
（百万円未満切捨て）

１．平成19年４月期の連結業績（平成18年５月１日～平成19年４月30日） 

（2）連結財政状態 

※当社は連結子会社であったアイティピクチャー株式会社を平成19年１月１日に合併し、当連結会計年度末では連結子

 会社がなくなりました。 

  

（3）連結キャッシュ・フローの状況 

２．配当の状況 

 平成19年４月期 決算短信 
平成19年６月22日

上場会社名 ダイトーエムイー株式会社 上場取引所 ＪＱ 

コード番号 9923 ＵＲＬ http://www.DAITO-ME.com 

代表者     （役職名）代表取締役社長 （氏名）窪内 泰之 

問合せ先責任者 （役職名）
取締役管理本部長

兼経営企画本部長
（氏名）柴地 隆明 ＴＥＬ （052）761－7177 

定時株主総会開催予定日 平成19年７月27日 配当支払開始予定日 平成19年７月30日 

有価証券報告書提出予定日 平成19年７月27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４月期 8,707 3.7 142 57.6 161 25.3 137 41.6

18年４月期 8,399 1.1 90 △63.6 129 △36.0 97 △44.7

 
１株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益 

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４月期 38 47 23 81 6.7 3.2 1.6

18年４月期 27 57 － 5.2 2.2 1.1

（参考）持分法投資損益 19年４月期 －百万円 18年４月期 －百万円

 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４月期 － 2,199 － 554 38

18年４月期 4,840 1,895 39.1 538 77

（参考）自己資本 19年４月期 －百万円 18年４月期 1,895百万円

 
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４月期 △171 63 235 491

18年４月期 718 624 △1,748 332

 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 期末 年間

 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年４月期 －   10 00 10 00 35 36.3 1.9

19年４月期 －   10 00 10 00 39 26.0 1.8

20年４月期（予想） －   10 00 10 00 － 26.3 －
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３．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） 有 

（注）詳細は、4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、17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） 

（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、28ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。 

（参考）個別業績の概要 

１．平成19年４月期の個別業績（平成18年５月１日～平成19年４月30日） 

 （2）個別財政状態 

２．平成20年４月期の個別業績予想（平成19年５月１日～平成20年４月30日） 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

新規 －社   除外 １社 アイティピクチャー株式会社 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年４月期 3,947,698株 18年４月期 3,518,321株

② 期末自己株式数 19年４月期 721株 18年４月期 721株

（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４月期 8,659 4.3 139 156.7 159 69.7 172 92.3

18年４月期 8,301 3.9 54 △72.3 94 △37.8 89 △43.4

 
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４月期 48 18 29 83

18年４月期 25 42 －

 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４月期 5,138 2,199 42.6 554 38

18年４月期 4,750 1,860 39.2 528 91

（参考）自己資本 19年４月期 2,188百万円 18年４月期 1,860百万円

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり
当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 4,050 △6.8 64 5.5 72 △6.7 68 3.1 17 23

通 期 9,000 3.9 143 2.7 160 0.1 150 △12.8 38 00

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記の業績見通しは、現時点における事業環境及び情報に基づくものであり、リスクや不確実要素を含んでいま

す。実際の業績は、今後の経済情勢、市場環境変化など様々な要因によって見通しと異なる場合があります。 
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１．経営成績 
（1）経営成績に関する分析 

 当社グループは、それぞれの事業分野において当社の強みである技術提案型営業をさらに積極化するとともに、中

期経営計画に基づき、組込みパソコン、制御システム、ロボット、エンジニアリングなどの先端技術を駆使し、お客

様の自動化・合理化のお役に立てる「確かなモノつくり」に取り組んでまいりました。 

この結果、当連結会計年度の売上高は、87億7百万円（前期比3.7％増）となりました。利益につきましては、経営合

理化の推進等により営業利益1億4千2百万円（前期比57.6％増）、経常利益1億6千1百万円（前期比25.3％増）当期純

利益1億3千7百万円（前期比41.6%増）となりました。 

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

 電子機器関連事業におきましては、自動車関連産業等の民間設備投資の回復を受け、また、自社製品の開発・製造

にも注力してまいりました。 

 この結果、売上高は86億9千7百万円と前連結会計年度に比べ3億5千4百万円（4.2％）の増収となり、原価低減活動

等により営業利益は1億4千6百万円と前連結会計年度に比べ8千5百万円（140.3％）の増益となりました。 

 不動産賃貸事業におきましては、財務体質改善のため不動産賃貸事業用物件の売却等を実施しており、この結果不

動産賃貸収入は9百万円と前連結会計年度に比べ4千7百万円（83.3％）の減収となり、営業損失が4百万円と前連結会

計年度に比べ3千3百万円（前年同期は2千9百万円の営業利益）の減益となりました。なお、不動産賃貸事業につきま

しては、平成18年11月14日策定の中期経営計画に基づき、当期中に撤退しております。 

  

（2）財政状態に関する分析 

 当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況 

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、営業活動により1億7千1百万円減少、投

資活動により6千3百万円増加、財務活動により2億3千5百万円増加したことにより、1億2千6百万円の増加となり為替

換算差額を差引きし、当年度中に合併した非連結子会社からの承継現金同等物3千1百万円を加えた結果、当連結会計

年度末の資金残高は4億9千1百万円となりました。 

また、当連結会計年度における各キャッシュ・フローは、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いて営業活動の結果支出した資金は1億7千1百万円となりました。これは主に、税金等調整前純

利益が1億4千7百万円ありましたが、売上債権の増加額2億5千6百万円による支出及びたな卸資産増加額1億3千万円に

よる支出があったこと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いて投資活動の結果得られた資金は6千3百万円となりました。 

これは主に、有形固定資産の売却による収入5千9百万円及び投資有価証券の売却による収入4千4百万円があったこと

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いて財務活動の結果得られた資金は2億3千5百万円となりました。 

これは、短期借入金の純減少による支出が4億9千5百万円、長期借入金の返済による支出4億2千4百万円があったもの

の、社債発行による収入9億9千7百万円及び新株発行による収入1億8千5百万円があった結果によるものです。 

  

（3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社の利益配分に関する基本的な考え方は、株主各位に対する安定的な利益還元を行ないつつそれを高めるととも

に、市場ニーズに柔軟に応じる製品開発及び設備の合理化投資等、事業体質の強化をはかるため内部留保を厚くして

安定した経営基盤を確保し株主資本利益率の向上に努めることと考えております。 

配当金につきましては、業績、内部留保、キャッシュ・フロー、今後の業績見込みを勘案し安定的な配当の継続を基

本方針としております。 

なお、当期の配当につきましては、上記方針を踏まえつつ、現時点では１株当たり普通配当10円を予定しておりま

す。 

  

（4）事業等のリスク 

 有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可

能性のある事項として、有価証券報告書提出日現在において以下のようなものが考えられます。 
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① 景気の動向によるリスク 

当社グループの売上高の重要な部分を占める電子機器事業は、IT関連産業、自動車関連産業、医療機器関連産業やア

ミューズメント関連産業の企業を顧客としておりますが、これら業界における景気後退による需要の縮小は、当社の

業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

② 技術力・サービスの提供によるリスク 

当社グループの事業におきましては、顧客のニーズに即した製品の開発やサービスの提供が重要な要素となります。

このようなニーズに対処して顧客満足度を向上させ、製品及びサービスに対する付加価値を維持していくため、技術

力の研鑚を重ね、新製品開発力の強化をはかってまいりますが、業界の変化を充分に予測できず、顧客満足度を向上

させる製品及びサービスを提供できない場合には、将来の成長と収益性を低下させ、業績に悪影響を及ぼす可能性が

あります。 

③ 製造物責任賠償によるリスク 

当社グループは、国際標準化機構の品質管理基準に従って製品作りを行っておりますが、製品の欠陥が発生しないと

いう保証はありません。製造物責任賠償については保険に加入してはいますが、製造物責任賠償につながるような製

品の欠陥は、当社グループに対する評価を低下させ業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

２．企業集団の状況 
  

 
 （注）１．上海明生軟件有限公司は関連会社であります。インキュベート・パートナーズ１号投資事業有限責任組合は

      その他の関係会社であります。 

２．従来連結子会社であったアイティピクチャー株式会社及び非連結子会社であった株式会社ダイトー・マル

チ・プランニングは、平成19年１月１日に当社が吸収合併しております。 
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３．経営方針 
（1）会社の経営の基本方針 

 当社は、働くことによってお客様に喜びを提供し社会に喜びで貢献、従業員が喜びを共有することを基本理念とし

ております。 

 当社は、創業以来、「マイクロエレクトロニクス・メカトロニクス」をキーテクノロジーに「電機・電子部品卸売

／技術商社」として、FA分野においては多様な制御システム技術を蓄積、OA分野・IT関連分野においても、積極的に

ビジネスフィールドを広げてまいりました。 

 本年度、創立50周年を迎えるにあたり、中期経営計画「ＮＥＸＴ５０プラン」を策定し、従来の当社の姿であった

「電機・電子部品卸売／技術商社」から、現在までに培った技術力、顧客との密接な関係を武器に、新技術や新たな

ソリューションを獲得して、あらゆる側面からモノつくり企業の生産工程を支援する企業（「モノつくり産業におけ

る川上から川下までのトータルソリューション企業」）へと変革し躍進を続けてまいります。 

  

（2）目標とする経営指標 

 当社は、連結売上高営業利益率4.7％、インタレストカバレッジレシオ20倍を目標としております。 

  

（3）中長期的な会社の経営戦略 

 今後の経済環境については、企業収益の改善により民間の設備投資は堅調に推移するものと思われ、景気動向も回

復が続くものと予想されます。 

このような環境において、当社は中期経営計画「ＮＥＸＴ５０プラン」において、全社戦略を「モノつくり企業の開

発・設計段階からサービスを提供することによる、モノつくり産業における川上から川下までのトータルソリュー 

ションサービスの提供」とし、以下の通り、各ビジネスの戦略を実践して参ります。 

① 電機・電子部品卸売ビジネス 

     モノつくり企業の開発・設計段階からあらゆるニーズに対応し、購買代理機能を強化することで、顧客のより 

   一層の信頼を勝ち取る。 

② ＦＡエンジニアリングビジネス 

     モノつくり企業を支援するＦＡ関連企業に対して、開発・設計段階からエンジニアリング・技術人材サービス 

   を提供し、ＦＡエンジニアリング会社としての確固たる地位を確立する。 

③ 産業用組込みＰＣビジネス 

     積極的な提案営業により、産業用組込みPCの拡販、FA関連企業へのネットワーク・ストレージサービスの提供 

   を行い、市場を創造する。 

  

（4）会社の対処すべき課題 

  今後の経済環境については、企業収益の改善により民間の設備投資は堅調に推移するものと思われ、景気動向も回

復が続くものと予想されます。 

このような環境においても、当社は引き続き顧客に満足をいただける「確かなモノつくり」と培った技術力を活かし

た提案型営業に注力し受注基盤の強化を図るとともに、平成18年11月14日に策定した中期経営計画「ＮＥＸＴ５０プ

ラン」に基づき、現在までに培った技術力、顧客との密接な関係、および今後新たに獲得する新技術やソリューショ

ンを武器に、あらゆる側面からモノつくり企業の生産工程を支援する企業「モノつくり産業における川上から川下ま

でのトータルソリューション企業」へと変革し企業価値向上に努めてまいります。 

また、技術力の強化、人材の育成、業務の改善を継続的に実施し、経営の効率化と企業の透明度を高め社会に貢献で

きる企業へと推進してまいります。 

  

