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１．平成20年３月期の業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

(1）経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期 2,252 △10.6 171 △49.7 167 △49.9 99 △49.2

19年３月期 2,520 △1.8 340 △23.3 334 △23.2 196 △38.2

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 ％ ％ ％

20年３月期 16 00 － － 3.4 4.0 7.6

19年３月期 31 51 31 36 7.0 7.7 13.5

（参考）持分法投資損益 20年３月期 －百万円 19年３月期 －百万円

（注）潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、当期は希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記載してお

　　　りません。

(2）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

20年３月期 3,931 2,933 74.6 469 68

19年３月期 4,353 2,879 66.2 461 13

（参考）自己資本 20年３月期 2,935百万円 19年３月期 2,879百万円

(3）キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

20年３月期 338 △132 △305 149

19年３月期 301 △62 △102 248

２．配当の状況

 １株当たり配当金 配当金総額
(年間) 配当性向 純資産

配当率（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％
19年３月期 －  7 00 7 00 43 22.2 1.6
20年３月期 －  4 00 4 00 24 25.0 0.9

21年３月期（予想） －  4 00 4 00 － 24.8 －

３．平成21年３月期の業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

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

　 第２四半期
　  累計期間

1,058 △5.4 70 △4.1 68 △3.2 40 △5.6 6 55

通　  期 2,172 △3.6 173 1.0 169 1.1 100 0.9 16 15
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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、17ページ「重要な会計方針」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） 20年３月期 6,245,000株 19年３月期 6,245,000株

②　期末自己株式数 20年３月期 －株 19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、30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

業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成しております。実際の業績等

は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。なお、業績予想に関する事項は、３ページ「１.

経営成績（1）経営成績に関する分析」をご参照ください。

ヒーハイスト精工㈱（6433）平成 20 年３月期　決算短信（非連結）

－ 2 －



１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　当事業年度におけるわが国経済は、前半は好調な企業業績を背景として景気は緩やかな回復基調で推移したものの、

後半以降は、サブプライムローン問題に端を発した世界的な金融市場の混乱や、原油・原材料価格の高騰等により景

気後退懸念が強まっております。

　このような経済環境のもとで、当社は主力製品の受注減少を補うため、きめ細かな営業活動による主力製品の拡販

と、事業の拡大を図っていく上で必要不可欠な製品開発への経営資源の投入を継続しながらコスト削減を推進するこ

とにより、業績の回復に努めてまいりました。

　しかしながら、当社の主力製品でありますリニアベアリングにつきましては、ユーザーである各種産業用機械メー

カーからの受注が減少し、売上高は1,451,198千円（前年同期比5.0％減）となりました。

　エンジンパーツにつきましては、モータースポーツ向けの受注が減少し、売上高は669,507千円（同19.3％減）とな

りました。

　ポジショニングステージにつきましては、液晶・半導体製造装置関連メーカーの設備投資抑制の影響を受け受注が

減少し、売上高は131,729千円（同19.1％減）となりました。

　この結果、当事業年度の業績は、特にエンジンパーツの販売落ち込みが影響し、売上高は2,252,435千円（同10.6％

減）、経常利益は経費の削減・原価低減を推進したものの、売上高の落ち込み分を補う事ができず、167,593千円（同

49.9％減）、当期純利益は99,948千円（同49.2％減）となりました。

　次期の見通しにつきましては、米国の景気後退の影響や、新興国における景気減速、原油・原材料価格の高騰など、

依然として不透明な要因も多く、国内外とも予断を許さない状況が続くものと思われます。当社を取り巻く様々な環

境を考慮し、売上高2,172,415千円（前年同期比3.6％減）、営業利益173,046千円（同1.0％増）、経常利益169,459千

円（同1.1％増）、当期純利益100,830千円（同0.9％増）を見込んでおります。なお、主力製品でありますリニアベア

リングは、生産効率の向上及びリードタイムの短縮を目的として当社秋田工場にて一貫生産を行うこととなりました。

(2）財政状態に関する分析

 　 ①　資産、負債及び純資産の状況

 　　 当事業年度末の資産につきましては、現金及び預金99,200千円、売上債権271,910千円及び減価償却による有形固

　　定資産75,302千円の減少等により3,931,236千円（前年同期比9.7％減）となりました。

 　　 負債につきましては、支払手形101,157千円、1年以内返済予定長期借入金149,120千円及び長期借入金112,760千円

　　の減少等により998,078千円（同32.3％減）となりました。

 　　 純資産につきましては、利益剰余金56,233千円の増加等により2,933,157千円（同1.9％増）となりました。

 

②　キャッシュ・フローの状況

　当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度に比べ99,201千円減少（前年同

期比39.9％減）し、当事業年度末には149,678千円となりました。

　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）

　営業活動の結果得られた資金は338,899千円（同12.5％増）となりました。

　これは主に税引前当期純利益154,371千円及び売上債権の減少による271,910千円等の増加に対し、法人税等の支払

による74,257千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）

　投資活動の結果使用した資金は132,855千円（同111.9％増）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126,506千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）

