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１．平成20年３月期の連結業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期 5,892 5.6 1,245 10.8 1,271 10.0 727 10.3

19年３月期 5,579 8.6 1,124 4.7 1,155 6.3 659 3.2

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 466 70 －  14.8 21.1 21.1

19年３月期 421 70 －  15.1 21.9 20.2

（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

(2）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

20年３月期 6,409 5,169 80.7 3,359 59

19年３月期 5,668 4,635 81.8 2,965 47

（参考）自己資本 20年３月期 5,169百万円 19年３月期 4,635百万円

(3）連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

20年３月期 1,216 △593 △192 1,532

19年３月期 998 △1,039 △65 1,102

２．配当の状況

１株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 期末 年間

円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

19年３月期 64 00 64 00 100 15.2 2.3

20年３月期 77 00 77 00 118 16.5 2.4

21年３月期（予想） 77 00 77 00 － 16.3 －

３．平成21年３月期の連結業績予想（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２四半期連結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２四半期連結
 累計期間

2,949 2.3 603 △11.5 620 △10.6 337 △21.7 219 46

通期 6,101 3.6 1,257 1.0 1,282 0.8 728 0.1 473 12
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　無

(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、16ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年３月期 1,563,000株 19年３月期 1,563,000株

②　期末自己株式数 20年３月期 24,270株 19年３月期 －株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、25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20年３月期の個別業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期 5,268 6.0 1,066 13.6 1,151 11.9 677 11.4

19年３月期 4,972 10.5 938 9.1 1,029 13.0 608 10.1

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

円 銭 円 銭

20年３月期 434 88 －  

19年３月期 389 20 －  

(2）個別財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

20年３月期 5,859 4,767 81.4 3,098 40

19年３月期 5,200 4,282 82.3 2,740 05

（参考）自己資本 20年３月期 4,767百万円 19年３月期 4,282百万円

２．平成21年３月期の個別業績予想（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

2,646 2.8 526 △9.3 594 △8.5 343 △18.8 223 00

通期 5,493 4.3 1,117 4.8 1,195 3.8 697 3.0 453 57

※　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。なお、上記業績予想に関する事項につきましては、添付資料の３ページを参照してく