（5）内部管理体制の整備・運用状況 

 本事項の詳細につきましては、平成18年５月31日付で株式会社ジャスダック証券取引所に提出し、開示いたしまし

た「コーポレートガバナンスに関する報告書」をご参照ください。 

  

（6）その他、会社の経営上重要な事項 

 該当事項なし 
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４．連結財務諸表 
(1）連結貸借対照表 

 当社は連結子会社であったアイティピクチャー株式会社を平成19年１月１日に合併し、当連結会計年度末では連結子

会社がなくなりました。このため、当連結会計年度末の連結貸借対照表は作成しておりません。 

   

    
前連結会計年度 

（平成18年４月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％） 

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

１．現金及び預金 ※２ 842,718 

２．受取手形及び売掛金 ※４ 2,323,043 

３．たな卸資産   215,167 

４．繰延税金資産   32 

５．その他   97,826 

貸倒引当金   △1,184 

流動資産合計   3,477,603 71.8 

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産   

（1）建物及び構築物 ※２ 774,281 

減価償却累計額   435,035 339,246 

（2）機械装置及び運搬 
   具 

  99,018 

減価償却累計額   87,333 11,684 

（3）工具器具備品   174,206 

減価償却累計額   114,233 59,973 

（4）土地 ※２ 412,031 

有形固定資産合計   822,936 17.0 

２．無形固定資産   

（1）その他   25,748 

無形固定資産合計   25,748 0.6 

３．投資その他の資産   

（1）投資有価証券 ※1,2 378,434 

（2）会員権   40,200 

（3）その他   139,816 

貸倒引当金   △43,753 

投資その他の資産合
計 

  514,697 10.6 

固定資産合計   1,363,382 28.2 

資産合計   4,840,985 100.0 
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前連結会計年度 

（平成18年４月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％） 

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１．買掛金   597,328 

２．短期借入金 ※２ 495,000 

３．一年内返済予定長期
借入金 

※２ 224,000 

４．未払法人税等   15,914 

５．賞与引当金   34,160 

６．その他   123,856 

流動負債合計   1,490,259 30.8 

Ⅱ 固定負債   

１．社債   500,000 

２．長期借入金 ※２ 776,000 

３．繰延税金負債   73,767 

４．退職給付引当金   59,854 

５．その他   1,242 

固定負債合計   1,410,864 29.1 

負債合計   2,901,124 59.9 

    

（少数株主持分）   

少数株主持分   44,673 1.0 

    

（資本の部）   

Ⅰ 資本金 ※５ 954,798 19.7 

Ⅱ 資本剰余金   367,714 7.6 

Ⅲ 利益剰余金   407,213 8.4 

Ⅳ その他有価証券評価差
額金 

  166,664 3.4 

Ⅴ 自己株式 ※６ △1,202 △0.0 

資本合計   1,895,188 39.1 

負債、少数株主持分及
び資本合計 

  4,840,985 100.0 

-   -
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(2）連結損益計算書 

    
前連結会計年度 

（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30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   8,399,839 100.0 8,707,147 100.0 307,308

Ⅱ 売上原価   7,452,052 88.7 7,767,428 89.2 315,375

売上総利益   947,786 11.3 939,719 10.8 △8,066

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1,2 857,661 10.2 797,672 9.2 △59,988

営業利益   90,124 1.1 142,046 1.6 51,921

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息   413 2,228     

２．受取配当金   4,596 5,756     

３. デリバティブ評価益   39,898 13,828     

４.積立保険返戻金 
  
  

― 11,895     

５．仕入割引   20,283 17,458     

６．受取報奨金   19,387 ―     

７．賃貸収入   49,372 28,800     

８．その他   15,684 149,636 1.7 12,041 92,009 1.1 △57,627

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息   45,357 29,525     

２．賃貸費用   42,533 24,541     

３．為替差損   4,789 1,715     

４．その他   17,903 110,583 1.3 16,416 72,199 0.8 △38,384

経常利益   129,177 1.5 161,856 1.9 32,678

Ⅵ 特別利益       

 １．固定資産売却益 ※３ 495,551 12,365     

２．投資有価証券売却益   99,230 999     

３．貸倒引当金戻入益   17,714 2,418     

 ４．抱合せ株式消滅益   ― 612,496 7.3 1,653 17,438 0.2 △595,058

Ⅶ 特別損失       

１．減損損失 ※６ 555,260 14,242     

２．固定資産売却損 ※４ 41,407 1,881     

３．固定資産除却損 ※５ 7,330 42     

４．関係会社株式評価損   3,970 ―     

５．会員権売却損   400 128     

６．役員退職金   ― 10,278     

７．シンジケートローン 
  解約損 

  ― 4,205     

８. その他   ― 608,369 7.2 1,395 32,173 0.4 △576,195

  税金等調整前当期純
利益 

  133,305 1.6 147,121 1.7 13,815
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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５月１日 
至 平成18年４月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30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） 

法人税、住民税及び
事業税 

  20,741 9,198     

法人税等調整額   977 21,719 0.2 32 9,230 0.1 △12,488

少数株主利益   14,574 0.2 521 0.0 △14,052

当期純利益   97,011 1.2 137,368 1.6 40,356

        

    
前連結会計年度 

（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30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   367,714 

Ⅱ 資本剰余金期末残高   367,714 

（利益剰余金の部）   

Ⅰ 利益剰余金期首残高   345,378 

Ⅱ 利益剰余金増加高   

１．当期純利益   97,011 97,011 

Ⅲ 利益剰余金減少高   

１．配当金   35,176 35,176 

Ⅳ 利益剰余金期末残高   407,213 

    

-   -
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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５月１日 至 平成19年４月30日） 

 （注）平成18年７月28日の定時株主総会決議における利益処分項目であります。 

  
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４月30日 残高（千円） 954,798 367,714 407,213 △1,202 1,728,523

連結会計年度中の変動額    

新株の発行 99,110 99,110   198,220

剰余金の配当 （注）  △35,176   △35,176

当期純利益  137,368   137,368

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） 

99,110 99,110 102,192 － 300,413

平成19年４月30日 残高（千円） 1,053,908 466,824 509,406 △1,202 2,028,937

  

評価・換算差額等 

新株予約権 少数株主持分 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４月30日 残高（千円） 166,664 166,664 － 44,673 1,939,861

連結会計年度中の変動額    

新株の発行    198,220

剰余金の配当 （注）    △35,176

当期純利益    137,368

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額） 

△7,491 △7,491 11,642 △44,673 △40,521

連結会計年度中の変動額合計 
（千円） 

△7,491 △7,491 11,642 △44,673 259,891

平成19年４月30日 残高（千円） 159,173 159,173 11,642 － 2,199,753

-   -
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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５月１日 
至 平成18年４月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30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 

  133,305 147,121 

減価償却費   68,837 48,126 

減損損失   555,260 14,242 

長期前払費用償却   2,575 992 

社債発行費償却   3,100 2,681 

株式交付費   － 859 

株式報酬費用   － 5,512 

貸倒引当金の増加額 
（△減少額） 

  △19,674 176 

賞与引当金の増加額 
（△減少額） 

  1,125 △1,170 

退職給付引当金の減
少額 

  △4,268 △5,012 

受取利息及び受取配
当金 

  △5,010 △7,984 

抱合せ株式消滅益   － △1,653 

負ののれん償却   － △1,383 

支払利息   45,357 29,525 

デリバティブ評価益   △39,898 △13,828 

為替差益   △7,947 △635 

シンジケートローン
解約損 

  － 1,900 

固定資産売却益   △495,551 △12,365 

固定資産売却損   41,407 1,881 

固定資産除却損   7,330 42 

投資有価証券売却益   △99,230 － 

投資有価証券評価損   － 1,078 

関係会社株式評価損   3,970 － 

会員権売却損   400 128 

売上債権の減少額 
（△増加額） 

  566,056 △256,696 

破産債権等の減少額   130 1,690 

たな卸資産の減少額
（△増加額） 

  77,775 △130,349 

その他流動資産の減
少額 

  1,083 30,512 

その他固定資産の減
少額（△増加額） 

  △23,840 55,711 
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前連結会計年度 

（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30日） 

対前年比 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 
増減 
（千円） 

仕入債務の減少額   △36,022 △776 

未払費用の増加額   13,835 4,862 

未払消費税等の増加
額（△減少額） 

  31,922 △37,849 

未収消費税等の増加
額 

  － △20,091 

その他流動負債の減
少額 

  △15,669 △2,606 

その他固定負債の増
加額（△減少額） 

  △16,324 6,755 

その他   － 2,136 

小計   790,036 △136,467 △926,504

利息及び配当金の受
取額 

  5,010 7,915 

利息の支払額   △45,199 △30,372 

法人税等の支払額   △30,851 △12,690 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

  718,995 △171,614 △890,610

Ⅱ 投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

定期預金の預入によ  
る支出 

  △510,000 － 

定期預金の払戻によ
る収入 

  50,000 － 

有形固定資産の取得
による支出 

  △4,846 △5,199 

有形固定資産の売却
による収入 

  966,471 59,360 

無形固定資産の取得
による支出 

  △2,450 △26,061 

投資有価証券の売却
による収入 

  95,143 44,878 

会員権の売却による
収入 

  800 2,571 

会員権の返還による
収入 

  22,000 － 

貸付金の回収による
収入 

  6,968 － 

連結子会社合併に伴
う少数株主への支払
額 

  － △12,220 

その他   － △241 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

  624,087 63,087 △560,999
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前連結会計年度 

（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30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 

    

短期借入金の純減少
額 

  △1,661,968 △495,000 

長期借入れによる収
入 

  600,000 － 

長期借入金の返済に
よる支出 

  △440,000 △424,000 

社債の発行による収
入 

  － 997,318 

社債の償還による支
出 

  △210,000 － 

新株の発行による収
入 

  － 185,141 

新株予約権の発行に
よる収入 

  － 6,318 

配当金の支払額   △35,176 △34,636 

少数株主への配当金
の支払額 

  △1,292 － 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △1,748,436 235,141 1,983,577

Ⅳ 現金及び現金同等物に
係る換算差額 

  7,947 635 △7,311

Ⅴ 現金及び現金同等物の
増加額（△減少額） 

  △397,406 127,249 524,655

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高 

  730,124 332,718 △397,406

Ⅶ 非連結子会社の合併に
伴う現金及び現金同等
物の増加額 

  － 31,054 31,054

Ⅷ 現金及び現金同等物期
末残高 

  
332,718 491,022 158,304
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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５月１日 
至 平成18年４月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30日） 

１．連結の範囲に関する事項 

  

（1）連結子会社の数 1 社 

連結子会社名   

アイティピクチャー株式会社 

（1）連結子会社の数 －社 

 従来連結子会社であったアイティ

ピクチャー株式会社は、平成19年１

月１日に当社が吸収合併しているた

め、平成18年12月31日迄の同社の経

営成績を連結財務諸表に含めており

ます。 

  （2）非連結子会社名  

株式会社ダイトー・マルチ・プラン

ニング 

（2） ─── 

  

  

（連結の範囲から除いた理由） 

 非連結子会社株式会社ダイトー・マ

ルチ・プランニングは、小規模であ

り、総資産、売上高、当期純損益（持

分に見合う額）及び利益剰余金（持分

に見合う額）等は、いずれも連結財務

諸表等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、

連結の範囲から除外しております。 

  