　財務活動の結果使用した資金は305,244千円（同199.0％増）となりました。

　これは主に長期借入金返済による支出261,880千円等によるものであります。
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 　（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

 平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期

自己資本比率（％） 64.5 63.1 66.2 74.6

時価ベースの自己資本比率

（％）
91.2 87.4 55.4 26.2

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（年）
1.4 2.9 1.7 0.7

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
35.2 29.5 40.1 72.3

自己資本比率：自己資本/総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額/総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債/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 

（注）1.各指標は、財務数値により算出しております。 

　　　2.株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。 

　　　3.有利子負債は、貸借対照表上に計上されている借入金を対象としております。また、利払いにつきまして 

　　　　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。 

(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、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しており、将来の事業展開と経営体質の強化の

ために必要な内部留保を確保しつつ、安定的な配当を行うことを基本方針としております。

　内部留保資金につきましては、中長期の視点に立ち、将来の成長、発展のために必要な研究開発や設備投資等に充

当し、企業価値の向上を図り、株主の皆様のご期待にお応えする所存であります。

　当期の配当金につきましては、平成19年10月24日付の修正予想で発表いたしましたとおり、期末配当金を1株につき

4円とする予定であります。

　また、次期の配当金につきましては、期末配当金を1株につき4円を予定しております。

(4）事業等のリスク

　　当社の経営成績、財政状態及び株価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、

　当該リスク情報は、当事業年度末（平成20年３月31日現在）において当社の判断に基づき記載しております。

  　①　リニアベアリングについて　　

 　　 当社では、リニアベアリングは産業用機械装置には欠かせない要素部品であると認識しており、今後も安定的に需

　  要が見込まれるものと推測しておりますが、将来、諸外国の安価な製品の参入により、当社の業績に影響を受ける可

　  能性があります。　 

　  ②　特定販売先への高い依存度について　

 　　 当社製品の販売先のうち、ＴＨＫ株式会社及び株式会社本田技術研究所に対する当社の売上高に占める比率は高い

　  ものとなっております。

  　  ＴＨＫ株式会社へはリニアベアリングを販売しており、平成２年より取引を開始して以来、長年安定した取引関係

　  を維持しておりますが、同社の受注動向や経営戦略の如何によっては、当社の業績に影響を受ける可能性がありま

　　す。

 　　 また、株式会社本田技術研究所へはエンジンパーツを中心とした受託加工を提供しており、設立当時以来長年に亘

　　り良好な取引関係を維持しておりますが、同社の自動車・バイクレースへの参戦動向や研究開発投資動向の如何によ

　  っては、当社の業績に影響を受ける可能性があります。

  　③　知的財産権について　

 　　 当社は、特許権等の知的財産権の重要性を強く認識しており、自社が保有する技術等については、特許権等の取得

　  による保護を推進しております。しかしながら、出願した全ての知的財産権が取得できる保証はなく、また、取得し

　  たとしても、特許期間満了により他社が類似品を市場に投入する可能性があります。

   　 さらに、一部の製造技術・ノウハウについては技術流出を避けるため、特許出願等を行わないこともあります。そ

　  のため、他社が当社の製造技術・ノウハウと類似する特許等の取得を行った場合には、当社製品が他社の特許等を侵

　  害する可能性もあり、その場合には事業展開の制約となる可能性があります。
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２．企業集団の状況
 該当事項はありません。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社は、「義の心」という企業理念のもと、創業以来リニアモーションベアリングの専門メーカーとして常に新し

