

繰延税金資産合計 128,355

繰延税金負債

特別償却準備金 △57

国庫補助金等圧縮積立金 △52,968

その他有価証券評価差額金 △108,223

繰延税金負債合計 △161,249

繰延税金資産の純額 △32,894

 ２．法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

主要な項目別の内訳

前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31日）

（％）

法定実効税率 40.6

（調整）

交際費等永久に損金に算入されな

い項目
0.8

受取配当金等永久に益金に算入さ

れない項目
△0.3

住民税均等割 0.8

研究開発費の税額控除 △5.4

その他 1.2

税効果適用後の法人税等の負担率 37.7

（％）

法定実効税率 40.6

（調整）

交際費等永久に損金に算入されな

い項目
1.5

受取配当金等永久に益金に算入さ

れない項目
△1.4

住民税均等割 0.8

研究開発費の税額控除 △4.7

その他 △1.1

税効果適用後の法人税等の負担率 35.7
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（１株当たり情報）

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株当たり純資産額 1,460円24銭      1,517円70銭

１株当たり当期純利益   69円60銭     82円59銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。

同左

　（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） 491,515 570,647

普通株主に帰属しない金額（千円） 10,500 －

（うち利益処分による役員賞与） (10,500)  (－)

普通株式に係る当期純利益（千円） 481,015 570,647

期中平均株式数（千株） 6,910 6,909

（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）

　該当事項はありません。

 当事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

　該当事項はありません。
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役 員 の 移 動

（平成１９年６月２８日付）

1.退任予定監査役

　　北村　晴吉（監査役）

2.新任予定監査役

　　三上　正勝（顧問）
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