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平成 １9 年 ３ 月期   決算短信（非連結） 

 平成19年5月25日 

上 場 会 社 名 鈴 茂 器 工 株 式 会 社     上場取引所    ＪＡＳＤＡＱ 

コ ー ド 番 号  6 4 0 5                ＵＲＬ http://www.suzumo.co.jp 
代  表  者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 小根田 育冶      
問合せ先責任者  (役職名) 取締役経理部長 (氏名) 三本 正朗   ＴＥＬ（03）3993－1371 
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 

（百万円未満四捨五入） 

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

 売  上  高 営 業 利 益 経 常 利 益 当 期 純 利 益 
 

19年3月期 
18年3月期 

百万円   ％ 

5,024（  4.1） 
4,828（△12.8） 

百万円   ％

311 ( 16.5）
267 (△55.5）

百万円   ％ 

320（ 19.3） 
268（△56.4） 

百万円   ％

161（ 52.4）
106（△69.1）

 

 
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 

 
19年3月期 
18年3月期 

円  銭 
32  52   
21  33   

  円  銭
     ―

―

％

3.1
2.1

％ 

5.4 
4.5 

％

6.2
5.5

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

(2) 財政状態 

 総  資  産 純  資  産 自己資本比率 １株当たり純資産 
 

19年3月期 
18年3月期 

百万円 

6,078 
5,682 

百万円

5,225
5,144

％ 

86.0 
90.5 

円  銭

1,053 46 
1,037 15 

(参考)  自己資本   19年3月期   5,225百万円   18年3月期    5,144百万円 

(3) キャッシュ･フローの状況 

 
営業活動による 
キャッシュ・フロー 

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物
期 末 残 高

 
19年3月期 
18年3月期 

百万円 

771 
55 

百万円

△85
△152

百万円 

△74 
△74 

百万円

1,836
1,224

 

２. 配当の状況 
 １株当たり配当金 

（基準日） 中間期末 期末 年間 

配当金総額 
（年間） 

配当性向 
 

 
純資産 
配当率 
 

 
18年3月期 
19年3月期 

円  銭 

― 
― 

円  銭

15 00 
15 00 

円  銭

15 00 
15 00 

百万円

74
74

％ 

70.3 
46.1 

％

1.4
1.4

20年3月期（予想） ― 15 00 15 00 34.1 

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

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 

 売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益 1 株当たり 
当期純利益 

 
中 間 期 
通  期 

百万円  ％ 

2,607（ 8.9） 
5,200（ 3.5） 

百万円  ％

207（ 84.0）
390（ 25.5）

百万円  ％

207（ 72.9）
390（ 22.0）

百万円  ％ 

116（ 54.5） 
218（ 35.2） 

円  銭

23 39 
43 95 
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４．その他 
（１）重要な会計方針の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更         有 
② ①以外の変更                無 
 （注）詳細は18ページ「会計処理の変更」をご覧ください。 
 

（２）発行済株式数(普通株式) 
① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 19年3月期 4,960,000株   18年3月期 4,960,000株 
② 期末自己株式数           19年3月期     ― 株    18年3月期      ― 株 
（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、25ページ「１株当たり情報」をご覧く
ださい。 

 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係  
  る本資料発表日現在における仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異な
る結果となる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項につ
きましては、３ページの「1. 経営成績 （1）経営成績に関する分析」をご覧下さい。                 
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1. 経営成績 

（1）経営成績に関する分析 

① 当期の概況 

当期におけるわが国経済は、原油高や米国経済の減速懸念はあるものの、企業収益の改善に伴う

設備投資の増加と、雇用改善による個人消費の好循環の影響から、緩やかな景気回復基調で推移い

たしました。 

外食業界および中食業界におきましては、従来からの企業間競争の激化に加え、少子高齢化の進

展に伴う人口減、多様化する嗜好への対応、さらに企業の合併・買収や事業部門の譲渡などがあり

ますものの、消費者ニーズに対応した新しい商品づくり、店舗作りが進む等、回復の兆しが見えは

じめております。 

このような外部環境にあって、当社は「価値創造型企業」となることを目指し、顧客満足度が得

られる販売活動、品質保証体制の整備、業務効率化への取り組みなど積極的に展開してまいりまし

た。昨年6月には、米国現地法人の営業を開始し、グローバルな販売活動の推進に向けて第一歩を

踏み出すことができました。製品開発面におきましては、回転寿司業界、フードサービス業界、惣

菜業界などの顧客ニーズに適合した利便性の高い食品加工機器の開発に取り組んでおります。 

当期の販売状況につきましては、競合他社との販売競争の中、昨年に引き続いて、製品優位性の

ＰＲを兼ねた当社独自の展示会であるスズモフェアの展開や、きめ細かい営業活動を積極的に推進

いたしました。特に、主力製品を中心とした拡大販売政策を展開いたしました。結果としましては、

寿司ロボット、その他製品の販売が概ね順調に推移いたしました。また、期待の新製品であります

超小型包装寿司ロボットは、徐々にではありますが着実に市場への浸透が進んでおります。 

生産面におきましては、品質保証体制の更なる充実に加え、工程管理の合理化に対応した業務の

標準化や在庫の削減など原価低減に向けた活動に取り組みました。管理部門におきましても、全社

的な視点で収益性の改善や業務の見直しとコスト削減に全力で取り組み、業績の向上に努めてまい

りました。 

このような結果、当期の売上高合計は50億24百万円（前期比4.1％増）と増収となりました。主

力製品の内訳は、寿司・おむすびロボット等の製品売上高40億93百万円（前期比4.7％増）、炊飯

関連機器および食品資材等の商品売上高8億36百万円（前期比1.0％増）、その他売上高94百万円

（前期比3.0％増）となりました。 

また利益につきましては、営業利益は3億11百万円（前期比16.5％増）、経常利益は3億20百万円

（前期比19.3％増）、当期純利益は1億61百万円（前期比52.4％増）となりました。 

 