ださい。
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１．経営成績
(1）経営成績

＜当期の経営成績＞

　当連結会計年度における我が国経済は、外需の堅調を背景とした企業収益の改善や堅調な設備投資等により、前

半は緩やかな回復基調を辿りましたが、米国のサブプライムローン問題に端を発した米国経済の減速懸念や世界的

な金融市場の混乱に加え、原油高とそれに伴う原材料価格の上昇、為替市場における急激な円高などが重なり不透

明感が高まってまいりました。

　当切削工具業界の主需要先の状況といたしましては、最も大きなウェートを占める自動車は資源国向けの輸出が

好調を維持したものの、北米向けや国内向けが減少傾向となり新規設備投資も慎重な動きとなりました。一方、エ

レクトロニクス関連は、薄型テレビ等のデジタル家電を中心に拡大傾向が続きました。

　このような情勢の下、当社グループでは、引き続き営業の質的強化に取り組み、ユーザー訪問や技術講習会等を

通じて内外のユーザーに積極的にアプローチするとともに、一昨年に続き２回目となる当社主催の展示会「ＮＳプ

ライベートショー2008」を開催いたしました。また、より高精度な製品を安定的に供給できるよう、製造工程の継

続的な改善や検査体制の充実に注力するとともに、自社開発工具研削盤の導入を実施いたしました。研究開発面に

おきましても、高硬度材料加工向けに開発した「無限コーティングプレミアム」シリーズや先端径1/100mmの極小径

マイクロドリル「ＮＳＭＤ」等の新製品をリリースいたしました。

　これらの結果、当連結会計年度の売上高は5,892百万円（前期比5.6％増）、営業利益1,245百万円（同10.8％増）、

経常利益1,271百万円（同10.0％増）、当期純利益727百万円（同10.3％増）となりました。

　なお、当連結グループは切削工具の専門メーカーとして、同一セグメントに属する超硬エンドミルの製造・販売

を行っており、当該事業以外に事業の種類はありません。

＜次期の見通し＞

 売上高（百万円） 営業利益（百万円） 経常利益（百万円） 当期純利益（百万円）

 平成21年3月期（予想） 6,101 1,257 1,282 728

 平成20年3月期（実績） 5,892 1,245 1,271 727

 増減率（％） 3.6 1.0 0.8 0.1

 　　　2008年度の我が国経済は、資源・エネルギー価格の上昇、米国経済の調整、内外金融市場の不安定化に加え、円

高の進行等多くの懸念材料を抱え厳しさを増す可能性があります。その一方、新興国・資源国では、拡大テンポは

やや鈍ると思われるものの需要拡大が継続すると見られることから、建設機械、一般機械は堅調を維持し、エレク

トロニクス関連も世界的な薄型テレビの普及拡大等に支えられ底堅い動きになると思われます。

　このような状況の中、切削工具需要は引き続き高い水準は維持するものの、横ばいから微減の展開となることが

予想されます。

　当社では、前期にリリースいたしました高硬度材料加工向け「無限コーティングプレミアム」シリーズのバリエー

ションアップ等高機能製品の拡充に努めるとともに、これまでの金型向け中心から部品加工向けにも販路を拡大し

てまいります。また、生産・開発面では、自社開発工具研削盤の設置拡大、コーティング研究の強化等により、品

質・機能面での一段の向上を進めてまいります。

　以上により、連結売上高は6,101百万円（前期比3.6％増）、営業利益1,257百万円（同1.0％増）、経常利益1,282

百万円（同0.8％増）、当期純利益728百万円（同0.1％増）を見込んでおります。

（注）上記の業績予想には、当社及び当社グループが現時点で入手可能な情報に基づく将来の予測が含まれており

ます。従いまして、今後の経済環境の変化や事業運営の変化等により、実際の業績が記載の予想値と乖離す

る可能性があります。

(2）財政状態

　当連結会計年度における財政状態は、資産合計が6,409百万円（対前期末比740百万円増）、負債合計が1,239百万

円（同205百万円増）、純資産合計が5,169百万円（同534百万円増）となりました。

　連結ベースでの現金及び現金同等物（以下（資金）という）は、前連結会計年度末に比較し、430百万円増加し

1,532百万円（前期比39.1％増）となりました。
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当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は1,216百万円（前期比21.8％増）となりました。これは主に税金等調整前当期純利

益1,277百万円及び減価償却費のほか、売上債権の減少や賞与引当金の増加による資金の増加と、たな卸資産の増加

並びに法人税等の支払による資金の流失を反映したものです。

（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593百万円（同42.9％減）となりました。これは主に定期預金への預れ入れが前期

に比較して減少したことによるものです。

（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192百万円（前期比193.8％増）となりました。これは自己株式の取得による支出

と配当金支払額の増加によるものです。

当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期

自己資本比率（％） 83.5 81.8 80.7

時価ベースの自己資本比率（％） 242.0 140.6 89.5

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 － － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 2,178.9 － －

　 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

※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

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

 ※ 営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・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、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象

としております。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　株主の皆様に対する利益還元は重要な経営課題のひとつと認識しており、安定的な経営基盤の確保並びに事業展

開のための内部留保を勘案しながら、業績に応じた利益還元策を実施していくことを基本方針としております。

　配当につきましては上記方針に基づき、年１回期末に剰余金の配当を行うこととしております。なお、期末配当

の決定機関は株主総会であります。

　当期の配当につきましては、基本方針及び株主の皆様への利益還元を考慮し１株当たり77円とさせていただきた

いと存じます。また、次期の配当につきましては、当期と同額の１株当たり77円を予定させていただいております。

(4）事業等のリスク

 　　当社グループの事業展開上のリスク要因となる可能性のある主な事項について以下に記載しております。なお、

本文中における将来に関する事項は、本資料作成日現在において当社グループが判断したものであります。

 ①　主力製品への集中について

 　　当社グループは超硬小径エンドミルの製造販売に経営資源を集中しております。超硬小径エンドミルは、主に電

子機器、民生機器、自動車部品等の精密金型製作に使用されており、需要は今後とも増大していくものと考えられ

ます。当社グループでも新素材であるＣＢＮ（立方晶窒化ホウ素）を使用した新製品の開発等も行っておりますが、

現時点では、超硬素材に全面的に取って代わる素材あるいはエンドミルを使用した切削加工に取って代わる加工技

術の出現の可能性は低いと考えております。

　しかしながら、画期的技術革新により、エンドミルを全く使用しない新加工技術あるいは超硬素材に取って代わ

る新素材が開発された場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 ②　競合について

 当社グループが事業展開している小径エンドミル市場では、市場の拡大につれて、国内大手工具メーカーが生産・

販売体制を強化しつつあり、今後競争は激化していくものと考えられます。当社グループでは、小径エンドミルに

経営資源を集中することにより、効率的な生産・開発・販売体制を構築出来ていると考えており、また、中国をは

じめとする海外製品に対しては品質面等での優位性があると考えておりますが、競合の激化により販売価格の下落

が進んだ場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
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 ③　特定の販売先への依存について