  

２. 持分法の適用に関する事

項 

  

（1） ─── 

  

（1）持分法を適用した非連結子会社また 

   は関連会社の数  

          － 社 

  

  

（2）持分法を適用しない非連結子会社ま 

   たは関連会社のうち主要な会社等の 

   名称 

株式会社ダイトー・マルチ・プラン

ニング 

（2）持分法を適用しない非連結子会社ま 

     たは関連会社のうち主要な会社等の 

     名称 

上海明生軟件有限公司 

  

  

（持分法を適用しない理由） 

 持分法非適用会社は、当期純損益及

び利益剰余金等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。 

（持分法を適用しない理由） 

同 左 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社の決算日は、連結決算日と

一致しております。 

   ─── 

  

４．会計処理基準に関する事

項 

    

（1）重要な資産の評価基 

   準及び評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 連結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） 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 連結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  

移動平均法による原価法 

時価のないもの  

同 左  
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30日） 

  

  

② デリバティブ 

時価法 

② デリバティブ 

同 左 

  

  

  

③ たな卸資産 

商品・原材料 

先入先出法による原価法 

③ たな卸資産 

同 左 

  

  

  

製品・仕掛品 

個別法による原価法 

  

  

  

  

貯蔵品 

最終仕入原価法による原価法 

  

  

（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 

定率法 

ただし、平成10年４月１日以降に

取得した建物（建物附属設備を除

く）については定額法、賃貸用器具

備品については、賃貸期間を償却年

数とし、賃貸期間満了時の賃貸資産

の見積処分価額を残存価額とする定

額法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

建物     15年～47年 

機械装置    7年～15年 

① 有形固定資産 

旧定率法 

ただし、平成10年４月１日以降に

取得した建物（建物附属設備を除

く）については旧定額法、賃貸用器

具備品については、賃貸期間を償却

年数とし、賃貸期間満了時の賃貸資

産の見積処分価額を残存価額とする

定額法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

建物     15年～47年 

機械装置    7年～15年 

  

  

② 無形固定資産 

定額法 

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）による定額法を採用してお

ります。 

② 無形固定資産 

同 左 

  

  

③  ─── 

  

  

③ 長期前払費用  

    定額法 

（3）重要な繰延資産の処 

   理方法 

社債発行費 

 旧商法の規定する最長期間（３年間）

にわたり均等償却しております。 

社債発行費 

 支出時に全額費用処理しております。 

    

  

株式交付費 

 支出時に全額費用処理しております。 

 （会計処理の変更） 

 当連結会計年度より「繰延資産の会

計処理に関する当面の取扱い」（企業

会計基準委員会 平成18年8月11日 実

務対応報告第19号）を適用しておりま

す。 

 これにより経常利益及び税金調整前

当期純利益が2,360千円減少しておりま

す。  

（4）負ののれんの償却の 

   方法 

    ─── 

  

５年間均等償却 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30日） 

（5）重要な引当金の計上 

   基準 

① 貸倒引当金 

 売上債権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勘案

し、回収不能見込額を計上しており

ます。 

① 貸倒引当金 

同 左 

  

  

② 賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に充てるた

め、支給見込額に基づき計上してお

ります。 

② 賞与引当金 

同 左 

  

  

③ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に充てるため、

当連結会計年度末における退職給付

債務額及び年金資産額に基づき計上

しております。 

③ 退職給付引当金 

同 左 

（6）重要なリース取引の 

   方法 

 リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

同 左 

（7）重要なヘッジ会計の 

   方法 

① ヘッジ会計の方法 

ヘッジ会計の特例処理の要件を満た

す金利スワップ 

特例処理を適用しております。 

① ヘッジ会計の方法 

同 左 

  

  

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 金利スワップ取引 

ヘッジ対象 借入金利 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同 左 

  

  

③ ヘッジ方針 

 金利変動リスクに備えキャッシ

ュ・フローを固定する目的でヘッ

ジ取引を行っております。 

③ ヘッジ方針 

同 左 

（8）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、全面時価評価法によっておりま

す。 

同 左 

６．利益処分項目等の取扱い

に関する事項 

 連結会計年度中に確定した利益処分に

基づいております。 

─── 

７．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

 手許現金及び要求払預金のほか、取得

日より３ヶ月以内に満期日が到来する流

動性の高い、容易に換金可能であり、か

つ価格の変動について僅少なリスクしか

負わない短期的な投資からなっておりま

す。 

同 左 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前連結会計年度 
（自 平成17年５月１日 
 至 平成18年４月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年５月１日 
 至 平成19年４月30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」

（企業会計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計

基準適用指針第6号）を適用しております。 

 これにより税金等調整前当期純利益が200,922千円減

少しております。 

 また、減損損失累計額については、改正後の連結財

務諸表等規則に基づき当該各資産の金額から直接控除

しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は当該箇所に記

載しております。 

─── 

─── （ストック・オプション等に関する会計基準等） 

 当連結会計年度から「ストック・オプション等に関

する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月

27日 企業会計基準第8号）及び「ストック・オプショ

ン等に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委

員会 最終改正平成18年５月31日 企業会計基準適用

指針第11号）を適用しております。  

 これにより、営業利益が5,512千円、経常利益及び税

金等調整前当期純利益が5,324千円それぞれ減少してお

ります。 

 なお、セグメント情報に与える影響は当該該当箇所

に記載しております。 

─── （企業結合に係る会計基準） 

 当連結会計年度より「企業結合に係る会計基準」

（企業会計審議会 平成15年10月31日）及び「事業分

離等に係る会計基準」（企業会計基準委員会 平成17

年12月27日 企業会計基準第７号）並びに「企業結合

会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」

（企業会計基準委員会 最終修正 平成18年12月22日 

企業会計基準適用指針第10号）を適用しております。 

 これにより、税金等調整前当期純利益が1,653千円増

加しております。  
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表示方法の変更 

注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30日） 

（連結損益計算書） 

１.「デリバティブ評価益」は、営業外収益総額の100分 

 の10を超えたため、当連結会計年度より区分掲記する 

 こととしました。 

  なお、前連結会計年度は営業外収益の「その他」に 

 1,254千円含まれております。 

（連結損益計算書） 

１.「積立保険返戻金」は、営業外収益総額の100分の10 

 を超えたため、当連結会計年度より区分掲記すること 

 としました。  

  なお、前連結会計年度は営業外収益の「その他」に 

 922千円含まれております。 

２.「受取報奨金」は、営業外収益総額の100分10を超え 

 たため、当連結会計年度より区分掲記することとしま 

 した。 

  なお、前連結会計年度は営業外収益の「その他」に 

 6,773千円含まれております。 

２.          ───  

前連結会計年度 
（平成18年４月30日） 

当連結会計年度  
（平成19年４月30日）  

※１ 非連結子会社に対するものは、次のとおりであり

ます。 

※１         ─── 

投資有価証券（株式） 30,000千円  

※２ 担保に供している資産 

（1）下記債務に対し、次の資産を担保に供してお 

 ります。 

担保提供資産 

※２         ─── 

預金 50,000千円

建物 179,685千円

土地 352,351千円

投資有価証券 39,380千円

計 621,417千円

 

対応債務   

短期借入金 495,000千円

一年内返済予定長期借入金 124,000千円

長期借入金 576,000千円

計 1,195,000千円

 

（2）取引保証金の代用として、次の資産を差入れ 

 ております。 

預金 100,000千円

投資有価証券 77,000千円

計 177,000千円

 

 ３ 受取手形裏書譲渡高 607,738千円  ３         ─── 
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（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
（平成18年４月30日） 

当連結会計年度  
（平成19年４月30日）  

※４ 期末日満期手形の処理 

 期末日満期手形の会計処理は手形交換日をもっ

て決済処理しています。 

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。 

※４         ─── 

受取手形 48,999千円

受取手形裏書譲渡高 40,728千円

 

※５ 当社の発行済株式総数 ※５         ─── 

普通株式 3,518,321株  

※６ 連結会社の保有する自己株式 ※６         ─── 

普通株式 721株  

前連結会計年度 
（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金

額 

※１ 販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金

額 

役員報酬 102,550千円 

給料手当 273,337千円 

賞与引当金繰入額 18,875千円 

退職給付費用 6,434千円 

役員報酬 60,768千円 

給料手当 260,679千円 

賞与引当金繰入額 17,971千円 

退職給付費用 5,310千円 

貸倒引当金繰入額 2,751千円 

※２ 研究開発費の総額 ※２ 研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる研究開発費 17,431千円 一般管理費に含まれる研究開発費 8,904千円 

※３ 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。 ※３ 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

建物及び構築物 205,393千円 

工具器具備品 205千円 

土地 289,952千円 

  計 495,551千円 

建物及び構築物 5,208千円 

機械装置及び運搬具 115千円 

工具器具備品 6,856千円 

土地 185千円 

  計 12,365千円 

※４ 固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。 ※４ 固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。

土地 41,407千円 

  計 41,407千円 

土地 1,881千円 

  計 1,881千円 

※５ 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。 ※５ 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

建物及び構築物 196千円 

機械装置及び運搬具 1,332千円 

工具器具備品 5,801千円 

  計 7,330千円 

機械装置及び運搬具 42千円 

  計 42千円 
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前連結会計年度 
（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30日） 

※６ 減損損失 

  当社グループは、以下の資産グループについて減損 

  損失を計上しました。 

※６ 減損損失 

  当社グループは、以下の資産グループについて減損 

  損失を計上しました。 

用途 種類 場所 

電子制御機
器製造設備 

土地及び 
建物 

岐阜県土岐市 

賃貸不動産
計５件 

土地及び建
物ほか 

東京都練馬区 
名古屋市 

用途 種類 場所 

処分予定資
産 

土地 
  

岐阜県土岐市 

（資産のグルーピングの方法） 

 当社グループは、主に各事業所を単位として資産の

グルーピングを行っております。 

（資産のグルーピングの方法） 

 当社グループは、主に各事業所を単位として資産の

グルーピングを行っております。 

（減損損失の認識に至った経緯） 

 土地の取得価額に対する時価の著しい下落により、

減損損失を認識しました。 

（減損損失の認識に至った経緯） 

 周辺地価の継続的な下落により、帳簿価額を回収可

能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として認識

しました。 

（減損損失の金額） 

 減損損失の内訳は、土地418,463千円、建物136,250

千円及び構築物546千円であります。 

（減損損失の金額） 

 減損損失の内訳は、土地 14,242千円であります。 

（回収可能価額の算定方法） 

 回収可能価額は、正味売却価額及び使用価値により

測定しております。正味売却価額は不動産鑑定基準に

基づく鑑定評価額を使用しております。また、使用価

値算定に当たって使用した割引率は、賃貸不動産ごと

に6.4％～9.4％となっております。 

（回収可能価額の算定方法） 

 回収可能価額は、正味売却価額により測定しており

ます。正味売却価額は路線価及び近隣売買事例を勘案

した合理的な見積額を使用しております。 
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（連結株主資本等変動計算書関係） 

当連結会計年度（自 平成18年５月１日 至 平成19年４月30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 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

  