② 次期の見通し 

今後の見通しにつきましては、企業業績の好調さが持続しており、景気は堅調に推移していくも

のと見込まれますが、原油価格や金利の動向など、景況の先行きには不透明感があります。 

外食産業におきましては、既存店売上高に持ち直しの傾向が見られますものの、新規出店、新業

態開発の競争激化などから、厳しい経営環境が続いております。依然として食の安全や安心に関わ

る問題はありますが、景気の回復傾向を反映し、売上高は個人消費の回復により、前年を上回るな

ど、一時期の苦境から脱し、回復基調で推移しております。 

この様な環境の中で、当社は価値創造型企業として、伝統的なお米のおいしさにこだわり、回転

寿司業界、フードサービス業界、惣菜業界等のお客様の立場にたった省力化機械の開発・販売に取

り組んでおります。 

当社の平成20年3月期通期業績見通しにつきましては、売上高52億円（対前期比3.5%増加）、営

業利益390百万円（対前期比25.5%増加）、経常利益390百万円（対前期比22.0%増加）、当期純利益

218百万円（対前期比35.2%増加）を見込んでおります。 
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（2） 財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

当事業年度における資産の残高は60億78百万円となり、前事業年度と比較して3億96百万円増加し

ました。これは現金及び預金の増加6億12百万円、未収法人税等の減少1億34百万円などが主な要因

であります。 

当事業年度における負債の残高は8億53百万円となり、前事業年度と比較して3億15百万円増加し

ました。これは未払法人税等の増加1億70百万円、賞与引当金の増加47百万円、買掛金の増加33百万

円、未払消費税等の増加30百万円などが主な要因であります。 

当事業年度における純資産の残高は52億25百万円となり、前事業年度と比較して81百万円増加し

ました。これは繰越利益剰余金の増加87百万円などが主な要因であります。 

 

② キャッシュ・フローの状況 

当期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税引前当期純利益の増加、法人

税等の還付等により前事業年度末より6億12百万円増加し、当事業年度末には18億36百万円（対前期

比50.0％増）となりました。 

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの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） 

当事業年度において、営業活動の結果増加した資金は771百万円(前年同期は55百万円増加)となり

ました。 

これは主に税引前当期純利益319百万円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） 

当事業年度において、投資活動の結果減少した資金は85百万円（前年同期は152百万円減少）とな

りました。 

これは主に有形固定資産の取得による支出76百万円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） 

当事業年度において、財務活動の結果減少した資金は74百万円（前年同期は74百万円減少）とな

りました。 

これは配当金の支払額74百万円によるものであります。 

 

③ キャッシュ・フロー指標のトレンド 

 第44期 第45期 第46期 第47期 

 平成16年3月期 平成17年3月期 平成18年3月期 平成19年3月期

自己資本比率(%) 83.4 83.3 90.5 86.0 

時価ベースの自己資本比率(%) 55.7 73.4 75.3 59.6 

債務償還年数(年)        ―  ―  ―  ― 

インタレスト・カバレッジ・ 

レシオ 
 ― 624.2 252.8  ― 

（注） 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 

  債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

    インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

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

ます。 

※ 営業キャッシュ・フローはキャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フロー

を使用しております。有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っ



 
鈴茂器工株式会社（6405） 平成19年３月期決算短信(非連結) 

― 5 ― 

ている全ての負債を対象としております。また、利払いについてはキャッシュ・フロー計算

書の利息の支払額を使用しております。 

※ 債務償還年数の第44期は営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスのため、第45期、第

46期、第47期は有利子負債の残高がないため記載しておりません。 

※ インタレスト・カバレッジ・レシオの第44期は営業活動によるキャッシュ・フローがマイナ

スのため、第47期は利払いがないため記載しておりません。 

 

（3） 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を

確保しつつ、安定した配当を継続して実施していくことを基本方針に、経営基盤強化を考慮し、安

定配当とのバランスを勘案して決定いたしております。 

内部留保金につきましては、生産設備及び販売網の強化・整備などに有効投資を行い、経営の安

定と事業の拡大に努めてまいります。 

なお、当期の期末配当金は、１株当たり15円を予定しており、次期につきましても同水準の配当

を予定しております。 

 

（4） 事業等のリスク 

① ユーザーの出店計画等の影響について 

当社は、回転寿司、持ち帰り寿司等の寿司店、スーパーマーケット及びレストラン等をユーザー

としております。広域的に店舗展開している大手回転寿司業者等については、継続的に当社製品を

採用して頂いておりますが、大半のユーザーについては、スポット的に受注があります。 

当社といたしましては、大手回転寿司業者、大手持ち帰り寿司業者、コンビニエンスストア向け

大手惣菜業者等の大口顧客に対する提案営業、定期的な新製品の市場投入等を行うことにより、各

業界における継続的なニーズの掘り起こしを図っております。 

ただし、ユーザーが新規出店等の設備投資を抑制した場合には、当社の業績は、影響を受ける可

能性があります。 

 