当社グループは、主に少数の販売代理店を通じて製品を販売いたしております。その結果、在庫投資額が少なく

てすみ資金効率が良い、代理店経由で輸出を行うことにより為替変動リスクが回避できる等のメリットを享受いた

しております。

　当社グループとそれらの販売代理店とは、長年にわたり極めて緊密な関係にあり、今後ともこれまでの取引関係

を維持発展していく方針でありますが、当該販売代理店の事業方針、営業政策が当社グループの業績に影響を及ぼ

す可能性があります。

 ④　特定の仕入先・外注先への依存について

 当社グループは、超硬エンドミルの主要素材である超硬合金の大半を特定の仕入先より仕入れております。また、

超硬エンドミル生産の主要工程の一つであるコーティングの大半を特定の外注先に委託しております。これは、品

質及び安定供給の確保等を狙いとするものであります。

　当社グループと当該仕入先・外注先とは、長年にわたり極めて緊密な関係にあり、今後ともこれまでの取引関係

を維持発展していく方針でありますが、当該先の事業方針、営業政策が当社グループの業績に影響を及ぼす可能性

があります。また、素材やコーティングの改良についても当該先と連携して行っておりますが、当該先の事情によ

り制約を受ける可能性があります。

 ⑤　原材料価格の上昇について

　当社グループの主要製品である超硬エンドミルの主要素材は超硬合金であります。超硬合金の主要成分となるタ

ングステンは国際市況商品であり、その価格は世界的な需給関係や産出国の思惑等によって大きく影響を受けます。

当社グループにおきましては、製品原価に占める材料費の割合が比較的少ない小径製品のウェートが高いことから、

原材料価格の変動による連結業績への影響は、生産工程の効率化や製造経費の削減努力等によりある程度吸収可能

であると考えますが、短期間の大幅な価格上昇があった場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があ

ります。

 ⑥　製品の品質確保について

　当社グループは、ISO9001及び14001等の世界的に認められている品質管理及び環境管理基準に従って製品を製造

しております。また、製品の全数検査を実施する等、製品の品質確保には出来る限りの対応をしておりますが、欠

陥、リコールが発生した場合には、業績に悪影響を及ぼす可能性があります。また、製造物責任賠償については保

険に加入いたしておりますが、賠償額を十分にカバー出来る保証はありません。
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２．企業集団の状況
当社グループは、当社、連結子会社の株式会社ジーテック及び非連結子会社の株式会社新潟日進で構成され、切削工