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

  
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 3,518 429 ― 3,947 

合計 3,518 429 ― 3,947 

自己株式         

普通株式 0 ― ― 0 

合計 0 ― ― 0 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類 

新株予約権の目的となる株式の数（千株） 
当連結会計
年度末残高
（千円） 前連結会計

年度末 
当連結会計
年度増加 

当連結会計
年度減少 

当連結会計
年度末 

提出会社 

（親会社） 

第１回転換社債型新株予

約権付社債 
普通株式 － 2,450 － 2,450 － 

ストック・オプションと

しての新株予約権 
－ － － － － 11,642 

合計 － － － － － 11,642 

（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７月28日 

定時株主総会 
普通株式 35,176 10 平成18年４月30日 平成18年７月28日

（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７月27日 

定時株主総会 
普通株式 39,469  利益剰余金 10 平成19年４月30日 平成19年７月28日

前連結会計年度 
（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30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４月30日現在） （平成19年４月30日現在） 

現金及び預金勘定 842,718千円

預入期間が３か月を超える定

期預金 

 

△510,000千円

現金及び現金同等物 332,718千円

現金及び預金勘定 1,001,022千円

預入期間が３か月を超える定

期預金 

 

△510,000千円

現金及び現金同等物 491,022千円
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（リース取引関係） 

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。 

  

（有価証券関係） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

（注） 前連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について減損処理は行っておりません。 

減損処理にあたっては、期末における時価の簿価に対する下落率が50％以上の銘柄について、一律減損処理して

おります。 

下落率30％以上50％未満の銘柄については、過去一定期間の時価の推移等を考慮の上、時価の回復可能性が認め

られないと判断される銘柄を減損処理しております。 

２．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 当連結会計年度に係る「有価証券関係」に関する注記については連結貸借対照表を作成していないため、個

別財務諸表の注記事項の「有価証券関係」に記載しております。 

  

（デリバティブ取引関係） 

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。 

  区分 

前連結会計年度（平成18年４月30日） 

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 

株式 88,490 329,342 240,852 

        

        

小計 88,490 329,342 240,852 

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの 

株式 2,380 1,960 △420 

        

        

小計 2,380 1,960 △420 

合計 90,870 331,302 240,432 

前連結会計年度 
（自平成17年５月１日 至平成18年４月30日） 

売却額（千円） 
売却益の合計額 
（千円） 

売却損の合計額 
（千円） 

140,021 99,230 ― 

  
前連結会計年度（平成18年４月30日） 

連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

非上場株式 15,957 
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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適格退職年金制度を採用しており、平成２年４月１日より従業員退職金

の全額を移行しております。アイティピクチャー株式会社は、退職年金規定に基づく社内積立の退職一時金

制度を設けております。 

２．退職給付債務及びその内訳 

（注）退職給付債務については、当社退職年金規程に基づく自己都合期末要支給額及び年金財政計算上の責任

   準備金により算定しております。 

３．退職給付費用の内訳 

 当連結会計年度に係る「退職給付金関係」に関する注記については連結貸借対照表を作成していないた  

め、個別財務諸表の注記事項の「退職給付金関係」に記載しております。 

  

（ストック・オプション等関係） 

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。  

  
前連結会計年度 

（平成18年４月30日） 

（1）退職給付債務（千円） △154,786 

（2）年金資産（千円） 94,931 

（3）退職給付引当金（千円） （1）＋（2） △59,854 

  
前連結会計年度 

（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日） 

退職給付費用（千円） 10,547 

勤務費用（千円） 10,547 
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（税効果会計関係） 

（注）当連結会計年度に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳については、連結貸借対照表を作

   成していないため、記載しておりません。 

前連結会計年度 
（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

─── 

繰延税金資産 平成18年４月30日現在

賞与引当金 13,835千円

退職給付引当金 24,241千円

投資有価証券 24,012千円

会員権 25,946千円

繰越欠損金 202,000千円

たな卸資産 15,726千円

減損損失 81,239千円

その他 41,620千円

繰延税金資産小計 428,621千円

評価性引当額 △428,589千円

繰延税金資産合計 32千円

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 73,767千円

繰延税金資産の純額 △73,735千円

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別内訳 

法定実効税率 40.5％

交際費等永久に損益に算入されない項目

4.2％

住民税均等割等 6.8％

評価性引当額 △34.2％

その他 △1.0％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 16.3％

法定実効税率 40.5％

交際費等永久に損益に算入されない項目

2.8％

住民税均等割等 5.9％

評価性引当額 △38.5％

その他 △4.4％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 6.3％

-   -
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（セグメント情報） 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

前連結会計年度（自 平成17年５月１日 至 平成18年４月30日） 

 （注）１．事業は、製品系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各事業の主な製品等は、「事業の内容」に記載しております。 

３．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は1,300,585 千円であり、その主なものは、親会

社での余資運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産でありま

す。 

４．「連結財務諸表作成のための基本となる重要事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より「固定資産

の減損に係る会計基準」及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」を適用しております。これによ

り、電子機器関連事業で147,401千円、不動産賃貸事業で53,521千円の資産が減少しております。 

当連結会計年度（自 平成18年５月１日 至 平成19年４月30日） 

 （注）１．事業は、製品系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

  
電子機器関連
事業（千円） 

不動産賃貸事
業（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ．売上高及び営業利益           

売上高           

（1）外部顧客に対する売上高 8,343,187 56,651 8,399,839 ― 8,399,839 

（2）セグメント間の内部売上高 

 又は振替高 
― ― ― ― ― 

計 8,343,187 56,651 8,399,839 ― 8,399,839 

営業費用 8,282,326 27,387 8,309,714 ― 8,309,714 

営業利益 60,860 29,264 90,124 ― 90,124 

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的

支出 
          

資産 3,472,493 67,905 3,540,399 1,300,585 4,840,985 

減価償却費 38,735 7,587 46,322 22,515 68,837 

資本的支出 5,405 ― 5,405 ― 5,405 

  
電子機器関連
事業（千円） 

不動産賃貸事
業（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ．売上高及び営業利益           

売上高           

（1）外部顧客に対する売上高 8,697,699 9,448 8,707,147 ― 8,707,147 

（2）セグメント間の内部売上高 

 又は振替高 
― ― ― ― ― 

計 8,697,699 9,448 8,707,147 ― 8,707,147 

営業費用 8,551,458 13,642 8,565,101 ― 8,565,101 

営業利益 146,240 △4,193 142,046 ― 142,046 

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的

支出 
          

資産 ― ― ― ― ― 

減価償却費 30,380 778 31,158 16,912 48,071 

資本的支出 31,296 ― 31,296 ― 31,296 
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２．各事業の主な製品等は、下記に記載のとおりであります。 

３．電子機器関連事業において、14,242千円の減損損失を計上しております。 

４．資産については、連結貸借対照表を作成していないため記載しておりません。 

５．「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」に記載のとおり、当連結会計年度より「ストッ

ク・オプション等に関する会計基準」及び「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」を適用

しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、電子機器関連時宜用の営業費用が

5,512千円増加し、営業利益が同額減少しております。 

ｂ．所在地別セグメント情報 

 本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が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。 

ｃ．海外売上高 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

 

（1）電子機器関連事業 

  

  

  

当社が主要製造メーカー等から電子機器及び電子部材を調達、または電子モジュ

ール、メカトロニクス製品及びコンピュータによる制御システム等を開発及び製

造し、支店営業所及びアイティピクチャー株式会社を通じて販売いたしておりま

す。  

 （主要商品）    

 
電子機器 

  

パソコンマザーボード、液晶カラーモニター、コントローラ、サーボシステム、

インバーターシステム 

 電子部材 半導体、コネクター、プリント回路基板、センサー 

 （主要製品）    

 
電子モジュール 

  

通信制御用配線モジュールユニット、情報機器用モジュールユニットの開発・設

計・製造  

 
コンピュータ 

制御システム  

FAコントロールシステム、ロボット、メカトロエンジニアリングのソフトウェア

及びハードウェアの開発・設計・製造・施工  

 
エンベデッド 

パソコン 

産業用パソコンの開発・設計・製造  

  

 
（2）不動産賃貸事業  

  

当社が所有する賃貸用住宅を賃貸して家賃収入を得ております。なお、当社グル

ープは、当期中に賃貸用物件を売却し、不動産賃貸業から撤退しております。 

-   -
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（関連当事者との取引） 

前連結会計年度（自 平成17年５月１日 至 平成18年４月30日） 

役員及び個人主要株主等 

当連結会計年度（自 平成18年５月１日 至 平成19年４月30日） 

親会社及び法人主要株主等 

（注）取引の条件及び取引条件の決定方針 

   （1）インキュベート・パートナーズ１号投資事業有限責任組合との取引 :  無利息であり、転換価額は408円であ

      ります。取引条件は当社株式の市場価格及び市場金利を勘案して、合理的に決定しております。 

      （2）株式会社プロデュースとの取引 :  発行価額は465円であります。取引条件は当社株式の市場価格を勘案し  

           て、合理的に決定しております。  

属性 
会社等の
名称 

住所 
資本金 
（百万円）

事業の 
内容 

議決権等の
所有割合 

関係内容 
取引の 
内容 

取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高 
(千円) 役員の 

兼任 
事業上
の関係

役員及び役員の近

親者が議決権の過

半数を自己の計算

において所有して

いる会社等 

㈲川口興

産 

名古屋市 

千種区 
11 
不動産管

理業 
6.1% 兼任1名 なし 

貸付金の

回収 
6,968 ― ― 

属性 会社等の名称 住所 
資本金 
（百万円） 

事業の 
内容 

議決権等の
所有割合 
（被所有） 

関係内容 
取引の 
内容 

取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高 
(千円) 役員の 

兼任 
事業上
の関係

法人主要

株主等 

インキュベー

ト・パートナー

ズ1号投資事業有

限責任組合 

東京都 

港区 
1,700 

経営支援

投資事業

― 

(28.6%) 
なし ― 

新株予

約権付

社債の

発行 

1,000,000 社債 1,000,000 

法人主要

株主等 
㈱プロデュース  

新潟県  

長岡市  
1,333  製造業 

 ― 

(10.2% ) 
なし 

業務 

提携 

新株発

行 
186,000  ― ― 
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（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  （注） １株当たり純資産の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

前連結会計年度 
(自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30日) 

 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。 

１株当たり純資産額 538円 77銭

１株当たり当期純利益 27円 57銭

１株当たり純資産額 554円 38銭

１株当たり当期純利益 38円 47銭

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益 

23円 81銭

  
前連結会計年度 

(自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30日) 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益（千円） 97,011 137,368 

普通株主に帰属しない金額（千株） ― ― 

普通株式に係る当期純利益（千株） 97,011 137,368 

普通株式の期中平均株式数（千株） 3,517 3,571 

      

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額     

当期純利益調整額（千円） ― ― 

普通株式増加数（千株） ― 2,197 

（うち新株予約権付社債） （―）  （2,167） 

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 

― ― 

  
前連結会計年度 

(自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30日) 

純資産の部の合計額（千円） ― 2,199,753 

純資産の部の合計額から控除する金額

（千円） 
― 11,642 

（うち少数株主持分） （―） （―） 

（うち新株予約権） （―）         （11,642） 

 普通株式に係る期末の純資産額（千円） ― 2,188,110 

１株当たり純資産の算定に用いられた期

末の普通株式の数（千株） 
― 3,946 
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（企業結合関係） 