いテクノロジーを追求し、多様化するニーズに応えるべき高品質・高付加価値製品を提供するとともに、経営の効率

性と業績の向上を図ることで社会に貢献し、株主、取引先、従業員など全てのステークホルダーのご期待にお応えす

ることを基本方針としております。

(2）目標とする経営指標

　当社が目標とする経営指標は売上高経常利益率であります。適正原価率の維持及びコスト管理に注力しており、そ

の結果として収益性が明確に表れる売上高経常利益率を経営指標として採用しており15％以上を目標としております。

また、株主資本を効率的に活用しつつ、株主価値の拡大の観点から株主資本利益率（ＲＯＥ）の向上を図っていく所

存であります。

(3）中長期的な会社の経営戦略

　リニアベアリング製品等の既存製品の拡販による利益計画を土台とし、更に創業以来長年蓄積した固有技術を生か

した製品開発、また小型で高精度な新製品開発を目的とした研究をも推進しており、中長期において順次新製品の市

場投入を目指すとともに、収益性の向上や財務体質の強化、企業価値の増大を図ってまいります。

(4）会社の対処すべき課題

　　当社が製造・販売するリニアベアリングやポジショニングステージ等は、産業用機械メーカーや半導体・液晶製

　造装置メーカーの設備投資や生産動向に大きな影響を受けております。

　　また、リニアベアリング及びエンジンパーツについては主要ユーザーの取引比率が比較的高く、その受注動向に

　大きな影響を受けるものと認識しております。

　　こうした業績変動を緩和し、持続的成長を続けるために経営基盤を強化していく必要性から下記の３点を重点課

　題として取り組んでまいります。

　　①既存製品から派生した製品開発の強化

　　　　自社の強みや資源と顧客ニーズの接点を見つけ、既存製品から派生した営業発の新製品開発に取り組んでま

　　　いります。

　　　　また、長年培ったエンジンパーツにおける固有技術を活用し、環境に配慮した次世代環境対応車用部品の研

　　　究開発にも注力してまいります。

 

　　②既存製品による市場深耕及び新市場・新規顧客の開拓

　　　　営業体制を強化、既存製品を中心とした提案営業をこれまで以上に推進し、既存顧客との取引を深化・拡大

　　　するとともに、新規顧客の開拓を進めることで、売上の拡大に努めてまいります。

 

　　③優秀な人材の確保及び育成

　　　　当社の技術力を維持・発展させ、営業活動を積極的に展開していくためには、顧客ニーズ捉えた製品開発

　　　力、顧客とともに問題解決を図る提案能力等専門性の高い人材の確保が不可欠となります。また、当社では、

　　　ＯＪＴや目標管理による教育指導を徹底し、社内研修・教育制度を充実するなど、人材育成を進めてまいりま

　　　す。

(5）内部管理体制の整備・運用状況

  当社の内部管理体制の整備・運用状況の詳細につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部

統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」に記載しております。
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４．財務諸表
(1）貸借対照表

 
 

前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20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   307,102   207,901   

２．受取手形 ※２  43,382   31,129   

３．売掛金   944,642   684,985   

４．製品   11,558   9,546   

５．原材料   178,959   170,069   

６．仕掛品   255,459   296,958   

７．前渡金   3,500   －   

８．前払費用   13,055   6,892   

９．繰延税金資産   18,612   17,615   

10．その他   1,030   2,088   

貸倒引当金   △890   △568   

流動資産合計   1,776,412 40.8  1,426,618 36.3 △349,794

Ⅱ　固定資産         

(1）有形固定資産         

１．建物 ※１ 1,656,934   1,676,914    

減価償却累計額  605,338 1,051,596  673,379 1,003,535   

２．構築物  99,400   99,400    

減価償却累計額  45,938 53,461  53,411 45,988   

３．機械装置  1,219,454   1,172,621    

減価償却累計額  998,794 220,659  965,233 207,388   

４．車両運搬具  8,466   9,537    

減価償却累計額  5,205 3,261  6,418 3,119   

５．工具器具備品  147,631   165,700    

減価償却累計額  99,367 48,263  123,792 41,907   

６．土地 ※１  1,063,504   1,063,504   

有形固定資産合計   2,440,747 56.1  2,365,444 60.2 △75,302
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前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

(2）無形固定資産         

１．特許権   1,537   428   

２．ソフトウェア   3,452   4,163   

３．その他   673   673   

無形固定資産合計   5,663 0.1  5,264 0.1 △398

(3）投資その他の資産         

１．投資有価証券   7,596   4,166   

２．出資金   70   70   

３．従業員長期貸付金   990   130   

４．繰延税金資産   104,185   108,496   

５．その他   17,688   21,045   

投資その他の資産合
計

  130,530 3.0  133,908 3.4 3,377

固定資産合計   2,576,940 59.2  2,504,617 63.7 △72,323

資産合計   4,353,353 100.0  3,931,236 100.0 △422,117

         

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．支払手形 ※２  385,119   283,961   

２．買掛金   65,633   78,290   

３．１年以内返済予定長
期借入金

※１  261,880   112,760   

４．未払金   49,819   15,338   

５．未払費用   37,905   29,621   

６．未払法人税等   70,000   48,000   

７．未払消費税等   51,744   2,730   

８．預り金   7,930   4,687   

９．賞与引当金   25,400   27,000   

10．役員賞与引当金   15,000   －   

11．その他   586   936   

流動負債合計   971,019 22.3  603,325 15.4 △367,693
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前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

Ⅱ　固定負債         

１．長期借入金 ※１  240,460   127,700   

２．退職給付引当金   33,071   34,733   

３．役員退職慰労引当金   229,045   232,318   

固定負債合計   502,576 11.5  394,752 10.0 △107,824

負債合計   1,473,596 33.8  998,078 25.4 △475,517

         

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   717,495 16.5  717,495 18.3  