②  他社との競合について 

当社が主要な事業領域としている寿司ロボット市場については、当社の他、業務用食品加工機械

を製造している業者等数社が参入しておりますが、当社においては、他社に先駆けて昭和56年より

寿司ロボットの製造販売を開始していること等により、既に一定の市場シェアを有しているものと

考えております。これまでにおいても、小型寿司ロボットの改良型のほか、お櫃型ロボットに改良

を加えた寿司・おむすび兼用お櫃型ロボット、ご飯を正確に計量し盛り付けるシャリ弁ロボット、

超小型包装寿司ロボット等を発売し、市場シェアの拡大を図っております。 

今後においても、新製品の市場投入による市場占有率の拡大、部品点数の削減等による原価低減

を図ると共に、主に惣菜業者を対象としたコンビニエンスストア向けの大型のおむすびロボットの

提案等を行うことにより、業績拡大を図る方針であります。 

ただし、将来においても、当社の市場シェアを維持できる保証はなく、競合が激化した場合には、

当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。当社においては、お櫃型ロボットをはじめとした各

主要製品について、特許権及び実用新案権を取得し、競争力の維持に努めておりますが、他社が当

該特許に抵触しない類似製品を市場投入しない保証はなく、その場合は、当社の業績は影響を受け

る可能性があります。 
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２. 企業集団の状況 

当社の企業集団は、当社及び子会社１社で構成されており、事業内容は、寿司用米飯加工機器、

おむすび用米飯加工機器等の米飯加工機器の企画、製造販売を主たる事業としております。 

当社及び関係会社の当該事業に係る位置付けは、次のとおりであります。 

          

 [国内販売]     

  製商品の販売、保守点検等   

   

  製品の販売・外注依頼 ※      

  （保守点検等）       保守点検等  

  
スズモメンテナンス㈱

 

    

 

 

 製商品の販売 製商品の販売 

    

  

国内商社等 
保守点検等 

    

 製商品の販売 製商品の販売 
   

  
 販売代理店 

保守点検等 

  

     

国 

内 

ユ 

ー 

ザ 

ー 

 [海外販売]     

     

 製商品の販売 
 

製商品の販売 
  

  

 

 

国内商社等 

  

     

 製商品の販売   

     
 

  製商品の    

  販売 製商品の販売 

 海外子会社 
 

 

 

海外商社等 

  

保守点検等 

SUZUMO      

 製商品の販売  

 

INTERNATIONAL 

CORPORATION 保守点検等 

当 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

社 

        

海 

外 

ユ 

ー 

ザ 

ー 

       
 
※ 当社の関連当事者ではありません。 
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３. 経営方針 

（1）会社経営の基本方針 

（2）目標とする経営指標 

（3）中長期的な経営戦略 

上記の項目につきましては、平成19年３月期中間決算短信（平成18年11月27日開示）により開示を

行った内容から重要な変更がないため開示を省略しております。 

  当該中間決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

   （当社ホームページ） 

   http://www.suzumo.co.jp 

   （ジャスダック証券取引所ホームページ（「JDS」検索ページ）） 

   http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/ 

 

（4）会社の対処すべき課題 

外食産業におきましては、景気の回復傾向を反映し、売上高は個人消費の回復により前年を上

回るなど、一時期の苦境から脱し、回復基調で推移しております。 

このような状況の中で、当社の主要販売先であります回転寿司業界、フードサービス業界、惣

菜業界においては、効率化・省力化を視点とした機器開発のニーズが多く存在すると思われます。

常に顧客満足を意識しつつ一歩先の商品の開発に全力を挙げて取り組んでまいります。 

平成19年度の重点課題といたしましては、米飯および惣菜市場に注力して、主力製品である寿

司ロボット等の拡販を実施いたします。また、独自性のある新製品の開発を進めてまいります。 

一方、海外展開につきましては、米国市場での販売活動およびサービス活動の点で一定の成果

が上がってきております。本年度は、さらに広範囲な地域において成果があがるように販売活動

を展開する計画でございます。 

これらの諸施策の着実な展開・推進を図り、事業の拡大・業績の向上に取り組み、経営基盤の

強化に努める所存であります。 

 

（5） 内部管理体制の整備・運用状況 

    当該事項につきましては、別途開示しております「コーポレート・ガバナンス報告書」に記載

しております。 
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４. 個別財務諸表等 

 

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) 

比較増減 
（△は減）

      期  別 
 
 

  科  目  金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金  1,223,772 1,835,611  611,839