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。 

（重要な後発事象） 

第50期（平成18年４月30日現在） 

（1）経営支援ファンドとの資本提携 

平成18年5月26日開催の取締役会におきまして、当社が長年続けてまいりました創業家一族による経営を一新し、企

業価値向上に向けた効率的経営手法、時代の要請に則したガバナンス経営を基本とし、今後積極的な事業展開を行うこ

とを目的とした新経営体制の構築及び財務基盤の拡充を行うため、株式会社インキュベート・パートナーズ（本社：東

京都港区 代表：鈴木広美、以下ＩＰ）が運営するインキュベート・パートナーズ１号投資事業有限責任組合（以下Ｉ

Ｐ経営支援ファンド）と資本提携を行いました。 

① 資本提携の概要及び目的 

ＩＰが運営するＩＰ経営支援ファンドが、当社が発行する第１回無担保転換社債型新株予約権付社債10億円を、平

成18年6月13日を払込期日として全額の割当てを受けるとともに、当社がＩＰからの具体的な経営支援を受けなが

ら、当社の新経営体制の構築を推進するものであります。また、同取締役会において、今後の新経営体制において中

心となる幹部職員を対象に、当社が発行する新株予約権7,668千円を発行し、当該幹部職員が平成18年6月13日を払込

期日として全額の割当てを受けることを通じて、役職員が一丸となって経営革新を行っていくことを決定いたしまし

た。 

当社は創業以来50余年にわたり、創業家一族による経営を行ってまいりました。過去におきましては、強いオーナ

ーシップのもと、順調に企業拡大を図ってまいりましたが、近年は経営成績の伸びに陰りが見え、株価も低迷した状

況が続いております。また一方では、収益力に比して借入金が多い状態が続いており、財務基盤拡充の必要性があり

ました。そうしたなか、当社代表取締役社長 川口三夫は、後進である若手経営者に道を譲り、当社の経営体制を変

革し、時代の要請に則した経営体制・財務基盤を構築することが、当社の株主・役職員・顧客にとって、最善の方法

であることを決断し、新たな経営体制の検討を行ってきたものであります。そのなかで、１）後進若手経営者を中心

とした当社の経営方針への合意、２）経営戦略・財務戦略を中心とした、今後当社が必要となる機能へのスタッフの

派遣を含めた協業に関する合意、３）財務基盤拡充への対応に関する合意、が得られたことから資本提携を行いまし

た。 

② 第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行 

当社は、平成18年5月26日に開催の取締役会の決議に基づいて、第１回無担保転換社債型新株予約権付社債を発行

いたしました。 

なお、資金調達の目的は、財務体質の強化資金及び新規事業資金に充当する予定です。 

社債発行要綱は以下のとおりであります。 

 1. 社債総額       10億円 

2. 各社債の金額     1億円の1種 

3. 利率         無利息 

4. 払込金額       額面100円につき100円 

5. 償還価額       額面100円につき100円 

6. 払込期日       平成18年6月13日 

7. 償還の方法及び期限  平成21年6月12日にその総額を額面100円につき100円で償還する。 

8. 物上担保・保証の有無 物上担保及び保証は付されていない。 

9. 新株予約権に関する事項 

（1） 社債に付された新株予約権の数  各社債に1個、合計10個 

（2） 新株予約権の発行無価額      無償 

 （3） 新株予約権の割当日       平成18年6月13日 

 （4） 目的となる株式の種類      普通株式 

 （5） 目的となる株式の数 

     行使に係る本社債の償還価額の総額を、下記に記載の転換価額で除して得られる最大整数（1株未満の端数 

     が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。） 

  （6） 行使に係る転換価額  408円 ただし当社株式数に変更が有る場合は下記の転換価額調整式により転換価 

     額を調整する。 
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  （7） 転換価額調整式 

 （8） 新株予約権行使に際して出資の目的とされる財産及びその価額 

 本新株予約権１個の行使に際してする出資の目的は、当該本新株予約権に係る本社債とし、当該本社債の価

 額は、当該本社債の償還価額と同額とする。 

（9） 新株予約権の行使期間      平成18年6月14日から平成21年6月11日まで 

（10） その他の新株予約権の行使条件  各新株予約権の一部行使はできない。 

（11） 新株の配当基準日 

 基準日以前に新株予約権の行使により交付された株式は、当該基準日において発行済の他の当社普通株式と

 同様に取り扱う。 

（12） 新株予約権行使により株式を発行する場合の資本金及び資本準備金 

    資本等増加額の2分の1を資本金(1円未満の端数が生ずる場合は、その端数は切り上げる。)とし、残額を 

    資本準備金とする。 

③ 第１回新株予約権の発行 

平成18年5月26日に開催した取締役会の決議に基づいて、第１回新株予約権を発行いたしました。 

なお、資金調達の目的は、財務体質の強化資金及び新規事業資金に充当する予定です。 

新株予約権発行要綱は以下のとおりであります。 

   1. 新株予約権の総数        284個 

   2. 新株予約権の発行価額      新株予約権1個当たり  27,000円 

   3. 新株予約権の発行総額      7,668,000円 

   4. 新株予約権の申込期日      平成18年6月13日 

   5. 募集の方法            第三者割当ての方法により当社の取締役ら計11名に割当てる。 

   6. 目的となる株式の種類      普通株式 

7. 目的となる株式の数 

 新株予約権1個の行使により当社が新たに発行または自己株式の処分する数は、408,000円を下記に記載の行使価

額で除して得られる最大整数（1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。) 

  8. 新株予約権の行使価額      408円 ただし、新株予約権発行後、当社株式数に変更が有る場合は下記の

行使価額調整式により行使価額を調整する。 

 9. 行使価額調整式 

10. 本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額 

本新株予約権１個の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、行使価額に交付株式数を乗じた額と

する。 

  11. 新株予約権の行使期間      平成18年6月14日から平成20年6月11日まで 

12. その他の新株予約権の行使条件  各新株予約権の一部行使はできない。 

13. 新株予約権の譲渡制限 新株予約権の譲渡については当社取締役会の決議による承認を要する。 

14. 新株の配当基準日 

基準日以前に新株予約権の行使により交付された株式は、当該基準日において発行済の他の当社普通株式と同様

に取り扱う。 

15. 新株予約権行使により株式を発行する場合の資本金及び資本準備金 

 資本等増加額の2分の1を資本金(1円未満の端数が生ずる場合は、その端数は切り上げる。)とし、残額を資本準

備金とする。 

（2） 第2回新株予約権の発行 

当社は、平成18年6月30日開催の取締役会及び平成18年7月28日開催の第50回定時株主総会の決議により、会社法第

236条、第238条及び239条の規程に基づき、第2回新株予約権を発行し、当社及び当社子会社の取締役及び従業員に対

して、ストック・オプションとして新株予約権の付与を行っております。 

        
既発行株式数＋

交付株式数×１株当たりの払込金額 

調整後転換価額 ＝ 調整前転換価額 ×
時    価 

既発行株式数 ＋ 交付株式数 

        
既発行株式数＋

交付株式数×１株当たりの払込金額 

調整後転換価額 ＝ 調整前転換価額 × 
時    価 

既発行株式数 ＋ 交付株式数 
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新株予約権発行要綱は以下のとおりであります。 

1. 新株予約権の総数     384個 (うち、取締役に対する割当分107個) 

   2. 新株予約権の発行価額   無償 

   3. 目的となる株式の種類   普通株式 

4. 目的となる株式の数    384,000株 (うち、取締役に対する割当分107,000株) 

  5. 新株予約権の行使価額   新株予約権の割当日の前日におけるジャスダック証券取引所における当社普通株式

の普通取引の終値とする。ただし、当社株式数に変更がある場合は下記の行使価額調整式により行使価額を調

整する。 

 6. 行使価額調整式 

   7. 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

新株予約権の行使に際して出資をなすべき１株当たりの額（行使価額）に付与株式数を乗じた金額とする。 

8. 新株予約権の行使期間   平成20年7月28日から平成24年7月28日まで 

9. 新株予約権の譲渡制限   新株予約権の譲渡については当社取締役会の決議による承認を要する。 

10. その他の新株予約権の行使条件 

 新株予約権の行使時においても当社又は当社の子会社の取締役又は従業員の地位にあることを要する。ただし、

当社の取締役会の決議により承認を受けた場合には、この限りではない。 

11. 新株予約権行使により株式を発行する場合の資本金及び資本準備金 

 資本等増加額の2分の1を資本金(1円未満の端数が生ずる場合は、その端数は切り上げる。)とし、残額を資本準

備金とする。 

  

  

第51期（平成19年４月30日現在） 

該当事項はありません。 

        
既発行株式数＋

交付株式数×１株当たりの払込金額 

調整後転換価額 ＝ 調整前転換価額 × 
時    価 

既発行株式数 ＋ 交付株式数 
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５．個別財務諸表 
(1）貸借対照表 

    
第50期 

（平成18年４月30日） 
第51期 

（平成19年４月30日） 
対前年比

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

増減
（千円） 

（資産の部）       

Ⅰ．流動資産       

１．現金及び預金 ※１ 782,547 1,001,022   

２．受取手形 ※４ 505,335 869,549   

３．売掛金 ※５ 1,802,861 1,710,189   

４．商品   113,516 199,539   

５．製品   16,692 30,063   

６．仕掛品   82,812 115,300   

７．貯蔵品   903 613   

８. 前渡金   6,413 43   

９. 前払費用   8,305 5,071   

10．未収入金   54,386 4,833   

11．未収消費税   ― 26,267   

12．その他 ※５  4,924 2,245   

貸倒引当金   △1,200 △3,051   

流動資産合計   3,377,499 71.1 3,961,688 77.1 584,189

Ⅱ．固定資産       

１．有形固定資産       

（1）建物 ※１ 735,204 697,701     

減価償却累計額   401,961 333,243 391,781 305,920   

（2）構築物   38,191 35,703     

減価償却累計額   32,770 5,420 31,188 4,514   

（3）機械装置   81,767 81,767     

減価償却累計額   71,690 10,076 73,083 8,683   

（4）車輌運搬具   17,251 13,708     

減価償却累計額   15,643 1,607 12,726 982   

（5）工具器具備品   173,834 64,884     

減価償却累計額   114,004 59,829 54,195 10,688   

（6）土地 ※１ 412,031 390,073   

（7）建設仮勘定   ― 2,728   

有形固定資産合計   822,209 17.3 723,591 14.1 △98,618
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第50期 

（平成18年４月30日） 
第51期 

（平成19年４月30日） 
対前年比

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

増減
（千円） 

２．無形固定資産       

（1）ソフトウェア   21,032 15,544   

（2）電話加入権   4,716 4,791   

（3）ソフトウエア仮勘 
 定 

  ― 24,806   

無形固定資産合計   25,748 0.6 45,142 0.9 19,393

３．投資その他の資産       

（1）投資有価証券 ※１ 347,260 333,629   

（2）関係会社株式   41,174 1,174   

（3）出資金   920 21   

（4）破産債権等   6,903 5,213   

（5）長期前払費用   4,496 418   

（6）保険積立金   57,306 579   

（7）会員権   40,200 37,500   

（8）差入保証金   70,190 71,205   

貸倒引当金   △43,753 △42,063   

投資その他の資産合
計 

  524,697 11.0 407,678 7.9 △117,018

固定資産合計   1,372,655 28.9 1,176,411 22.9 △196,243

資産合計   4,750,154 100.0 5,138,100 100.0 387,945
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第50期 

（平成18年４月30日） 
第51期 

（平成19年４月30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．買掛金 ※５  594,446 596,551   