２．資本剰余金         

  資本準備金  664,455   664,455    

資本剰余金合計   664,455 15.3  664,455 16.9  

３．利益剰余金         

(1）利益準備金  10,000   10,000    

(2）その他利益剰余金         

特別償却準備金  2,220   1,656    

別途積立金  1,130,000   1,130,000    

繰越利益剰余金  354,909   411,706    

利益剰余金合計   1,497,129 34.4  1,553,363 39.5 56,233

株主資本合計   2,879,079 66.2  2,935,313 74.7 56,233

Ⅱ　評価・換算差額等         

その他有価証券評価差
額金

  677 0.0  △2,155 △0.1 △2,832

評価・換算差額等合計   677 0.0  △2,155 △0.1 △2,832

純資産合計   2,879,757 66.2  2,933,157 74.6 53,400

負債純資産合計   4,353,353 100.0  3,931,236 100.0 △422,117
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(2）損益計算書

 
 

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19年４月１日
至　平成20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   2,520,338 100.0  2,252,435 100.0 △267,902

Ⅱ　売上原価         

１．製品期首たな卸高  18,685   11,558    

２．当期製品製造原価  1,544,374   1,436,426    

合計  1,563,060   1,447,984    

３．製品期末たな卸高  11,558 1,551,501 61.6 9,546 1,438,438 63.9 △113,063

売上総利益   968,836 38.4  813,997 36.1 △154,839

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１        

１．役員報酬  115,050   109,300    

２．給与手当  92,275   111,966    

３．賞与  15,699   22,573    

４．賞与引当金繰入額  7,391   10,476    

５．役員賞与引当金繰入
額

 15,000   －    

６．退職給付費用  2,148   2,324    

７．法定福利費  19,053   27,051    

８．役員退職慰労引当金
繰入額

 12,750   13,273    

９．保険料  24,998   23,311    

10．支払報酬  46,010   47,161    

11．研究開発費  102,451   104,969    

12．減価償却費  29,697   27,356    

13．租税公課  48,631   36,090    

14．その他  97,060 628,217 24.9 106,807 642,663 28.5 14,445

営業利益   340,618 13.5  171,333 7.6 △169,284

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  186   410    

２．還付加算金  628   －    

３．その他  1,713 2,528 0.1 1,691 2,101 0.1 △427
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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19年４月１日
至　平成20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）

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  7,475   4,788    

２．債権売却損  －   882    

３．株式交付費  109   －    

４．その他  831 8,415 0.3 170 5,841 0.3 △2,574

経常利益   334,731 13.3  167,593 7.4 △167,137

Ⅵ　特別利益         

１．貸倒引当金戻入益  78   322    

２．役員賞与引当金戻入
益

 － 78 0.0 5,000 5,322 0.2 5,244

Ⅶ　特別損失         

１．固定資産売却損 ※２ －   5,969    

２．固定資産除却損 ※３ 134   －    

３．たな卸資産除却損  －   9,075    

４．前渡金償却損  － 134 0.0 3,500 18,544 0.8 18,410

税引前当期純利益   334,675 13.3  154,371 6.8 △180,304

法人税、住民税及び
事業税

 139,913   55,808    

法人税等調整額  △1,886 138,026 5.5 △1,385 54,422 2.4 △83,604

当期純利益   196,648 7.8  99,948 4.4 △96,699
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製造原価明細書

  
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19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　材料費  459,930 28.9 464,047 30.4 4,117

Ⅱ　労務費  354,634 22.2 336,164 22.1 △18,470

Ⅲ　経費 ※１ 778,870 48.9 723,213 47.5 △55,656

当期製造費用  1,593,434 100.0 1,523,425 100.0 △70,009

期首仕掛品たな卸高  250,569  255,459  4,889

合計  1,844,004  1,778,885  △65,119

期末仕掛品たな卸高  255,459  296,958  41,499

他勘定振替高 ※２ 44,171  45,499  1,328

当期製品製造原価  1,544,374  1,436,426  △107,948

  原価計算の方法 原価計算の方法  

  　原価計算の方法は、一部個別法に
よる製品を除き、工程別原価計算に
よっております。

同左  

　（注）※１．経費の主な内訳は次のとおりであります。

項目 前事業年度 当事業年度

外注加工費（千円） 487,029 418,819

減価償却費（千円） 114,422 124,521

※２．他勘定振替高の主な内訳は次のとおりであります。

項目 前事業年度 当事業年度

研究開発費（千円） 40,863 31,159
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(3）株主資本等変動計算書