２ 受取手形 ※6 77,861 113,975  36,113

３ 売掛金  646,019 632,844  △13,176

４ 商品  16,567 14,167  △2,400

５ 製品  679,274 614,700  △64,573

６ 材料  217,925 258,281  40,356

７ 仕掛品  65,680 61,269  △4,412

８ 貯蔵品  4,538 3,418  △1,120

９ 前払費用  13,778 15,243  1,465

10 未収法人税等  133,503 ―  △133,503

11 未収消費税等  17,044 ―  △17,044

12 繰延税金資産  70,795 70,947  152

13 その他の流動資産  12,186 4,887  △7,299

14 貸倒引当金  △256 △247  9

流動資産合計  3,178,685 55.9 3,625,094 59.6 446,409

Ⅱ 固定資産    

(1) 有形固定資産 ※2   

１ 建物  1,133,861 1,130,592  △3,269

２ 構築物  37,073 33,486  △3,587

３ 機械及び装置  157 138  △19

４ 車両運搬具  6,156 6,844  688

５ 工具器具備品  103,737 63,120  △40,616

６ 土地  766,171 766,171  ―

有形固定資産合計  2,047,155 36.0 2,000,351 32.9 △46,804

(2) 無形固定資産    

１ ソフトウェア  60,009 62,766  2,757

２ 電話加入権  5,334 5,334  ―

無形固定資産合計  65,343 1.2 68,100 1.1 2,757

(3) 投資その他の資産    

１ 投資有価証券  101,759 94,909  △6,850

２ 出資金  4,900 6,710  1,810

３ 関係会社株式  ― 29,780  29,780

４ 従業員貸付金  18,380 16,500  △1,880

５ 破産更生債権等  854 832  △22

６ 長期前払費用  1,389 950  △439

７ 差入保証金  90,696 35,201  △55,495

８ 会員権等  88,954 88,954  ―

９ 繰延税金資産  122,068 137,177  15,108

10 保険積立金  37,014 48,814  11,800

11 貸倒引当金  △75,245 △75,463  △218

投資その他の資産合計  390,770 6.9 384,364 6.3 △6,405

固定資産合計  2,503,267 44.1 2,452,815 40.4 △50,452

資産合計  5,681,952 100.0 6,077,909 100.0 395,957
   
     ※ 金額の表示は、千円未満を四捨五入して表示しております。以下同じ。 
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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) 

  比較増減
（△は減）

       期  別 
 
 

科  目   金額（千円） 
構成比
(％)

 金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円)

(負債の部)     

Ⅰ 流動負債     

１ 買掛金  108,234 140,991  32,757

２ 未払金  63,568 64,714  1,146

３ 未払法人税等  8,879 179,056  170,177

４ 未払消費税等  ― 29,615  29,615

５ 未払費用  64,620 67,890  3,271

６ 前受金  8,969 13,749  4,780

７ 預り金  8,056 7,607  △449

８ 賞与引当金  59,078 105,621  46,543

９ その他の流動負債  286 286  1

流動負債合計  321,689 5.7 609,530 10.0 287,841

Ⅱ 固定負債    

１ 退職給付引当金  167,550 185,117  17,567

２ 役員退職慰労引当金  48,430 58,113  9,683

固定負債合計  215,980 3.8 243,230 4.0 27,250

負債合計  537,669 9.5 852,760 14.0 315,091

（資本の部）    

Ⅰ 資本金 ※3 571,200 10.1 ― ― △571,200

Ⅱ 資本剰余金    

(1) 資本準備金  399,850 ―   △399,850

資本剰余金合計  399,850 7.0 ― ― △399,850

Ⅲ 利益剰余金    

(1) 利益準備金  110,000 ―   △110,000

(2) 任意積立金    

  1 別途積立金  1,800,000 ―   △1,800,000

(3) 当期未処分利益  2,229,471 ―   △2,229,471

利益剰余金合計  4,139,471 72.9 ― ― △4,139,471

Ⅳ その他有価証券評価 
差額金 

※4 33,762 0.6 ― ― △33,762

資本合計  5,144,283 90.5 ― ― △5,144,283

負債・資本合計  5,681,952 100.0 ― ― △5,681,952

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金  ― ― 571,200 9.4 571,200

２ 資本剰余金    

(1) 資本準備金  ― 399,850   399,850

資本剰余金合計  ― ― 399,850 6.6 399,850

３ 利益剰余金    

(1) 利益準備金  ― 110,000   110,000

(2) その他利益剰余金    

別途積立金  ― 1,800,000   1,800,000

繰越利益剰余金  ― 2,316,347   2,316,347

利益剰余金合計  ― ― 4,226,347 69.5 4,226,347

株主資本合計  ― ― 5,197,397 85.5 5,197,397

Ⅱ 評価・換算差額等    

その他有価証券評価 
差額金 

 ― 27,752   27,752

評価・換算差額等合計  ― ― 27,752 0.5 27,752

純資産合計  ― ― 5,225,149 86.0 5,225,149

負債・純資産合計  ― ― 6,077,909 100.0 6,077,909
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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) 

 

比較増減 
（△は減）

      期  別 
 
 
 

  科  目 金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円)

Ⅰ 売上高  4,827,759 100.0 5,023,505 100.0 195,746

１ 製品売上高  3,907,917 4,093,044  185,127

２ 商品売上高  828,217 836,113  7,897

３ その他  91,626 94,348  2,722

Ⅱ 売上原価  2,657,243 55.0 2,824,212 56.2 166,969

１ 期首商品たな卸高  13,670 16,567  2,897

２ 期首製品たな卸高  686,137 679,274  △6,863

３ 当期商品仕入高  665,251 662,169  △3,082

４ 当期製品製造原価  1,992,634 2,098,618  105,985

５ 他勘定振替高 ※1 △4,608 △3,548  1,060

６ 期末商品たな卸高  16,567 14,167  △2,400

７ 期末製品たな卸高  679,274 614,700  △64,573

売上総利益  2,170,516 45.0 2,199,293 43.8 28,776

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,903,804 39.4 1,888,494 37.6 △15,311

１ 販売手数料  2,297 5,110  2,813

２ 広告宣伝費  29,790 24,413  △5,377

３ 荷造運送費  72,383 67,328  △5,055

４ 展示会費  70,653 70,478  △176

５ 販売促進費  5,822 6,000  178

６ 製品保守料  25,937 29,375  3,438

７ 貸倒引当金繰入額  258 208  △50

８ 役員報酬  89,550 88,440  △1,110

９ 給料手当  656,081 647,031  △9,050

10 賞与  93,933 90,615  △3,319

11 賞与引当金繰入額  36,008 62,369  26,361

12 退職給付引当金繰入額  17,841 13,512  △4,328

13 役員退職慰労引当金繰入額  19,662 10,917  △8,746

14 退職金  2,095 663  △1,432

15 法定福利費  126,513 127,719  1,206

16 福利厚生費  37,964 37,446  △518

17 通信費  33,556 31,835  △1,721

18 旅費交通費  140,283 135,270  △5,013

19 賃借料  44,858 29,108  △15,750

20 リース料  62,876 61,173  △1,703

21 支払手数料  59,257 60,790  1,533

22 減価償却費  52,012 50,945  △1,066

23 ソフトウェア償却費  14,144 17,237  3,093

24 その他 ※2 210,030 220,512  10,482
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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) 