２．短期借入金 ※１ 495,000 ―   

３．一年内返済予定長期
借入金 

※１ 224,000 124,000   

４．未払金   768 539   

５．未払費用   52,576 57,171   

６．未払法人税等   12,503 8,725   

７．未払消費税等   37,262 2,999   

８．前受金   ― 137   

９．預り金   12,718 11,898   

10．前受収益   861 454   

11．賞与引当金   34,160 32,990   

12．その他   14,488 ―   

流動負債合計   1,478,785 31.1 835,469 16.3 △643,316

Ⅱ．固定負債       

１．社債 ※５  500,000 1,500,000   

２．長期借入金 ※１ 776,000 452,000   

３．繰延税金負債   73,767 68,668   

４．退職給付引当金   59,854 54,842   

５．預り保証金   1,242 1,298   

６．負ののれん   ― 19,369   

７．その他   ― 6,699   

固定負債合計   1,410,864 29.7 2,102,877 40.9 692,013

負債合計   2,889,650 60.8 2,938,347 57.2 48,696
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第50期 

（平成18年４月30日） 
第51期 

（平成19年４月30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 ※２ 954,798 20.1 ― ― △954,798

Ⅱ．資本剰余金       

１．資本準備金   239,000 ―   

２．その他資本剰余金       

（1）資本準備金減少差 
     益 

  128,714 128,714 ― ―   

資本剰余金合計   367,714 7.7 ― ― △367,714

Ⅲ．利益剰余金       

１．当期未処分利益   372,530 ―   

利益剰余金合計   372,530 7.9 ― ― △372,530

Ⅳ．その他有価証券評価差
額金 

  166,664 3.5 ― ― △166,664

Ⅴ．自己株式 ※６ △1,202 △0.0 ― ― 1,202

資本合計   1,860,504 39.2 ― ― △1,860,504

負債及び資本合計   4,750,154 100.0 ― ― △4,750,154
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第50期 

（平成18年４月30日） 
第51期 

（平成19年４月30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   ― ― 1,053,908 20.5 1,053,908

２．資本剰余金       

（1）資本準備金   ― 338,110     

（2）その他資本剰余金   ― 128,714     

資本剰余金合計   ― ― 466,824 9.1 466,824

３．利益剰余金       

その他利益剰余金       

繰越利益剰余金   ― 509,406     

利益剰余金合計   ― ― 509,406 9.9 509,406

４．自己株式   ― ― △1,202 △0.0 1,202

株主資本合計   ― ― 2,028,937 39.5 2,028,937

Ⅱ．評価・換算差額等       

その他有価証券評価差
額金 

  ― ― 159,173   159,173

評価・換算差額等合
計 

  ― ― 159,173 3.1 159,173

Ⅲ．新株予約権   ― ― 11,642 0.2 11,642

純資産合計   ― ― 2,199,753 42.8 2,199,753

負債純資産合計   ― ― 5,138,100 100.0 5,138,100
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(2）損益計算書 

    
第50期 

（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日） 

第51期 
（自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30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．商品売上高   5,455,105 6,419,036     

２．製品売上高   2,790,055 2,230,564     

３．不動産賃貸収入   56,651 8,301,812 100.0 9,448 8,659,049 100.0 357,236

Ⅱ 売上原価       

１．商品売上原価       

（1）商品期首たな卸高   188,555 113,516     

（2）当期商品仕入高   4,884,306 5,909,574     

小計   5,072,862 6,023,091     

（3）商品期末たな卸高   113,516 199,539     

商品売上原価   4,959,345 5,823,551     

２．製品売上原価       

（1）製品期首たな卸高   21,411 16,692     

（2）当期製品製造原価   2,461,762 1,951,084     

小計   2,483,174 1,967,777     

（3）製品期末たな卸高   16,692 30,063     

製品売上原価   2,466,481 1,937,714     

３．不動産賃貸費用   20,578 7,446,405 89.7 6,232 7,767,497 89.7 321,092

売上総利益   855,407 10.3 891,551 10.3 36,143

Ⅲ 販売費及び一般管理費       

１．役員報酬   82,150 55,168     

２．給料手当   266,171 231,068     

３．賞与   41,951 35,027     

４．賞与引当金繰入額   18,875 19,078     

５．退職給付費用   6,434 4,894     

６．法定福利費   49,415 44,201     

７．租税公課   17,396 14,815     

８．通信費   16,805 15,302     

９．消耗品費   11,303 10,398     

10．旅費交通費   46,978 47,383     

11．賃借料   12,392 10,882     

12．地代家賃   36,577 52,036     

13．減価償却費   19,714 13,744     

14．貸倒引当金繰入額   ― 2,751     

15．研究開発費 ※１ 17,027 8,904     

16．手数料   ― 39,215     
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第50期 

（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日） 

第51期 
（自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30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） 

17．その他   157,971 801,165 9.6 147,450 752,324 8.7 △48,841

営業利益   54,242 0.7 139,227 1.6 84,985

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息   369 2,219     

２．受取配当金   5,888 5,756     

３．デリバティブ評価益   39,898 13,828     

４．仕入割引   20,283 17,458     

５．受取報奨金   19,387 ―     

６．賃貸収入   49,372 28,800     

７．積立保険返戻金   ― 11,895     

８．その他   16,752 151,952 1.8 12,841 92,800 1.1 △59,152

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息   38,414 23,294     

２．社債利息   6,943 6,231     

３．社債発行費償却   3,100 2,681     

４．為替差損   6,162 2,877     

５．賃貸費用   42,533 24,541     

６．その他   14,796 111,949 1.4 12,505 72,132 0.8 △39,817

経常利益   94,244 1.1 159,895 1.9 65,650

Ⅵ 特別利益       

１．固定資産売却益 ※２ 495,551 12,365     

２．投資有価証券売却益   99,230 999     

３．貸倒引当金戻入益   17,730 2,434     

４．抱合せ株式消滅益   ― 612,512 7.4 37,434 53,234 0.6 △559,278

Ⅶ 特別損失       

１．減損損失 ※５ 555,260 14,242     

２．固定資産売却損 ※３ 41,407 1,881     

３．固定資産除却損 ※４ 7,330 42     

４．関係会社株式評価損   3,970 ―     

５．会員権売却損   400 128     

６. 役員退職金    ― 10,278     

７．シンジケートローン
解約損 

  ― 4,205     

８．その他   ― 608,369 7.3 1,395 32,173 0.4 △576,195

税引前当期純利益   98,388 1.2 180,956 2.1 82,568

法人税、住民税及び
事業税 

  8,939 8,939 0.1 8,903 8,903 0.1 △35
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第50期 

（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日） 

第51期 
（自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30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） 

当期純利益   89,448 1.1 172,052 2.0 82,604

前期繰越利益   283,081 ―   

当期未処分利益   372,530 ―   
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製造原価明細書 

（脚注） 

不動産賃貸費用明細書 

   
第50期 

（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日） 

第51期 
（自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30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   1,685,226 68.4 1,124,041 56.7 

Ⅱ 労務費 ※１ 235,689 9.5 266,884 13.4 

Ⅲ 経費 ※２ 544,180 22.1 592,928 29.9 

当期総製造費用   2,465,097 100.0 1,983,854 100.0 

期首仕掛品たな卸高   79,477 82,812   

小計   2,544,575 2,066,667   

期末仕掛品たな卸高   82,812 115,300   

他勘定振替高   ― 282   

当期製品製造原価   2,461,762 1,951,084   

第50期 第51期 

（注） 主な内訳は次のとおりであります。 （注） 主な内訳は次のとおりであります。 

※１ 賞与引当金繰入額 15,285千円

※２ 外注加工費 456,114千円

減価償却費 18,408千円

※１ 賞与引当金繰入額 13,912千円

※２ 外注加工費 485,834千円

減価償却費 14,722千円

（原価計算の方法） 

 当社の原価計算は、実際個別原価計算であります。 

（原価計算の方法） 

同左 

   
第50期 

（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日） 

第51期 
（自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

１ 租税公課   2,369 11.5 385 6.2 

２ 減価償却費   7,182 34.9 778 12.5 

３ 賃借料   1,501 7.3 3,901 62.6 

４ 管理費   5,195 25.3 597 9.6 

５ その他   4,329 21.0 568 9.1 

合計   20,578 100.0 6,232 100.0 
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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 

株主資本等変動計算書 

第51期（自 平成18年５月１日 至 平成19年４月30日） 

 （注）平成18年７月28日の定時株主総会決議における利益処分項目であります。 

    
第50期 

株主総会承認日 
（平成18年７月28日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益   372,530 

Ⅱ 利益処分額   

１．配当金   35,176 35,176 

Ⅲ 次期繰越利益   337,354 

    

  

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 
その他資本
剰余金 

資本剰余金
合計 

その他利益
剰余金 利益剰余金

合計 
繰越利益剰
余金 

平成18年４月30日 残高 
（千円） 

954,798 239,000 128,714 367,714 372,530 372,530 △1,202 1,693,840

事業年度中の変動額       

新株の発行 99,110 99,110 99,110     198,220

剰余金の配当 （注）   △35,176 △35,176   △35,176

当期純利益   172,052 172,052   172,052

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） 

99,110 99,110 － 99,110 136,876 136,876 － 335,097

平成19年４月30日 残高 
（千円） 

1,053,908 338,110 128,714 466,824 509,406 509,406 △1,202 2,028,937

  

評価・換算差額等 

新株予約権 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４月30日 残高 
（千円） 

166,664 166,664 － 1,860,504

事業年度中の変動額   

新株の発行   198,220

剰余金の配当（注）   △35,176

当期純利益   172,052

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額） 

△7,491 △7,491 11,642 4,151

事業年度中の変動額合計 
（千円） 

△7,491 △7,491 11,642 339,248

平成19年４月30日 残高 
（千円） 

159,173 159,173 11,642 2,199,753

-   -

ダイトーエムイー㈱　（9923）　平成19年４月期決算短信

41



重要な会計方針 

項目 
第50期 

（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日） 

第51期 
（自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30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 

 移動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 

移動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 

商品・原材料  先入先出法による原価

法 

同 左 

  製品・仕掛品  個別法による原価法   

  貯蔵品     最終仕入原価法による

原価法 

  

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（建物附属設備を除く）に

ついては定額法、賃貸用器具備品につ

いては、賃貸期間を償却年数とし、賃

貸期間満了時の賃貸資産の見積処分価

額を残存価額とする定額法によってお

ります。 

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

建物    15～47年 

機械装置   7～15年 

（1）有形固定資産 

旧定率法 

 ただし、平成10年４月１日以降に取

得した建物（建物附属設備を除く）に

ついては旧定額法、賃貸用器具備品に

ついては、賃貸期間を償却年数とし、

賃貸期間満了時の賃貸資産の見積処分

価額を残存価額とする定額法によって

おります。 

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

建物    15～47年 

機械装置   7～15年 

  

  

（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）による定額法 

（2）無形固定資産 

同 左 

  

  

（3）    ───   

  

  

（3）長期前払費用 

    定額法 

 ５．繰延資産の処理方法 

  

（1）社債発行費  

 旧商法の規定する最長期間（３年

間）にわたり均等償却しております  

  

（1）社債発行費  

   支出時に全額費用処理しております。
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項目 
第50期 

（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日） 

第51期 
（自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30日） 

  

  

（2）      ───   

  

（2）株式交付費 

支出時に全額費用処理しております。

（会計処理の変更）            

 当期より「繰延資産の会計処理に関

する当面の取扱い」（企業会計基準委

員会 平成18年８月11日 実務対応報

告第19号）を適用しております。   

 これにより経常利益及び税引前当期

純利益が2,360千円減少しておりま

す。 

６. 負ののれんの償却の方

法  

  