具のエンドミルを専門に製造、販売いたしております。

　エンドミルの中でも超硬素材でかつ小径（刃先径６mm以下）サイズの製品が取扱高（金額ベース）の約７割を占めて

おります。

薄型テレビや携帯電話等、製品や部品は一段と小型化、高集積化する傾向にあり、今後実用化が期待されている燃料

電池等の新しい技術においても、微細かつ高精度な加工が欠くことのできないものとなってきております。当社グルー

プでは、それら付加価値の高い加工に有用な小径サイズを中心に、超硬エンドミルの製造、販売活動を行っております。

当社独自の開発技術と小径サイズにおける豊富なバリエーションにより他社との差別化を図るとともに、徹底した精度

の追求と効率化により、多品種でありながら高精度かつ価格競争力のある製品を市場に提供いたしております。

(注）超硬エンドミル：タングステン、コバルト等を主原料とした超硬合金素材で作られたエンドミルの総称でありま

す。なお、エンドミルとは、工作機械に装着され、回転して加工物の側面及び上面を削る切削工具で、主に金型

の製造や部品の加工等に使用されます。

(1）当社

当社は、上記の製品を生産し、代理店及び連結子会社である株式会社ジーテックに販売しております。

(2）子会社

株式会社ジーテックは、製品の販売及び一部再加工を行っております。

株式会社新潟日進は、当社の外注加工先として製品の一部を下請加工しております。

[事業の系統図は次のとおりであります]
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

当社は「SOFT・HARD・HEARTを創ります。人と地球に優しい製品を開発し社会に貢献します」の経営理念のもと、生

産性の向上に役立つ切削工具の研究開発・製造を通じて、我が国経済におけるプレゼンスを高めると同時に、世界経

済の発展に寄与することを経営の基本方針としております。 

(2）目標とする経営指標

売上よりも利益を優先する経営を実行し、売上高経常利益率20％の確保を当面の目標としております。なお、当連

結会計年度における売上高経常利益率は21.6％を確保し、目標をクリアいたしました。 

(3）中長期的な会社の経営戦略

 精密加工用工具分野で圧倒的なNo.1企業を目指します。そのために、開発・生産・販売の各部門において、下記戦略

を実施して参ります。

①　開発部門

研究開発体制を充実し、大学等研究機関や工作機械・周辺機器メーカー並びに加工ユーザー等との共同研究につ

いても積極的にすすめ、従来の工具開発に止まらない新しい提案を行ってまいります。その一方、ユーザーオリエ

ンテッドに徹した開発テーマにもスピーディーに取り組んでまいります。

②　生産部門

製造工程の合理化、24時間連続操業体制の確立等によりコストダウンを継続的に図るとともに、品質マネジメン

トシステムの効果的運用等により製品の品質向上に積極的に取り組んでまいります。また、多品種・小ロット生産

や短納期への対応も強化してまいります。

③　販売活動

営業体制の規模的拡充を図るとともに、営業員の技術力・お客様ニーズの把握力等の質的強化に取り組むことに

より、お客様向け提案力の向上に努めてまいります。

(4）会社の対処すべき課題

　原材料価格の上昇やグローバルな市場競争の激化など、当社を取り巻く環境はますます厳しいものになると認識し

ております。

　このような状況下、当社グループは、主力製品である小径エンドミルの耐久性、精度、加工能率といった製品機能

面での更なる向上を図るとともに、超微細加工や難削材等の加工技術についても研究をすすめ、被削材質や加工形状

に最も適した工具と切削加工技術を提案することにより、ユーザーが抱える問題の解決に貢献してまいる所存であり

ます。

　また、自社開発工具研削盤の導入を進めるとともに、更なる製造工程の見直しや製造経費削減を推し進め、コスト

競争力を確保してまいります。

　営業面におきましては、開発部門と営業部門の連携を深めるとともに、営業技術部門を強化し、ユーザーへの有用

な提案を行える体制を一段と強化してまいります。また、今後ますます国内ユーザーの海外進出が増加するとみられ

ることから、引き続きアジア地域を中心に海外での販売力を強化してまいります。 

(5）内部管理体制の整備・運用状況

　当社では一昨年10月に日本版SOX法への対応に向け「内部統制プロジェクト・チーム」を立ち上げ、外部専門家の指

導を受けながら、社内体制の整備を進めてまいりました。

　当期後半からは、定期的に担当監査法人との内部統制に関する打合せを実施し、評価範囲等についての協議を行っ

ております。

　その他の取組みといたしましては、内部監査計画に基づき地方営業所を中心に内部監査を実施したほか、監査役に

よる各部門長へのヒアリングの実施、監査法人による期中監査等を行っております。

　また、コンプライアンスにつきましては、コンプライアンス担当役員を設置し推進しておりますが、当期は全社教

育のテーマの1つに掲げ、社員研修会やメール・マガジンで取り上げることにより、社内での周知に努めました。
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成19年３月31日）
当連結会計年度

（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   1,481,144   2,092,795   

２．受取手形及び売掛金 ※２  934,214   855,684   

３．たな卸資産   608,065   701,488   

４．繰延税金資産   80,494   124,769   

５．その他   12,554   9,679   

貸倒引当金   △9,070   △2,100   

流動資産合計   3,107,404 54.8  3,782,317 59.0 674,913

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1）建物及び構築物  1,183,636   1,247,016    

減価償却累計額  408,184 775,451  468,660 778,355   

(2）機械装置及び運搬具  2,234,260   2,503,060    

減価償却累計額  1,278,564 955,695  1,505,470 997,589   

(3）土地   346,394   346,394   

(4)建設仮勘定   －   69,354   

(5）その他  417,264   492,800    

減価償却累計額  297,396 119,867  349,538 143,261   

有形固定資産合計   2,197,409 38.8  2,334,955 36.4 137,546

２．無形固定資産   34,715 0.6  19,420 0.3 △15,295

３．投資その他の資産         

(1）投資有価証券 ※１  18,052   22,642   

(2）長期性預金   200,000   100,000   

(3）繰延税金資産   64,752   86,754   

(4) その他   46,528   66,876   

貸倒引当金   －   △3,796   

投資その他の資産合計   329,332 5.8  272,476 4.3 △56,855

固定資産合計   2,561,456 45.2  2,626,851 41.0 65,395

資産合計   5,668,860 100.0  6,409,169 100.0 740,308
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前連結会計年度