 

比較増減 

（△は減）

           
期  別 

 
 
科  目 金額(千円) 

百分比
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 

営業利益  266,712 5.5 310,799 6.2 44,087

Ⅳ 営業外収益  4,253 0.1 9,840 0.2 5,587

１ 受取利息  313 348  34

２ 受取配当金  1,665 1,707  42

３ 受取手数料  1,359 1,576  217

４ 還付加算金  ― 3,710  3,710

５ その他の営業外収益  915 2,499  1,584

Ⅴ 営業外費用  2,936 0.1 907 0.0 △2,028

１ 支払利息  219 ―  △219

２ 手形等売却損  888 450  △437

３ 保険解約損  1,423 ―  △1,423

４ その他の営業外費用  406 457  51

経常利益  268,029 5.6 319,731 6.4 51,702

Ⅵ 特別利益  ― ― 36 0.0 36

１ 車両運搬具売却益  ― 36  36

Ⅶ 特別損失  111,680 2.3 392 0.0 △111,288

１ 車両運搬具売却損  54 296  242

２ 工具器具備品除却損  376 96  △280

 ３ 差入保証金償却損  10,000 ―  △10,000

 ４ 役員退職特別功労金  101,250 ―  △101,250

税引前当期純利益  156,349 3.2 319,376 6.4 163,027

法人税、住民税及び 
事業税 

 
 

2,672 0.1 169,235 3.4 166,563

法人税等調整額  47,874 1.0 △11,135 △0.2 △59,010

当期純利益  105,803 2.2 161,276 3.2 55,473

前期繰越利益  2,123,668

当期未処分利益  2,229,471
  



 
鈴茂器工株式会社（6405） 平成19年３月期決算短信（非連結） 

― 12 ― 

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) 

 

比較増減

（△は減）

        期  別 
 
 

科  目 金額(千円) 
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円)

Ⅰ 材料費 1,202,769 59.5 1,283,313 61.3 80,544

Ⅱ 外注加工費 50,060 2.5 57,635 2.8 7,575

Ⅲ 労務費 526,339 26.1 553,339 26.4 27,000

Ⅳ 経費        ※１ 240,713 11.9 199,919 9.5 △40,794

当期製造費用 2,019,882 100.0 2,094,206 100.0 74,325

期首仕掛品たな卸高 38,432 65,680  

期末仕掛品たな卸高 65,680 61,269  

当期製品製造原価 1,992,634 2,098,618  

(注) ※１主な内訳は次のとおりです。 

 

 

前事業年度 当事業年度       期  別 
 
 

科  目 金額(千円) 金額(千円) 

賃借料 7,900 8,070

リース料 27,766 28,201

減価償却費 94,180 65,971

ソフトウェア償却費 10,023 3,412

 

(原価計算の方法) 

当社の原価計算は、総合原価計算による実際原価計算です。 
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利益処分計算書 

 

  
前事業年度 

(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  2,229,471 

Ⅱ 利益処分額   

１ 配当金  74,400 74,400 

Ⅲ 次期繰越利益  2,155,071 

   

(注) 日付は、株主総会承認日であります。 
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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）       （単位：千円） 

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

別途積立金 繰越利益剰余金 

株主資本合計 

平成18年3月31日残高 571,200 399,850 110,000 1,800,000 2,229,471 5,110,521

事業年度中の変動額   

 剰余金の配当 ― ― ― ― △74,400 △74,400

 当期純利益 ― ― ― ― 161,276 161,276

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 ― ― ― ― 86,876 86,876

平成19年3月31日残高 571,200 399,850 110,000 1,800,000 2,316,347 5,197,397

 

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 33,762 5,144,283

事業年度中の変動額 

 剰余金の配当 ― △74,400

 当期純利益 ― 161,276

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額（純額） 
△6,010 △6,010

事業年度中の変動額合計 △6,010 80,866

平成19年3月31日残高 27,752 5,225,149
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キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書 
 

前事業年度 
(自 平成17年4月１日
至 平成18年3月31日)

当事業年度 
(自 平成18年4月１日 
至 平成19年3月31日) 

 

比較増減 
（△は減） 

          期  別 
 
 

科  目 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前当期純利益 156,349 319,376 163,027 

減価償却費 148,800 119,332 △29,468 

ソフトウェア償却費 24,167 20,649 △3,518 

賞与引当金の増減額 △24,797 46,543 71,340 

退職給付引当金の増減額 19,581 17,567 △2,014 

役員退職慰労引当金の増減額 △183,954 9,683 193,638 

貸倒引当金の増減額 240 208 △32 

受取利息及び受取配当金 △1,979 △2,054 △76 

支払利息 219 ― △219 

有形固定資産売却損益 54 260 206 

有形固定資産除却損 376 96 △280 

売上債権の増減額 393,280 △22,916 △416,196 

たな卸資産の増減額 △29,612 32,149 61,761 

仕入債務の増減額 △36,692 32,757 69,449 

未払消費税等の増減額 △60,696 29,615 90,311 

未収消費税等の増減額 △17,044 ― 17,044 

その他の増減額 △31,051 33,836 64,887 

小計 357,242 637,100 279,858 

利息及び配当金の受取額 1,979 2,054 76 

利息の支払額 △219 ― 219 

法人税等の還付額 ― 133,327 133,327 

法人税等の支払額 △303,536 △1,509 302,027 

営業活動によるキャッシュ・フロー 55,465 770,972 715,507 

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 △223,218 △76,015 147,203 

有形固定資産の売却による収入 ― 3,986 3,986 

ソフトウェアの取得による支出 △29,335 △23,406 5,929 

投資有価証券の取得による支出 △3,050 △3,285 △235 

関係会社株式の取得による支出 ― △29,780 △29,780 

貸付けによる支出 △400 ― 400 

貸付金の回収による収入 62,225 1,880 △60,345 

保証金の支払による支出 △239 △150 89 

保証金の返還による収入 6,104 55,645 49,541 

その他の増減額 35,697 △13,610 △49,307 

投資活動によるキャッシュ・フロー △152,216 △84,734 67,482 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入れによる収入 200,000 ― △200,000 