 ─── 

  

  ５年間均等償却  

  

７．引当金の計上基準 

  

（1）貸倒引当金 

 売上債権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勘案

し、回収不能見込額を計上しており

ます。 

（1）貸倒引当金 

同 左 

  

  

（2）賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に充てるた

め、支給見込額に基づき計上してお

ります。 

（2）賞与引当金 

同 左 

  

  

（3）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に充てるため、

当事業年度末における退職給付債務

額及び年金資産額に基づき計上して

おります。 

（3）退職給付引当金 

同 左 

８．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

同 左 

９．ヘッジ会計の方法 

  

  

（1）ヘッジ会計の方法 

 ヘッジ会計の特例処理の要件を満

たす金利スワップ 

 特例処理を適用しております。 

（1）ヘッジ会計の方法 

同 左 

  

  

  

  

（2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 

 金利スワップ取引 

（2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 

同 左 

  

  

ヘッジ対象 

 借入金利 

ヘッジ対象 

同 左 

  

  

（3）ヘッジ方針 

 金利変動リスクに備えキャッシ

ュ・フローを固定する目的でヘッジ

取引を行っております。 

（3）ヘッジ方針 

同 左 

10．その他財務諸表作成のた

めの重要な事項 

（1）消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は、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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会計処理方法の変更 

第50期 
（自 平成17年５月１日 
 至 平成18年４月30日） 

第51期 
（自 平成18年５月１日 
 至 平成19年４月30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

委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第6

号）を適用しております。 

これにより税引前当期純利益が200,922千円減少して

おります。 

また、減損損失累計額については、改正後の財務諸表

等規則に基づき当該各資産の金額から直接控除しており

ます。 

 ─── 

  

  

  

 ─── 

  

  

  

（1） 貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準 

   等 

当期から「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

2,188,110千円であります。  

 ─── 

  

  

  

（2） ストック・オプション等に関する会計基準等 

当期から「ストック・オプション等に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17年12月27日 企業会

計基準第8号）及び「ストック・オプション等に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 最終改正

平成18年５月31日 企業会計基準適用指針第11号）を適

用しております。  

これにより、営業利益が5,512千円、経常利益及び税

引前当期純利益が5,324千円それぞれ減少しておりま

す。  

 ─── 

  

  

  

（3） 企業結合に係る会計基準 

当期より「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議

会 平成15年10月31日）及び「事業分離等に係る会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17年12月27日 企業会

計基準第７号）並びに「企業結合会計基準及び事業分離

等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準委員会 

最終修正 平成18年12月22日 企業会計基準適用指針第

10号）を適用しております。  

これにより、経常利益が1,383千円増加し、税引前当

期純利益が38,817千円増加しております。  
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表示方法の変更 

追加情報 

第50期 
（平成18年４月30日） 

第51期 
（平成19年４月30日） 

（貸借対照表） 

１.「差入保証金」は資産総額の100分の1を超えたため、

当事業年度より区分掲記することとしました。 

   なお、前事業年度は投資その他の資産の「その他」

に40,083千円含まれております。 

（貸借対照表） 

 ─── 

  

  

（損益計算書） 

１. 「デリバティブ評価益」は、営業外収益総額の100分

の10を超えたため、当事業年度より区分掲記するこ

ととしました。 

 なお、前事業年度は営業外収益の「その他」に

1,254千円含まれております。 

（損益計算書） 

１. 「手数料」は、重要性が増したため、当事業年度よ

り区分掲記することとしました。   

  なお、前事業年度は販売費及び一般管理費の「そ

の他」に 26,810千円含まれております。 

２.「受取報奨金」は、営業外収益総額の100分10を超え

たため、当事業年度より区分掲記することとしまし

た。 

なお、前事業年度は営業外収益の「その他」に

6,773千円含まれております。 

２.「積立保険返戻金」は、営業外収益総額の100分の10

を超えたため、当事業年度より区分掲記することと

しました。 

 なお、前事業年度は営業外収益の「その他」に

922千円含まれております。  

第50期 
（平成18年４月30日） 

第51期 
（平成19年４月30日） 

───  従来、製品売上に付随する商品売上高の一部について

は、製品売上高として計上しておりましたが、重要性が

増したため、当事業年度より集計方法を見直し、商品売

上高として計上することと致しました。 

 これにより、従来の方法によった場合と比較して、商

品売上高として、製品売上高が318,886千円減少し、商品

売上高が同額増加し、製品売上原価が295,051千円減少

し、商品売上原価が同額増加しております。 
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

第50期 
（平成18年４月30日） 

第51期 
（平成19年４月30日） 

※１ （1）担保提供資産 ※１ （1）担保提供資産 

預金 50,000千円

建物 179,685千円

土地 352,351千円

投資有価証券 39,380千円

計 621,417千円

建物 127,193千円

土地 283,578千円

計 410,771千円

対応債務 対応債務 

短期借入金 495,000千円

一年内返済予定長期借入金 124,000千円

長期借入金 576,000千円

計 1,195,000千円

一年内返済予定長期借入金 124,000千円

長期借入金 452,000千円

計 576,000千円

（2）取引保証金の代用として差入れている資産 （2）取引保証金の代用として差入れている資産 

預金 100,000千円

投資有価証券 77,000千円

計 177,000千円

預金 100,000千円

投資有価証券 81,000千円

計 181,000千円

※２ 授権株式数     普通株式 11,000,000株

発行済株式総数   普通株式 3,518,321株

※２    ───  

   

 ３ 受取手形裏書譲渡高 607,738千円  ３ 受取手形裏書譲渡高 660,548千円

※４ 期末日満期手形の処理 

期末日満期手形の会計処理は手形交換日をもって

決済処理しています。 

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。 

※４ 期末日満期手形の処理 

期末日満期手形の会計処理は手形交換日をもって

決済処理しています。 

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 48,999千円

受取手形裏書譲渡高 40,728千円

受取手形 41,148千円

受取手形裏書譲渡高 104,700千円

※５ 関係会社に対するものが次のとおり含まれており

ます。 

※５ 関係会社に対するものが次のとおり含まれており

ます。 

売掛金 38,082千円 その他（流動資産） 711千円

買掛金 3,598千円

社債 1,000,000千円

※６ 自己株式      普通株式 721株 ※６    ───  

７ 配当制限 

  旧商法施行規則第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152,836

千円であります。 

７    ───  
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（損益計算書関係） 

第50期 
（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日） 

第51期 
（自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30日） 

※１ 研究開発費の総額 ※１ 研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる研究開発費 17,027千円 一般管理費に含まれる研究開発費 8,904千円

※２ 固定資産売却益の内容は、次のとおりでありま

す。 

※２ 固定資産売却益の内容は、次のとおりでありま

す。 

建物 204,043千円 

構築物 1,350千円 

工具器具備品 205千円 

土地 289,952千円 

  計 495,551千円 

建物 5,208千円 

車輌運搬具 115千円 

工具器具備品 6,856千円 

土地 185千円 

  計 12,365千円 

※３ 固定資産売却損の内容は、次のとおりでありま

す。 

※３ 固定資産売却損の内容は、次のとおりでありま

す。 

土地 41,407千円 

  計 41,407千円 

土地 1,881千円 

  計 1,881千円 

※４ 固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま

す。 

※４ 固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま

す。 

建物 115千円 

構築物 81千円 

機械装置 1,054千円 

車輌運搬具 277千円 

工具器具備品 5,801千円 

  計 7,330千円 

車輌運搬具 42千円 

  計 42千円 

※５ 減損損失 

当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上し

ました。 

※５ 減損損失 

当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上し

ました。 

用途 種類 場所 

電子制御機
器製造設備 

土地及び 
建物 

岐阜県土岐市 

賃貸不動産
計５件 

土地及び建
物ほか 

東京都練馬区 
名古屋市 

用途 種類 場所 

処分予定資
産 

土地 
  

岐阜県土岐市 

（資産のグルーピングの方法） 

当社は、主に各事業所を単位として資産のグルーピング

を行っております。 

（減損損失の認識に至った経緯） 

土地の取得価額に対する時価の著しい下落により、減損

損失を認識しました。 

（資産のグルーピングの方法） 

当社は、主に各事業所を単位として資産のグルーピング

を行っております。 

（減損損失の認識に至った経緯） 

周辺地価の継続的な下落により、帳簿価額を回収可能価

額まで減額し、当該減少額を減損損失として認識しまし

た。 

（減損損失の金額） 

減損損失の内訳は、土地418,463千円、建物136,250千円

及び構築物546千円であります。 

（回収可能価額の算定方法） 

回収可能価額は、正味売却価額及び使用価値により測定

しております。正味売却価額は不動産鑑定基準に基づく

鑑定評価額を使用しております。また、使用価値算定に

当たって使用した割引率は、賃貸不動産ごとに6.4％～

9.4％となっております。 

（減損損失の金額） 

減損損失の内訳は、土地 14,242千円であります。 

  

（回収可能価額の算定方法） 

回収可能価額は、正味売却価額により測定しておりま

す。正味売却価額は路線価及び近隣売買事例を勘案した

合理的な見積額を使用しております。 
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（株主資本等変動計算書関係） 

第51期（自 平成18年５月１日 至 平成19年４月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（リース取引関係） 

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。 

  
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 0 ― ― 0 

合計 0 ― ― 0 

-   -
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（有価証券関係） 

第50期（平成18年４月30日現在） 

 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。 

第51期（平成19年４月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

（注） 当期において、有価証券について、1,078千円の減損処理を行なっております。 

減損処理にあたっては、期末における時価の簿価に対する下落率が50％以上の銘柄について、一律減損処理して

おります。 

下落率30％以上50％未満の銘柄については、過去一定期間の時価の推移等を考慮の上、時価の回復可能性が認め

られないと判断される銘柄を減損処理しております。 

 ２．当事業年度中に売却したその他有価証券 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  区分 

当事業年度（平成19年４月30日） 

取得原価 
（千円） 

貸借対照表計
上額 
（千円） 

差額（千円） 

貸借対照表計上額

が取得原価を超え

るもの 

株式 88,528 316,370 227,841 

        

        

小計 88,528 316,370 227,841 

貸借対照表計上額

が取得原価を超え

ないもの 

株式 1,302 1,302 ― 

        

        

小計 1,302 1,302 ― 

合計 89,830 317,672 227,841 

当事業年度 
（自平成18年５月１日 至平成19年４月30日） 

売却額（千円） 
売却益の合計額 
（千円） 

売却損の合計額 
（千円） 

1,000 999 ― 

  
当事業年度（平成19年４月30日） 

貸借対照表計上額（千円） 

子会社株式及び関連会社株式   

関連会社株式 1,174 

その他有価証券   

非上場株式 14,783 

-   -

ダイトーエムイー㈱　（9923）　平成19年４月期決算短信

49



（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適格退職年金制度を採用しており、平成２年４月1日より従業員退職金

の全額を移行しております。 

２．退職給付債務及びその内訳 

（注）退職給付債務については、当社退職年金規程に基づく自己都合期末要支給額及び年金財政計算上の責 

   任準備金により算定しております。 

３．退職給付費用の内訳 

  