（平成19年３月31日）
当連結会計年度

（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）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．買掛金   143,379   127,161   

２．未払法人税等   311,344   366,782   

３．賞与引当金   63,600   148,429   

４．役員賞与引当金   28,000   58,000   

５．その他   232,138   264,143   

流動負債合計   778,462 13.7  964,516 15.0 186,053

Ⅱ　固定負債         

１．退職給付引当金   17,351   23,910   

２．役員退職慰労引当金   217,036   234,521   

３．負ののれん   20,983   16,715   

固定負債合計   255,370 4.5  275,146 4.3 19,776

負債合計   1,033,832 18.2  1,239,662 19.3 205,830

         

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   442,900 7.8  442,900 6.9 －

２．資本剰余金   405,800 7.2  405,800 6.3 －

３．利益剰余金   3,786,328 66.8  4,413,440 68.9 627,111

４．自己株式   － －  △92,633 △1.4 △92,633

　　株主資本合計   4,635,028 81.8  5,169,506 80.7 534,478

純資産合計   4,635,028 81.8  5,169,506 80.7 534,478

負債純資産合計   5,668,860 100.0  6,409,169 100.0 740,308

日進工具㈱　(6157)　平成 20 年３月期　決算短信

－ 9 －



(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（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   5,579,961 100.0  5,892,481 100.0 312,519

Ⅱ　売上原価 ※２  2,951,665 52.9  2,966,478 50.3 14,813

売上総利益   2,628,296 47.1  2,926,002 49.7 297,706

Ⅲ　販売費及び一般管理費
※１
・２

 1,503,750 26.9  1,680,372 28.6 176,621

営業利益   1,124,545 20.2  1,245,629 21.1 121,084

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  1,007   3,297    

２．受取配当金  7,086   10,129    

３．負ののれん償却額  4,267   4,267    

４．受取助成金  1,531   4,175    

５．生命保険解約金  21,431   －    

６．その他  5,578 40,903 0.7 10,620 32,490 0.6 △8,412

Ⅴ　営業外費用         

１．記念行事費  8,137   －    

２．貸倒引当金繰入  －   3,796    

３．その他  1,359 9,496 0.2 2,552 6,348 0.1 △3,147

経常利益   1,155,951 20.7  1,271,771 21.6 115,819

Ⅵ　特別利益         

　１．固定資産売却益 ※３ 1,535   2,069    

  ２. 貸倒引当金戻入  － 1,535 0.0 5,701 7,771 0.1 6,235

Ⅶ　特別損失         

１．固定資産売却損 ※４ 225   506    

２．固定資産除却損 ※５ 13,244   1,575    

３．会員権評価損  － 13,470 0.2 200 2,281 0.0 △11,188

税金等調整前当期純利
益

  1,144,017 20.5  1,277,260 21.7 133,243

法人税、住民税及び事
業税

 520,152   616,394    

法人税等調整額  △35,246 484,906 8.7 △66,276 550,117 9.4 65,210

当期純利益   659,110 11.8  727,143 12.3 68,033
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(3）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

株主資本
 純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年３月31日　残高（千円） 442,900 405,800 3,228,663 4,077,363 4,077,363

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注）   △65,646 △65,646 △65,646

役員賞与　　（注）   △35,800 △35,800 △35,800

当期純利益   659,110 659,110 659,110

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

－ － 557,664 557,664 557,664

平成19年３月31日　残高（千円） 442,900 405,800 3,786,328 4,635,028 4,635,028

（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。

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

株主資本
 純資産合計

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19年３月31日　残高（千円） 442,900 405,800 3,786,328 － 4,635,028 4,635,028

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当   △100,032  △100,032 △100,032

当期純利益   727,143  727,143 727,143

自己株式の取得    △92,633 △92,633 △92,633

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

－ － 627,111 △92,633 534,478 534,478

平成20年３月31日　残高（千円） 442,900 405,800 4,413,440 △92,633 5,169,506 5,169,506
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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18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（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     