短期借入金の返済による支出 △200,000 ― 200,000 

配当金の支払額 △74,400 △74,400 ― 

財務活動によるキャッシュ・フロー △74,400 △74,400 ― 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 △171,150 611,839 782,989 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 1,394,922 1,223,772 △171,150 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 1,223,772 1,835,611 611,839 
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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 

 ―――――― 

 

 

②その他有価証券 

 時価のあるもの 

  決算日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部資本直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法に

より算定）を採用しております。 

①子会社株式 

  移動平均法による原価法を採

用しております。 

②その他有価証券 

 時価のあるもの 

  決算日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定）を採用して

おります。 

  時価のないもの 

  移動平均法による原価法を採用し

ております。 

 時価のないもの 

  同左 

２ たな卸資産の評価基準及び

評価方法 

商品、製品、材料、仕掛品 

  総平均法による原価法を採用して

おります。 

商品、製品、材料、仕掛品 

  同左 

 貯蔵品 

  最終仕入原価法を採用しておりま

す。 

貯蔵品 

  同左 

３ 固定資産の減価償却の方法 有形固定資産 

  定率法（ただし、平成10年４月１

日以降に取得した建物（附属設備を

除く）については定額法）を採用し

ております。 

  なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

  建物     ５～50年 

  工具器具備品 ２～10年 

有形固定資産 

  同左 

 無形固定資産 

  自社利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法を採用しており

ます。 

無形固定資産 

  同左 

 長期前払費用 

  均等償却しております。 

  なお、償却期間は、法人税法に規

定する方法と同一の基準によってお

ります。 

長期前払費用 

  同左 

４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

  債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を勘

案し、回収不能見込額を計上してお

ります。 

(1) 貸倒引当金 

  同左 

 (2) 賞与引当金 

  従業員に対して支給する賞与の支

出に充てるため、将来の支給見込額

のうち当期の負担額を計上しており

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) 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

の見込額に基づき計上しておりま

す。 

(3) 退職給付引当金 

  同左 

 (4) 役員退職慰労引当金 

  役員退職慰労金の支給に備えるた

め内規に基づく期末要支給額を計上

しております。 

(4) 役員退職慰労引当金 

  同左 

５ リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。 

  同左 

６ キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

 キャッシュ・フロー計算書における

資金(現金及び現金同等物)は、手許現

金、随時引き出し可能な預金及び容易

に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取

得日から３ケ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。 

  同左 

７ その他財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

(1) 消費税等の会計処理 

  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。 

 

(1) 消費税等の会計処理 

  同左 
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会計処理の変更 

 
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） 

  「固定資産の減損に係る会計基準」(「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業

会計審議会 平成14年8月9日))及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会

平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第6号)を

当事業年度から適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

 

―――――― 

 

―――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

当事業年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」 

（企業会計基準委員会 平成17年12月９日 企業会計基

準第５号）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」（企業会計基準委員会 平成

17年12月９日 企業会計基準適用指針第８号）を適用し

ております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

5,225,149千円であります。 

 財務諸表等規則の改正により、当事業年度における財

務諸表は、改正後の財務諸表等規則により作成しており

ます。 

 

 

追加情報 

 
前事業年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19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) 

―――――― 

 

 

 

 

賞与の支給対象期間の変更 

当事業年度において給与規程の改定を行い、賞与の支

給対象期間の変更をしております。従来の支給対象期間

に対応する賞与引当金と比較し、23,342千円増加してお

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 受取手形裏書譲渡高       125,744千円  １ 受取手形裏書譲渡高        76,046千円 

※２ 有形固定資産の減価償却累計額 1,434,940千円 ※２ 有形固定資産の減価償却累計額 1,538,710千円 

※３ 授権株式数及び発行済株式総数 

授権株式数     普通株式  16,000,000株

発行済株式総数     普通株式  4,960,000株

自己株式      普通株式      ―株

―――――― 

※４ 配当制限 

有価証券の時価評価により、純資産額が33,762

千円増加しております。 

   なお、当該金額は、商法施行規則第124条第３号

の規定により、配当に充当することが制限されて

おります。 

       ―――――― 

 

 

 

 

 

―――――― 

 

 

 ５ 偶発債務 

   次の会社のリース会社からのリース債務に対して

債務保証を行っております。 

Suzumo International Corporation 

                     2,218千円 

―――――― ※６ 期末日満期手形の会計処理について 

   当事業年度の末日は、金融機関の休日でありまし

たが、満期日に決済が行われたものとして処理し

ております。当事業年度末日満期手形の金額は、

次のとおりであります。 

    受取手形           13,907千円 

    裏書手形           45,454千円 

 