前事業年度（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

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

特別償却
準備金

別途積立
金 

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高
（千円）

709,575 656,535 656,535 10,000 － 930,000 423,860 1,363,860 2,729,970

事業年度中の変動額

新株の発行 7,920 7,920 7,920      15,840

特別償却準備金の積立て（注）     2,784  △2,784 － －

特別償却準備金の取崩し     △564  564 － －

別途積立金の積立て（注）      200,000 △200,000 － －

剰余金の配当（注）       △43,379 △43,379 △43,379

役員賞与(注）       △20,000 △20,000 △20,000

当期純利益       196,648 196,648 196,648

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）

7,920 7,920 7,920 － 2,220 200,000 △68,951 133,269 149,109

平成19年３月31日　残高
（千円）

717,495 664,455 664,455 10,000 2,220 1,130,000 354,909 1,497,129 2,879,079

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）

1,426 1,426 2,731,397

事業年度中の変動額

新株の発行   15,840

特別償却準備金の積立て（注）   －

特別償却準備金の取崩し   －

別途積立金の積立て（注）   －

剰余金の配当（注）   △43,379

役員賞与（注）   △20,000

当期純利益   196,648

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額）

△749 △749 △749

事業年度中の変動額合計
（千円）

△749 △749 148,359

平成19年３月31日　残高
（千円）

677 677 2,879,757

 （注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

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

特別償却
準備金

別途積立
金 

繰越利益
剰余金

平成19年３月31日　残高
（千円）

717,495 664,455 664,455 10,000 2,220 1,130,000 354,909 1,497,129 2,879,079

事業年度中の変動額

特別償却準備金の取崩し     △564  564 － －

剰余金の配当       △43,715 △43,715 △43,715

当期純利益       99,948 99,948 99,948

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）

－ － － － △564 － 56,797 56,233 56,233

平成20年３月31日　残高
（千円）

717,495 664,455 664,455 10,000 1,656 1,130,000 411,706 1,553,363 2,935,313

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19年３月31日　残高
（千円）

677 677 2,879,757

事業年度中の変動額

特別償却準備金の取崩し   －

剰余金の配当   △43,715

当期純利益   99,948

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額）

△2,832 △2,832 △2,832

事業年度中の変動額合計
（千円）

△2,832 △2,832 53,400

平成20年３月31日　残高
（千円）

△2,155 △2,155 2,933,157
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(4）キャッシュ・フロー計算書

 
 

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19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

    

税引前当期純利益  334,675 154,371  

減価償却費  144,120 151,878  

株式交付費  109 －  

貸倒引当金の増減額
（減少：△）

 △78 △322  

賞与引当金の増減額
（減少：△）

 2,400 1,600  

退職給付引当金の増減
額（減少：△）

 1,882 1,662  

役員退職慰労引当金の
増減額（減少：△）

 12,750 3,273  

役員賞与引当金の増減
額（減少：△）

 15,000 △15,000  

受取利息及び受取配当
金

 △186 △410  

有形固定資産売却損益
（益：△）

 － 5,969  

有形固定資産除却損  134 －  

前渡金償却損  － 3,500  

支払利息  7,475 4,788  

売上債権の増減額（増
加：△）

 △21,647 271,910  

たな卸資産の増減額
（増加：△）

 39,467 △30,597  

その他流動資産の増減
額（増加：△）

 22,954 5,000  

仕入債務の増減額（減
少：△）

 △45,065 △74,555  

その他流動負債の増減
額（減少：△）

 53,947 △65,634  

役員賞与の支払額  △20,000 －  

小計  547,937 417,434 △130,503

利息及び配当金の受取
額

 186 410  

利息の支払額  △7,522 △4,687  

法人税等の支払額  △239,286 △74,257  

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 301,316 338,899 37,583
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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19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

    

定期預金の預入による
支出

 △0 △0  

有形固定資産の売却に
よる収入

 1,297 400  

有形固定資産の取得に
よる支出

 △61,086 △126,506  

投資有価証券の取得に
よる支出

 △1,291 △1,330  

無形固定資産の取得に
よる支出

 △891 △2,921  

貸付金の回収による収
入 

 860 860  

その他投資等の増減額
（増加：△）

 △1,575 △3,356  

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △62,688 △132,855 △70,166

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

    

短期借入金の増減額
（減少：△）

 △150,000 －  

長期借入による収入  400,000 －  

長期借入金の返済によ
る支出

 △324,618 △261,880  

新株発行による収入  15,730 －  

配当金の支払額  △43,203 △43,364  

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △102,090 △305,244 △203,154

Ⅳ　現金及び現金同等物の増
減額（減少：△）

 136,536 △99,201 △235,738

Ⅴ　現金及び現金同等物の期
首残高

 112,342 248,879 136,536

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
末残高

 ※ 248,879 149,678 △99,201
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重要な会計方針

項目 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19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時価法　

（評価差額金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。

その他有価証券

時価のあるもの

　　　　　　　 同左

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

製品・仕掛品

　総平均法による原価法を採用しておりま

す。（一部の製品、仕掛品は個別法による

原価法を採用しております。）

製品・仕掛品

同左

原材料

　月次総平均法による原価法を採用してお

ります。

原材料

同左

３．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法（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　　　　　　　　　　　　31年