税金等調整前当期純利益  1,144,017 1,277,260  

減価償却費  340,398 402,109  

負ののれん償却額  △4,267 △4,267  

貸倒引当金の増減額（減少：△）  990 △3,173  

退職給付引当金の増減額（減少：
△）

 6,370 6,559  

役員退職慰労引当金の増減額（減
少：△）

 19,510 17,485  

賞与引当金の増減額（減少：△）  △500 84,829  

役員賞与引当金の増減額（減少：
△） 

 28,000 30,000  

貸倒損失  － 888  

受取利息及び受取配当金  △8,094 △13,427  

固定資産売却損益（益：△）  △1,309 △1,563  

固定資産除却損  13,244 1,575  

会員権評価損  － 200  

売上債権の増減額（増加：△）  △114,264 77,642  

たな卸資産の増減額（増加：△）  △60,287 △93,422  

その他流動資産の増減額（増加：
△）

 △925 2,875  

仕入債務の増減額（減少：△）  63,856 △16,218  

その他の流動負債の増減額（減少：
△）

 50,345 △1,870  

役員賞与の支払額  △35,800 －  

その他  4,857 △2,702  

小計  1,446,140 1,764,776 318,635

利息及び配当金の受取額  8,094 13,427  

法人税等の支払額  △455,710 △562,059  

営業活動によるキャッシュ・フロー  998,524 1,216,144 217,619

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

定期預金の預入れによる支出  △1,260,000 △459,000  

定期預金の払戻しによる収入  841,500 378,000  

投資有価証券の取得による支出  － △4,590  

有形固定資産の取得による支出  △632,306 △496,055  

有形固定資産の売却による収入  11,657 8,527  

無形固定資産の取得による支出  － △3,373  

その他  － △16,740  

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,039,148 △593,232 445,916
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前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（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）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

自己株式の取得による支出  － △92,633  

配当金の支払額  △65,443 △99,627  

財務活動によるキャッシュ・フロー  △65,443 △192,261 △126,818

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額（減少：
△）

 △106,066 430,651 536,718

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  1,208,211 1,102,144 △106,066

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 ※ 1,102,144 1,532,795 430,651
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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18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数　　１社

子会社のうち株式会社ジーテックの１

社が連結の範囲に含まれております。

(1）連結子会社の数　　１社

子会社のうち株式会社ジーテックの１

社が連結の範囲に含まれております。

 (2）非連結子会社の名称等

株式会社新潟日進は連結の範囲に含ま

れておりません。

この非連結子会社は小規模であり、合

計の総資産、売上高、当期純損益及び利

益剰余金のいずれの金額においても僅少

であり、連結財務諸表に及ぼす影響が軽

微であるので、連結の範囲から除外して

おります。

(2）非連結子会社の名称等

株式会社新潟日進は連結の範囲に含ま

れておりません。

この非連結子会社は小規模であり、合

計の総資産、売上高、当期純損益及び利

益剰余金のいずれの金額においても僅少

であり、連結財務諸表に及ぼす影響が軽

微であるので、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

　持分法を適用していない非連結子会社

（株式会社新潟日進）は、当期純損益及び

利益剰余金等からみて、持分法の対象から

除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微

であるので、持分法の適用範囲から除外し

ております。

　持分法を適用していない非連結子会社

（株式会社新潟日進）は、当期純損益及び

利益剰余金等からみて、持分法の対象から

除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微

であるので、持分法の適用範囲から除外し

ております。

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　連結子会社の事業年度の末日は連結決算

日と一致しております。

　連結子会社の事業年度の末日は連結決算

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

時価のないもの

移動平均法による原価法

(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

時価のないもの

同左

 ②　たな卸資産

製品、原材料

移動平均法による原価法

②　たな卸資産

製品、原材料

同左

 仕掛品

個別法による原価法

仕掛品

同左

 (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

定率法を採用しております。

ただし、建物（建物付属設備を除

く）のうち、平成10年４月１日以降に

取得したものについては定額法を採用

しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。

建物及び構築物　　　　７～38年

機械装置及び運搬具　　１～10年

その他　　　　　　　　１～15年

(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

同左

 ②　無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用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
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 (3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

債権等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、貸倒懸念債権及び破産更生債

権等については個別に回収可能性を勘

案し、回収不能見込額を計上しており

ます。

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

 ②　賞与引当金

従業員賞与の支出に備えるため支給

見込額のうち、当連結会計年度負担額

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

役員に対して支給する賞与の支出に

充てるため、当連結会計年度において

予想される支給見込額に基づき、当連

結会計年度の負担額を計上しておりま

す。

③　役員賞与引当金

同左

 ④　退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため当連

結会計年度末における退職給付債務の

見込額を計上しております。

なお、退職給付引当金の対象従業員

数が300名未満であるため簡便法に

よっており、退職給付債務の見込額は、

当連結会計年度末自己都合要支給額と

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、内規に基づく当連結会計年度末要

支給額を計上しております。

⑤　役員退職慰労引当金

同左

 (4）その他連結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。

(4）その他連結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

同左

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価方法は、

全面時価評価法によっております。

同左

６．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

のれん及び負ののれんは、10年間の均等

償却を行っております。

同左

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、要求払預金及び取得日から

３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高

い、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短期

的な投資であります。

同左

日進工具㈱　(6157)　平成 20 年３月期　決算短信

－ 15 －



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18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（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）