(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 他勘定振替高の内訳は次のとおりです。 

販売費及び一般管理費 △3,894千円

製造原価 △714千円

     計 △4,608千円
 

※１ 他勘定振替高の内訳は次のとおりです。 

販売費及び一般管理費 △3,021千円

製造原価 △527千円

     計 △3,548千円
 

※２ 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                83,806千円

※２ 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                   83,778千円
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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） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(株) 4,960,000 ― ― 4,960,000

 
 

２ 自己株式に関する事項 
 

該当事項はありません。 
   

３ 新株予約権等に関する事項 

目的となる株式の数(株） 

会社名 内訳 
目的となる
株式の種類 前事業 

年度末 
増加 減少 

当事業 
年度末 

当事業 
年度末残高
（千円）

提出会社 平成17年新株予約権 普通株式 240,000 ― ― 240,000 ―

合計 240,000 ― ― 240,000 ―

(注) １ 目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。 

２ 平成17年新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。 

 

４ 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 74,400 15 平成18年3月31日 平成18年6月30日

 

     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資
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19年6月28日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 74,400 15 平成19年3月31日 平成19年6月29日

 

 

(キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

(平成18年３月31日)

現金及び預金勘定                   1,223,772千円
預入期間が３ケ月を超える 
定期預金                                △―千円

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

(平成19年３月31日)

現金及び預金勘定                   1,835,611千円
預入期間が３ケ月を超える 
定期預金                                △―千円

現金及び現金同等物 1,223,772千円 現金及び現金同等物 1,835,611千円
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(リース取引関係) 

 

 前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１ 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 リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

 
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却
累計額 
相当額 
(千円) 

期末残高
相当額 
(千円) 

機械及び装置 60,732 18,798 41,934

工具器具備品 133,010 77,395 55,615

ソフトウェア 22,742 13,557 9,185

合計 216,484 109,750 106,734

 (注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定しております。 

 
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

期末残高
相当額 
(千円) 

機械及び装置 60,732 27,474 33,258

工具器具備品 129,543 101,122 28,421

ソフトウェア 22,742 19,334 3,408

合計 213,017 147,930 65,087

 (注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定しております。 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 41,369千円

１年超 65,365千円

合計 106,734千円

 (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。 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 29,383千円

１年超 35,705千円

合計 65,087千円

 (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。 

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 43,710千円

減価償却費相当額 43,710千円
 

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 41,300千円

減価償却費相当額 41,300千円
 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。 

(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。 
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(退職給付関係) 

① 採用している退職給付制度の概要 

当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。 

 

② 退職給付債務及びその内容 

 前事業年度 
(平成18年３月31日)   

当事業年度 
(平成19年３月31日) 

 

  金額（千円）  金額（千円） 

(1) 退職給付債務  △167,550 △185,117

(2) 未積立退職給付債務 △167,550 △185,117

(3) 貸借対照表計上額純額 △167,550 △185,117

(4) 退職給付引当金 △167,550 △185,117

 

③ 退職給付費用の内容 

前事業年度 
(平成18年３月31日) 

当事業年度 
(平成19年３月31日) 

 

金額(千円) 金額(千円) 

退職給付費用 33,615 24,778 

 (1) 勤務費用 33,615 24,778 

 

④ 当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。 

 
 

（デリバティブ取引関係） 

前事業年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

     当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、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) 

     当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

 

(持分法損益等) 

前事業年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

当社は関連会社がないため、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) 

当社は関連会社がないため、該当事項はありません。 

 

（関連当事者との取引） 

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

前事業年度(平成18年３月31日) 

① その他有価証券で時価のあるもの 

 

 種類 
取得原価 
(千円) 

貸借対照表計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの 

(1) 株式 36,825 93,759 56,934

 小計 36,825 93,759 56,934

貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの 

(1) 株式 ― ― ―

 小計 ― ― ―

合計 36,825 93,759 56,934

② 時価評価されていない主な「有価証券」 

 

内容 
貸借対照表計上額 

(千円) 

その他有価証券 
非上場株式 

8,000

 

当事業年度(平成19年３月31日) 

① その他有価証券で時価のあるもの 

 

 種類 
取得原価 
(千円) 

貸借対照表計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの 

(1) 株式 39,950 86,749 46,799

 小計 39,950 86,749 46,799

貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの 

(1) 株式 ― ― ―

 小計 ― ― ―

合計 39,950 86,749 46,799

② 時価評価されていない主な「有価証券」 

 

内容 
貸借対照表計上額 

(千円) 

その他有価証券 
非上場株式 

8,160
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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  

たな卸資産評価損否認 ―千円 7,924千円

投資有価証券評価損計上否認 9,264千円 1,080千円

ゴルフ会員権評価損計上否認 17,378千円 17,378千円

貸倒引当金損金算入限度超過額 30,695千円 30,588千円

未払事業税等計上否認 784千円 14,051千円

未払金計上否認 2,731千円 4,910千円

差入保証金償却損計上否認 4,070千円 ―千円

賞与引当金損金算入限度超過額 24,045千円 42,988千円

退職給付引当金損金算入超過額 68,193千円 75,343千円

役員退職慰労引当金計上否認 19,711千円 23,652千円

一括償却資産損金算入超過額 1,411千円 1,074千円

繰越欠損金 27,028千円 ―千円

繰越税額控除限度超過額 18,335千円 ―千円

繰延税金資産計 223,644千円 218,986千円

繰延税金負債 

未収還付事業税 △7,609千円 ―千円

投資有価証券評価益 △23,172千円 △10,863千円

繰延税金負債小計 △30,781千円 △10,863千円

繰延税金資産の純額 192,863千円 208,123千円

② 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間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 40.7％  40.7％

(調整) 