　機械装置　　　　　　　　11～12年

(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、主な耐用年数は以下のとおりで

　　あります。

 　　 建物　　　　　　　　　　　　31年

　　　機械装置　　　　　　　　11～12年

　（会計方針の変更）

　　法人税法の改正に伴い、当事業年度より

　平成19年４月１日以降に取得した有形固定

　資産について、改正後の法人税法に基づく

　減価償却の方法に変更しております。

　　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2,744千円減少

　しております。

　（追加情報）

　　法人税法改正に伴い、平成19年３月31日

　以前に取得した資産については、改正前の

　法人税法に基づく減価償却の方法の適用に

　より取得価額の５％に到達した事業年度の

　翌事業年度より、取得価額の５％相当額と

　備忘価額との差額を５年間にわたり均等償

　却し、減価償却費に含めて計上しておりま

　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6,073千円減少

　しております。

(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。

(2）無形固定資産

同左
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項目 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19年４月１日
至　平成20年３月31日）

４．繰延資産の処理方法  株式交付費

 　　支出時に全額費用として処理しており

　 ます。

 （繰延資産の会計処理に関する当面の取

扱い）

　当事業年度から、「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。

　前事業年度において営業外費用の内訳

として表示していた「新株発行費」は、

当事業年度より「株式交付費」として表

示する方法に変更しております。

　前事業年度において営業活動による

キャッシュ・フローの内訳として表示し

ていた「新株発行費」は、当事業年度よ

り「株式交付費」として表示する方法に

変更しております。

              ──────

 　　　　　　　 

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

　従業員に対して支給する賞与の支出に

充てるため、支給見込額の期間対応分を

計上しております。

(2）賞与引当金

同左

(3）役員賞与引当金

　役員賞与の支出に備えて、当事業年度

における支給見込額に基づき計上してお

ります。

（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15,000千円

減少しております。

(3）役員賞与引当金

　役員賞与の支出に備えて、当事業年度

における支給見込額に基づき計上してお

ります。

　なお、当事業年度におきましては、当

期の業績を踏まえ、役員賞与を支給しな

いことを取締役会にて決議したため、役

員賞与引当金を計上しておりません。

(4）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、期末

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。

(4）退職給付引当金

同左

(5）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備えるため、

内規に基づく期末要支給額を計上してお

ります。

(5）役員退職慰労引当金

同左
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項目 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19年４月１日
至　平成20年３月31日）

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．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ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

８．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

会計処理方法の変更

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19年４月１日
至　平成20年３月31日）

　（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月

９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　

平成17年12月９日）を適用しております。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額は2,879,757

千円であります。

　なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部に

ついては、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務

諸表等規則により作成しております。

 

　　　　　　　　　　──────

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　表示方法の変更

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19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 　　　　　　　　　　──────

 

 （損益計算書）

　前期まで営業外費用の「その他」に含めて表示してお

りました「債権売却損」は、営業外費用の総額の100分の

10を超えたため区分掲記しました。

　なお、前期における「債権売却損」の金額は58千円で

あります。　
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

※１　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりであります。

※１　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりであります。

建物    1,051,596千円

土地 1,063,504

計   2,115,101千円

建物 1,003,535千円

土地 1,063,504

計 2,067,040千円

　担保付債務は次のとおりであります。 　担保付債務は次のとおりであります。

１年以内返済予定長期借入金  218,560千円

長期借入金 173,490

計  392,050千円

１年以内返済予定長期借入金  69,440千円

長期借入金 104,050

計  173,490千円

 ※２　期末日満期手形

　　　期末日満期手形の会計処理については、手形交換日

をもって決済処理しております。なお、当期末日が金

融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期

末残高に含まれております。

受取手形      3,466千円

支払手形      90,217千円

 ※２　　　　　　　　　──────

　　　

         

            

（損益計算書関係）

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19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※１　研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開発費　　102,451千円

※１　研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開発費　　104,969千円

※２　　　　　　　　────── ※２　固定資産売却損の内訳

  

  

 

※３　固定資産除却損の内訳

機械装置 134千円

計          134千円

 

 

 

機械装置 5,969千円

計          5,969千円

 

※３　     　　　────── 
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（千株）

当事業年度増加株式
数（千株）

当事業年度減少株式
数（千株）

当事業年度末株式数
（千株）

発行済株式

普通株式（注） 6,197 48 － 6,245

合計 6,197 48 － 6,245

自己株式

普通株式 － － － －

合計 － － － －

 （注）普通株式の発行済株式総数の増加48千株は、新株予約権の行使による増加であります。

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年6月29日

定時株主総会
普通株式 43,379 7 平成18年3月31日 平成18年6月30日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

（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 43,715   利益剰余金 7 平成19年3月31日 平成19年6月29日
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当事業年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（千株）