  当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月

９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　平成

17年12月９日）を適用しております。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額は4,635,028千

円であります。

　なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資産

の部については、連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後

の連結財務諸表規則により作成しております。

 ────────

（役員賞与に関する会計基準）

当連結会計年度より、「役員賞与に関する会計基準」（企

業会計基準委員会　平成17年11月29日　企業会計基準第４

号）を適用しております。これにより、営業利益、経常利

益及び税金等調整前当期純利益が28,000千円減少しており

ます。

 ────────

 ──────── （固定資産の減価償却方法の変更） 

法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、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、経常利益及び税金等調整前当期純利

益は、それぞれ18,378千円減少しております。 

表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（連結貸借対照表）

前連結会計年度において、「連結調整勘定」として掲

記されていたものは、当連結会計年度から「負ののれん」

と表示しております。

（連結貸借対照表）

「建設仮勘定」は、前連結会計年度は、有形固定資産

の「その他」に含めて表示しておりましたが、当連結会

計年度において、資産の総額の100分の１を超えたため区

分掲記しました。

なお、前連結会計年度末の「建設仮勘定」は30,402千

円であります。

（連結損益計算書）

前連結会計年度において、「連結調整勘定償却」とし

て掲記されていたものは、当連結会計年度から「負のの

れん償却額」と表示しております。

 ────────

（連結キャッシュ・フロー計算書）

前連結会計年度において、「連結調整勘定償却額」と

して掲記されていたものは、当連結会計年度から「負の

のれん償却額」と表示しております。

 ────────
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追加情報

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 ────────

 

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％に到達した連結会計年度の

翌連結会計年度より、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、経常利益及び税金等調整前当期純

利益がそれぞれ2,467千円減少しております。

 ────────

 

当連結会計年度より、「『退職給付に係る会計基準』の

一部改正(その２)」（企業会計基準第14号　平成19年５月

15日）を適用しております。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31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．非連結子会社に対するものは次のとおりであります。

投資有価証券（株式）        17,952千円 投資有価証券（株式）   17,952千円

※２．連結会計年度末日満期手形

連結会計年度末日満期手形の会計処理については、

当連結会計年度の末日が金融機関の休日でしたが、満

期日に決済が行われたものとして処理しております。

当連結会計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 18,233千円

※２．　　　　　　──────

 

３．受取手形割引高 9,588千円 ３．受取手形割引高 40,617千円

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、

次のとおりです。

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、

次のとおりです。

役員報酬 215,358千円

給与手当 336,619千円

退職給付費用 3,041千円

賞与引当金繰入額 31,568千円

役員退職慰労引当金繰入額 19,510千円

役員賞与引当金繰入額 28,000千円

減価償却費 119,942千円

研究開発費 189,169千円

役員報酬 223,144千円

給与手当        324,581千円

退職給付費用     26,905千円

賞与引当金繰入額      77,859千円

役員退職慰労引当金繰入額       18,685千円

役員賞与引当金繰入額      58,000千円

減価償却費        46,930千円

研究開発費       207,863千円

※２．研究開発費の総額 ※２．研究開発費の総額

一般管理費及び当期製造費用

に含まれる研究開発費
189,169千円

一般管理費及び当期製造費用

に含まれる研究開発費
      207,863千円

※３．固定資産売却益の内訳は、次のとおりです。 ※３．固定資産売却益の内訳は、次のとおりです。

機械装置及び運搬具 1,535千円 機械装置及び運搬具      2,050千円

その他  19千円

合計       2,069千円

※４．固定資産売却損の内訳は、次のとおりです。 ※４．固定資産売却損の内訳は、次のとおりです。

機械装置及び運搬具 225千円 機械装置及び運搬具 506千円

※５．固定資産除却損の内訳は、次のとおりです。 ※５．固定資産除却損の内訳は、次のとおりです。

建物及び構築物 12,119千円

機械装置及び運搬具 585千円

その他 539千円

合計 13,244千円

建物及び構築物       449千円

機械装置及び運搬具    816千円

その他    308千円

合計       1,575千円
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末株
式数（株）

発行済株式

普通株式 1,563,000 ― ― 1,563,000

合計 1,563,000 ― ― 1,563,000

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18年６月26日

定時株主総会
普通株式 65,646 42 平成18年３月31日 平成18年６月26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26日