交際費等永久に損金に算入されない項目 3.0％ 1.1％

留保金 ― 7.9％

住民税等均等割額 1.7％ 0.8％

繰越税額控除限度超過額 △11.7％ ―

その他 △1.4％ △1.0％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 32.3％ 49.5％

 

 

 

  （ストック・オプション等関係） 

当該項目につきましては、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略して

おります。 

 
 
 
 



 
鈴茂器工株式会社（6405） 平成19年３月期決算短信(非連結) 

 

― 25 ― 

(１株当たり情報) 

 

       期 別 
 

  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 
 

1,037円15銭 1,053円46銭 

１株当たり当期純利益 
 

21円33銭 32円52銭 

  

 

 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額については、新株予約権方式の

ストックオプション制度を導入しており

ますが、期中平均株価が権利行使価格を

下回るので記載しておりません。 

 同左 

（注）１株当たりの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。 

       期 別 
 

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) 

当期純利益（千円） 105,803 161,276

普通株主に帰属しない金額（千円）                ―                ―

普通株式に係わる当期純利益（千円） 105,803 161,276

期中平均株式数（株） 4,960,000 4,960,000

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり当期純利益金額の算

定に含めなかった潜在株式の概要 

平成17年６月29日定時株主総会 

決議新株予約権 

（新株予約権  2,400個） 

普通株式   240,000株 

 同左 

 

(企業結合等関係) 

当事業年度(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) 

該当事項はありません。 

 

(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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５ 生産、受注及び販売の状況 

(1) 生産実績 

 

 第46期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)  

第47期 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

 

    比較増減 
  (△は減) 

 
            期 別 
 
品 目 
 金額(千円) 構成比(%) 金額(千円) 構成比(%) 金額(千円) 

寿司ロボット 3,037,148 77.3 3,180,002 77.4 142,853

おむすびロボット 306,088 7.8 201,299 4.9 △104,789

その他製品及び部品 583,575 14.9 727,766 17.7 144,191

合計 3,926,812 100.0 4,109,068 100.0 182,256

(注)  １ 金額は販売価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(2) 受注状況 

① 受注高 
第46期 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

第47期 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

 

比較増減 

  (△は減) 

 
            期 別 
 
品 目 
 金額(千円) 構成比(%) 金額(千円) 構成比(%) 金額(千円) 

寿司ロボット 3,037,239 62.9 3,200,778 63.0 163,539

おむすびロボット 282,633 5.9 244,919 4.8 △37,714

その他製品及び部品 586,888 12.2 686,273 13.5 99,385

製品小計 3,906,760 80.9 4,131,970 81.3 225,210

 炊飯関連機器 227,410 4.7 214,251 4.2 △13,160

 寿司用資材 603,095 12.5 640,864 12.6 37,769

    商品小計 830,505 17.2 855,115 16.8 24,610

その他 91,626 1.9 94,348 1.9 2,722

     合計 4,828,891 100.0 5,081,433 100.0 252,541

(注)  １ 金額は販売価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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② 受注残高 
 第46期 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)  

第47期 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

 

比較増減 

  (△は減) 

 
            期 別 
 
品 目 
 金額(千円) 構成比(%) 金額(千円) 構成比(%) 金額(千円) 

寿司ロボット 5,808 33.5 38,750 51.5 32,942

おむすびロボット ― ― 4,670 6.2 4,670

その他製品及び部品 5,302 30.6 6,616 8.8 1,314

製品小計 11,109 64.1 50,036 66.5 38,926

 炊飯関連機器 ― ― 20,653 27.4 20,653

 寿司用資材 6,212 35.9 4,560 6.1 △1,652

    商品小計 6,212 35.9 25,213 33.5 19,001

その他 ― ― ― ― ―

     合計 17,321 100.0 75,249 100.0 57,928

(注)  １ 金額は販売価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(3) 販売実績 

 第46期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)  

第47期 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

 

比較増減 

  (△は減) 

 
            期 別 
 
品 目 
 金額(千円) 構成比(%) 金額(千円) 構成比(%) 金額(千円) 

寿司ロボット 3,032,021 62.8 3,167,836 63.1 135,815

おむすびロボット 292,633 6.1 240,249 4.8 △52,384

その他製品及び部品 583,263 12.1 684,959 13.6 101,697

製品小計 3,907,917 80.9 4,093,044 81.5 185,127

 炊飯関連機器 227,410 4.7 193,598 3.9 △33,813

 寿司用資材 600,806 12.4 642,516 12.8 41,709

    商品小計 828,217 17.2 836,113 16.6 7,897

その他 91,626 1.9 94,348 1.9 2,722

     合計 4,827,759 100.0 5,023,505 100.0 195,746

(注)  １ 金額は販売価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３ 最近２事業年度の輸出販売高及び輸出割合は、次のとおりであります。 
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第46期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

第47期 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

輸出販売高(千円) 輸出割合(％) 輸出販売高(千円) 輸出割合(％) 

761,052 15.8 722,079 14.4

 

４ 主な輸出先及び輸出販売高に対する割合は、次のとおりであります。 

 

輸出先 
第46期 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

第47期 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

アジア地区 (％) 49.4 42.9

北アメリカ地区 (％) 8.1 16.2

ヨーロッパ地区 (％) 22.0 24.9

オセアニア地区 (％) 15.1 15.1

その他地区 (％) 5.4 0.9

合計 (％) 100.0 100.0
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６. 役員の異動 

 

1.代表者の異動 

 該当事項はありません。 

 

2.その他の役員の異動（平成19年６月28日付予定） 

 ①新任予定取締役 

  取締役  藤田 進一（現 当社管理本部 総務部長） 

②退任予定取締役 

  取締役  三本 正朗 

 

７. その他 

該当事項はありません。 