当事業年度増加株式
数（千株）

当事業年度減少株式
数（千株）

当事業年度末株式数
（千株）

発行済株式

普通株式 6,245 － － 6,245

合計 6,245 － － 6,245

自己株式

普通株式 － － － －

合計 － － － －

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19年6月28日

定時株主総会
普通株式 43,715 7 平成19年3月31日 平成19年6月29日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

 　　　　　　 次のとおり、決議を予定しております。

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
 １株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年6月26日

定時株主総会
普通株式 24,980   利益剰余金 4 平成20年3月31日 平成20年6月27日
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（キャッシュ・フロー計算書関係）

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19年４月１日
至　平成20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19年３月31日現在）

※　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

　されている科目の金額との関係

（平成20年３月31日現在）

現金及び預金勘定      307,102千円

預入期間が３ヵ月を超える定期預金 △58,223

現金及び現金同等物      248,879千円

現金及び預金勘定      207,901千円

預入期間が３ヵ月を超える定期預金 △58,223

現金及び現金同等物      149,678千円
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（リース取引関係）

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19年４月１日
至　平成20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（借主側）

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

１．リース物件の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（借主側）

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額
相当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

機械装置 360,160 194,897 165,263

工具器具備品 16,806 8,195 8,611

ソフトウエア 19,067 4,501 14,566

合計 396,033 207,593 188,440

 
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）

機械装置 312,560 152,207 160,352

工具器具備品 16,806 10,934 5,871

ソフトウエア 15,267 4,071 11,196

合計 344,633 167,212 177,421

(2）未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

(2）未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

１年内       48,046千円

１年超 143,705

合計    191,751千円

１年内       49,070千円

１年超 131,392

合計      180,462千円

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料       61,849千円

減価償却費相当額       58,437千円

支払利息相当額        2,830千円

支払リース料       53,367千円

減価償却費相当額       50,819千円

支払利息相当額        2,279千円

(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

同左

(5）利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。

(5）利息相当額の算定方法

同左

２．オペレーティング・リース取引

 未経過リース料

１年内        4,176千円

１年超 5,374

合計        9,550千円

２．オペレーティング・リース取引

 未経過リース料

１年内        7,157千円

１年超 7,160

合計       14,317千円

 （減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はありません。

 （減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はありません。
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（有価証券関係）

前事業年度（平成19年３月31日現在）

１．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。

２．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 6,458 7,596 1,138

(2）債券    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

合計 6,458 7,596 1,138

当事業年度（平成20年３月31日現在）

１．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。

２．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

を超えないもの

(1）株式 7,789 4,166 △3,622

(2）債券    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

合計 7,789 4,166 △3,622

（デリバティブ取引関係）

前事業年度（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。

当事業年度（自平成19年４月１日　至平成20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。
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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行っており、その退職一時金の60％相当額を退職年金制

度に移行しております。

２．退職給付債務及びその内訳

 
前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20年３月31日）

(1）退職給付債務（千円） 54,538 49,816

(2）年金資産（千円） 21,466 15,082

(3）退職給付引当金（千円）(1）－(2） 33,071 34,733

　（注）　退職給付債務の算定に当たって、簡便法（自己都合要支給額）を採用しております。

３．退職給付費用の内訳

 
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19年４月１日
至　平成20年３月31日）

退職給付費用   

(1）勤務費用（千円） 9,531 10,239

　（注）　簡便法を採用しているため、退職給付費用は勤務費用としております。

４．退職給付債務の計算基礎

　退職一時金制度に係わる退職給付債務の算定に当たっては、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）に定める簡便法（期末自己都合要支給額を退職給付債務とする

方法）により、計上しております。
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（ストック・オプション等関係）

前事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

平成15年
　　ストック・オプション　　

付与対象者の区分及び人数 取締役２名、顧問１名、従業員６名

ストック・オプション数

（注）
普通株式　213,000株

付与日 平成15年６月30日

権利確定条件
当社の取締役、監査役、顧問又は従

業員の地位にあること。

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間
平成16年７月１日から

平成21年６月30日まで

 （注）株式数に換算して記載しております。

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、

株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

平成15年
ストック・オプション

権利確定後　　　　　　（株）  

前事業年度末 156,000

権利確定 －

権利行使 48,000

失効 －

未行使残 108,000

②　単価情報

平成15年
ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　（円） 330

行使時平均株価　　　　　（円） 605

公正な評価単価（付与日）（円） －
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当事業年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

平成15年
　　ストック・オプション　　

付与対象者の区分及び人数 取締役２名、顧問１名、従業員６名

ストック・オプション数

（注）
普通株式　213,000株

付与日 平成15年６月30日

権利確定条件
当社の取締役、監査役、顧問又は従

業員の地位にあること。

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間
平成16年７月１日から

平成21年６月30日まで

 （注）株式数に換算して記載しております。

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、

株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

平成15年
ストック・オプション

権利確定後　　　　　　（株）  

前事業年度末 108,000

権利確定 －

権利行使 －

失効 －

未行使残 108,000

②　単価情報

平成15年
ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　（円） 330

行使時平均株価　　　　　（円） －

公正な評価単価（付与日）（円） －
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（税効果会計関係）

前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31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（流動） （千円） 