  
当事業年度 

（平成19年４月30日） 

（1）退職給付債務（千円） △140,792 

（2）年金資産（千円） 85,950 

（3）退職給付引当金（千円） （1）＋（2） △54,842 

  
当事業年度 

（自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30日） 

退職給付費用（千円） 9,784 

勤務費用（千円） 9,784 
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（税効果会計関係） 

第50期 
（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日） 

第51期 
（自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産 平成18年４月30日現在

賞与引当金 13,835千円

退職給付引当金 24,241千円

投資有価証券 24,012千円

会員権 25,946千円

繰越欠損金 202,000千円

たな卸資産 15,694千円

減損損失 81,239千円

その他 41,251千円

繰延税金資産小計 428,220千円

評価性引当額 △428,220千円

繰延税金資産合計 ― 千円

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 73,767千円

繰延税金資産の純額 △73,767千円

繰延税金資産 平成19年４月30日現在

賞与引当金 13,360千円

退職給付引当金 22,211千円

投資有価証券 24,043千円

会員権 17,111千円

繰越欠損金 177,376千円

たな卸資産 8,582千円

減損損失 68,513千円

その他 48,233千円

繰延税金資産小計 379,434千円

評価性引当額 △379,434千円

繰延税金資産合計 ― 千円

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 68,668千円

繰延税金資産の純額 △68,668千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別内訳 

法定実効税率 40.5％

交際費等永久に損金に算入

されない項目 5.6％

住民税均等割等 9.1％

評価性引当額 △45.6％

その他 △0.5％

税効果会計適用後の法人税

等の負担率 
9.1％

法定実効税率 40.5％

交際費等永久に損金に算入

されない項目 2.3％

住民税均等割等 4.8％

評価性引当額 △31.3％

抱合せ株式消滅益         △8.4％

その他 △3.0％

税効果会計適用後の法人税

等の負担率 
4.9％
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（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  （注） １株当たり当期純資産の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

第50期 
（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日） 

第51期 
（自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30日） 

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。 

１株当たり純資産額 528円91銭

１株当たり当期純利益 25円42銭

１株当たり純資産額 554円38銭

１株当たり当期純利益 48円18銭

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益 

29円83銭

  
前事業年度 

（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30日） 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益（千円） 89,448 172,052 

普通株主に帰属しない金額（千株） ― ― 

普通株式に係る当期純利益（千株） 89,448 172,052 

普通株式の期中平均株式数（千株） 3,517 3,571 

      

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額     

当期純利益調整額（千株） ― ― 

普通株式増加数（千株） ― 2,197 

（うち新株予約権付社債） （―）    （2,162） 

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 

― ― 

  
前事業年度 

（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30日） 

純資産の部の合計額（千円） ― 2,199,753 

純資産の部の合計額から控除する金額

（千円） 
― 11,642 

（うち新株予約権） （―）         （11,642） 

 普通株式に係る期末の純資産額（千円） ― 2,188,110 

１株当たり純資産の算定に用いられた期

末の普通株式の数（千株） 
― 3,946 
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（重要な後発事象） 

第50期（平成18年４月30日現在） 

（1）経営支援ファンドとの資本提携 

平成18年5月26日開催の取締役会におきまして、当社が長年続けてまいりました創業家一族による経営を一新し、企

業価値向上に向けた効率的経営手法、時代の要請に則したガバナンス経営を基本とし、今後積極的な事業展開を行うこ

とを目的とした新経営体制の構築及び財務基盤の拡充を行うため、株式会社インキュベート・パートナーズ（本社：東

京都港区 代表：鈴木広美、以下ＩＰ）が運営するインキュベート・パートナーズ１号投資事業有限責任組合（以下Ｉ

Ｐ経営支援ファンド）と資本提携を行いました。 

① 資本提携の概要及び目的 

ＩＰが運営するＩＰ経営支援ファンドが、当社が発行する第１回無担保転換社債型新株予約権付社債10億円を、平

成18年6月13日を払込期日として全額の割当てを受けるとともに、当社がＩＰからの具体的な経営支援を受けなが

ら、当社の新経営体制の構築を推進するものであります。また、同取締役会において、今後の新経営体制において中

心となる幹部職員を対象に、当社が発行する新株予約権7,668千円を発行し、当該幹部職員が平成18年6月13日を払込

期日として全額の割当てを受けることを通じて、役職員が一丸となって経営革新を行っていくことを決定いたしまし

た。 

当社は創業以来50余年にわたり、創業家一族による経営を行ってまいりました。過去におきましては、強いオーナ

ーシップのもと、順調に企業拡大を図ってまいりましたが、近年は経営成績の伸びに陰りが見え、株価も低迷した状

況が続いております。また一方では、収益力に比して借入金が多い状態が続いており、財務基盤拡充の必要性があり

ました。そうしたなか、当社代表取締役社長 川口三夫は、後進である若手経営者に道を譲り、当社の経営体制を変

革し、時代の要請に則した経営体制・財務基盤を構築することが、当社の株主・役職員・顧客にとって、最善の方法

であることを決断し、新たな経営体制の検討を行ってきたものであります。そのなかで、１）後進若手経営者を中心

とした当社の経営方針への合意、２）経営戦略・財務戦略を中心とした、今後当社が必要となる機能へのスタッフの

派遣を含めた協業に関する合意、３）財務基盤拡充への対応に関する合意、が得られたことから資本提携を行いまし

た。 

② 第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行 

当社は、平成18年5月26日に開催の取締役会の決議に基づいて、第１回無担保転換社債型新株予約権付社債を発行

いたしました。 

なお、資金調達の目的は、財務体質の強化資金及び新規事業資金に充当する予定です。 

社債発行要綱は以下のとおりであります。 

 1. 社債総額       10億円 

2. 各社債の金額     1億円の1種 

3. 利率         無利息 

4. 払込金額       額面100円につき100円 

5. 償還価額       額面100円につき100円 

6. 払込期日       平成18年6月13日 

7. 償還の方法及び期限  平成21年6月12日にその総額を額面100円につき100円で償還する。 

8. 物上担保・保証の有無 物上担保及び保証は付されていない。 

9. 新株予約権に関する事項 

（1） 社債に付された新株予約権の数  各社債に1個、合計10個 

（2） 新株予約権の発行無価額      無償 

 （3） 新株予約権の割当日       平成18年6月13日 

 （4） 目的となる株式の種類      普通株式 

 （5） 目的となる株式の数 

    行使に係る本社債の償還価額の総額を、下記に記載の転換価額で除して得られる最大整数（1株未満の端数

が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。) 

  （6） 行使に係る転換価額  408円 ただし当社株式数に変更が有る場合は下記の転換価額調整式により転換価 

 額を調整する。 
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  （7） 転換価額調整式 

 （8） 新株予約権行使に際して出資の目的とされる財産及びその価額 

本新株予約権１個の行使に際してする出資の目的は、当該本新株予約権に係る本社債とし、当該本社債の価

額は、当該本社債の償還価額と同額とする。 

（9） 新株予約権の行使期間      平成18年6月14日から平成21年6月11日まで 

（10） その他の新株予約権の行使条件  各新株予約権の一部行使はできない。 

（11） 新株の配当基準日 

基準日以前に新株予約権の行使により交付された株式は、当該基準日において発行済の他の当社普通株式と

同様に取り扱う。 

（12） 新株予約権行使により株式を発行する場合の資本金及び資本準備金 

   資本等増加額の2分の1を資本金（1円未満の端数が生ずる場合は、その端数は切り上げる。）とし、残額を 

 資本準備金とする。 

③ 第１回新株予約権の発行 

平成18年5月26日に開催した取締役会の決議に基づいて、第１回新株予約権を発行いたしました。 

なお、資金調達の目的は、財務体質の強化資金及び新規事業資金に充当する予定です。 

新株予約権発行要綱は以下のとおりであります。 

   1. 新株予約権の総数        284個 

   2. 新株予約権の発行価額      新株予約権1個当たり  27,000円 

   3. 新株予約権の発行総額      7,668,000円 

   4. 新株予約権の申込期日      平成18年6月13日 

   5. 募集の方法            第三者割当ての方法により当社の取締役ら計11名に割当てる。 

   6. 目的となる株式の種類      普通株式 

7. 目的となる株式の数 

 新株予約権1個の行使により当社が新たに発行または自己株式の処分する数は、408,000円を下記に記載の行使価

額で除して得られる最大整数（1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。） 

  8. 新株予約権の行使価額      408円 ただし、新株予約権発行後、当社株式数に変更が有る場合は下記の

行使価額調整式により行使価額を調整する。 

 9. 行使価額調整式 

10. 本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額 

本新株予約権１個の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、行使価額に交付株式数を乗じた額と

する。 

  11. 新株予約権の行使期間      平成18年6月14日から平成20年6月11日まで 

12. その他の新株予約権の行使条件  各新株予約権の一部行使はできない。 

13. 新株予約権の譲渡制限 新株予約権の譲渡については当社取締役会の決議による承認を要する。 

14. 新株の配当基準日 

基準日以前に新株予約権の行使により交付された株式は、当該基準日において発行済の他の当社普通株式と同様

に取り扱う。 

15. 新株予約権行使により株式を発行する場合の資本金及び資本準備金 

 資本等増加額の2分の1を資本金(1円未満の端数が生ずる場合は、その端数は切り上げる。)とし、残額を資本準

備金とする。 

（2） 第2回新株予約権の発行 

当社は、平成18年6月30日開催の取締役会及び平成18年7月28日開催の第50回定時株主総会の決議により、会社法第

236条、第238条及び239条の規程に基づき、第2回新株予約権を発行し、当社及び当社子会社の取締役及び従業員に対

して、ストック・オプションとして新株予約権の付与を行っております。 

  
既発行株式数＋

交付株式数×１株当たりの払込金額 

調整後転換価額＝調整前転換価額× 
時    価 

既発行株式数 ＋ 交付株式数 

  
既発行株式数＋

交付株式数×１株当たりの払込金額 

調整後転換価額＝調整前転換価額× 
時    価 

既発行株式数 ＋ 交付株式数 
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新株予約権発行要綱は以下のとおりであります。 

1. 新株予約権の総数     384個 （うち、取締役に対する割当分107個） 

   2. 新株予約権の発行価額   無償 

   3. 目的となる株式の種類   普通株式 

4. 目的となる株式の数    384,000株 （うち、取締役に対する割当分107,000株） 

  5. 新株予約権の行使価額   新株予約権の割当日の前日におけるジャスダック証券取引所における当社普通株式

の普通取引の終値とする。ただし、当社株式数に変更がある場合は下記の行使価額調整式により行使価額を調

整する。 

 6. 行使価額調整式 

   7. 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

新株予約権の行使に際して出資をなすべき１株当たりの額（行使価額）に付与株式数を乗じた金額とする。 

8. 新株予約権の行使期間   平成20年7月28日から平成24年7月28日まで 

9. 新株予約権の譲渡制限   新株予約権の譲渡については当社取締役会の決議による承認を要する。 

10. その他の新株予約権の行使条件 

 新株予約権の行使時においても当社又は当社の子会社の取締役又は従業員の地位にあることを要する。ただし、

当社の取締役会の決議により承認を受けた場合には、この限りではない。 

11. 新株予約権行使により株式を発行する場合の資本金及び資本準備金 

 資本等増加額の2分の1を資本金（1円未満の端数が生ずる場合は、その端数は切り上げる。）とし、残額を資本

準備金とする。 

第51期（平成19年４月30日現在） 

該当事項はありません。 

  
既発行株式数＋

交付株式数×１株当たりの払込金額 

調整後転換価額＝調整前転換価額× 
時    価 

既発行株式数 ＋ 交付株式数 
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６．その他 
(1）役員の異動 

 該当事項はありません。 
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