　未払事業税否認 5,656

　賞与引当金超過額 10,287

　その他 2,669

合計 18,612

繰延税金資産（固定）  

　退職給付引当金超過額 13,394

　役員退職慰労引当金否認 92,763

　特別償却準備金 △1,511

　　小計 104,646

繰延税金負債（固定）  

　その他有価証券評価差額金 △460

　　小計 △460

繰延税金資産（固定）の純額 104,185

繰延税金資産（流動） （千円） 

　未払事業税否認 4,011

　賞与引当金超過額 10,935

　その他 2,669

合計 17,615

繰延税金資産（固定）  

　退職給付引当金超過額 14,067

　役員退職慰労引当金否認 94,089

  その他有価証券評価差額金 1,467

　特別償却準備金 △1,127

　　　　　　合計 108,496

  

　  

　　  

  

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の内訳

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の内訳

 　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

 との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であるた 

　 め注記を省略しております。

法定実効税率 40.5 ％

　（調整）  

　研究開発特別控除 △3.6

　交際費等永久に損金に算入さ

　れない項目
0.6

　住民税均等割等 1.1

  役員賞与引当金 △1.3

　その他 △2.1

税効果会計適用後の法人税等の負

担率
35.2

 

　（企業結合等）

前事業年度（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。

当事業年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

　該当事項はありません。

（持分法損益等）

前事業年度（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。

当事業年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

　該当事項はありません。

（関連当事者との取引）

前事業年度（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。

当事業年度（自平成19年４月１日　至平成20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19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり純資産額       461.13円

１株当たり当期純利益金額        31.51円

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額
        31.36円

１株当たり純資産額        469.68円

１株当たり当期純利益金額         16.00円

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に

ついては、潜在株式は存在するものの希薄化効果を有

しないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後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18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 196,648 99,948

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 196,648 99,948

期中平均株式数（千株） 6,240 6,245

   

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） 30 －

（うち新株予約権） (30) (－)

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の算定に含めなかった

潜在株式の概要

― 平成15年６月26日開催の定時株主総

会の特別決議によるストック・オプ

ション

（新株予約権）　

       普通株式　　108,000株

   　　新株予約数　　　108個

（重要な後発事象）

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19年４月１日
至　平成20年３月31日）

　該当事項はありません。 　該当事項はありません。
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５．その他
(1）役員の異動

 ①　代表取締役の移動

 　　該当事項はありません。

 　　②　その他役員の移動

 　　　・新任取締役候補

 　　　　該当事項はありません。

 　　　・新任監査役候補

         （非常勤）監査役　北川尚

 　　　・退任予定監査役

 　　　　（非常勤）監査役　小松隆一

 　　　・昇任取締役候補

 　　　　該当事項はありません。

 　　③　就任予定日

 　　　　平成20年６月26日
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(2）その他

　①　生産実績

品目の名称

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19年４月１日
至　平成20年３月31日）

増減

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 増減率（％）

リニアベアリング 1,513,984 60.4 1,453,270 64.6 △60,713 △4.0

エンジンパーツ 830,138 33.1 669,507 29.7 △160,630 △19.3

ポジショニングステージ 164,357 6.5 128,047 5.7 △36,310 △22.1

合計 2,508,480 100.0 2,250,825 100.0 △257,655 △10.3

　（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

品目の名称

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19年４月１日
至　平成20年３月31日）

増減

受注高
（千円）

受注残高
（千円）

受注高
（千円）

受注残高
（千円）

受注高
（千円）

受注残高
（千円）

リニアベアリング 1,492,990 152,492 1,473,432 174,727 △19,557 22,234

エンジンパーツ 807,045 49,844 682,997 63,334 △124,047 13,489

ポジショニングステージ 178,726 20,730 129,982 18,984 △48,743 △1,746

合計 2,478,761 223,068 2,286,412 257,045 △192,348 33,977

　（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

品目の名称

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19年４月１日
至　平成20年３月31日）

増減

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 増減率（％）

リニアベアリング 1,527,335 60.6 1,451,198 64.4 △76,137 △5.0

エンジンパーツ 830,138 32.9 669,507 29.7 △160,630 △19.3

ポジショニングステージ 162,864 6.5 131,729 5.9 △31,134 △19.1

合計 2,520,338 100.0 2,252,435 100.0 △267,902 △10.6

　（注）１．最近２事業年度の主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。

相手先
前事業年度 当事業年度

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

ＴＨＫ株式会社 1,284,079 50.9 1,256,299 55.8

株式会社本田技術研究所 729,356 28.9 582,940 25.9

２．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。
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