定時株主総会
普通株式 100,032 利益剰余金 64 平成19年３月31日 平成19年６月27日
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当連結会計年度（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

前連結会計年度末株
式数（株）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末株
式数（株）

発行済株式

普通株式 1,563,000 ― ― 1,563,000

合計 1,563,000 ― ― 1,563,000

自己株式

普通株式(注） ― 24,270 ― 24,270

合計 ― 24,270 ― 24,270

　(注)　普通株式の自己株式の株式数の増加24,270株は、取締役会決議による増加24,200株、単元未満株式の買取りに

よる増加70株であります。

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19年６月26日

定時株主総会
普通株式 100,032 64 平成19年３月31日 平成19年６月27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20年６月25日

定時株主総会
普通株式 118,482 利益剰余金 77 平成20年３月31日 平成20年６月26日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（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連結会計年度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連結会計年度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

現金及び預金 1,481,144千円

預入期間３ヶ月超の定期預金 △379,000千円

現金及び現金同等物 1,102,144千円

現金及び預金 2,092,795千円

預入期間３ヶ月超の定期預金 △560,000千円

現金及び現金同等物  1,532,795千円

（リース取引関係）

該当事項はありません。

（有価証券関係）

時価評価されていない主な有価証券の内容

 

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券   

非上場株式 100 4,690
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（デリバティブ取引関係）

　当社グループは、前連結会計年度及び当連結会計年度のいずれにおいてもデリバティブ取引をまったく利用してお

りませんので、該当事項はありません。

（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社グループは、退職金規程に基づく退職一時金制度を採用しております。

　また、平成２年３月７日から従来の退職金制度に上積みして日本工作機械関連工業厚生年金基金制度を採用し

ております。

なお、要拠出額を退職給付費用として処理している複数事業主制度に関する事項は次のとおりであります。

(1）制度全体の積立状況に関する事項（平成19年３月31日現在）

年金資産の額 132,459百万円

年金財政計算上の給付債務の額 139,971百万円

差引額 △7,512百万円

(2）制度全体に占める当社グループの掛金拠出割合（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

0.58％

(3）補足説明

上記(1）の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高34,122百万円及び剰余金26,110百万円

であります。本制度における過去勤務債務の償却方法は期間20年の元利均等償却であります。

なお、上記(2）の割合は当社グループの実際の負担割合とは一致しません。

２．退職給付債務に関する事項

 
前連結会計年度

（平成19年３月31日）
当連結会計年度

（平成20年３月31日）

①　期末自己都合要支給額（千円） 17,351 23,910

②　退職給付引当金（千円） 17,351 23,910

（注）当連結会計年度における退職給付引当金は、簡便法により、退職金規程に基づく期末自己都合要支給額を計

上しております。

３．退職給付費用に関する事項

 
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

①　退職給付引当金繰入額（千円） 6,370 6,981

②　退職給付額（千円） 169 ―

③　退職給付引当金取崩額（千円） ― 421

④　厚生年金基金拠出額 ― 40,918

退職給付費用（千円）（①＋②－③＋④） 6,539 47,477

４．当社は、日本工作機械関連工業厚生年金基金に加盟しております。拠出割合により計算した年金資産額は平成

19年３月31日現在では771,638千円であります。

（ストック・オプション等関係）

該当事項はありません。

（企業結合等関係）

該当事項はありません。
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　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

（単位：千円）

（繰延税金資産）  

(1）流動資産  

未払事業税 23,452

賞与引当金繰入限度超過額 25,471

たな卸資産評価損否認 11,249

貸倒引当金繰入限度超過額 1,871

未払費用 18,451

（計） 80,494

  

(2）固定資産  

役員退職慰労引当金限度超過額 87,072

固定資産評価損否認 18,890

その他 9,299

（計） 115,261

繰延税金資産合計 195,755

（繰延税金負債）  

特別償却準備金 △50,509

繰延税金資産純額 145,246

（単位：千円）

（繰延税金資産）  

(1）流動資産  

未払事業税 29,068

賞与引当金 59,482

たな卸資産評価損否認 6,301

連結会社間内部利益消去 7,749

貸倒引当金繰入限度超過額 797

未払費用 21,372

（計） 124,769

(2）固定資産  

役員退職慰労引当金 94,126

固定資産評価損否認 18,971

その他 11,786

（計） 124,883

繰延税金資産合計 249,652

（繰延税金負債）  

特別償却準備金 △38,129

繰延税金資産純額 211,523

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

法定実効税率 39.8％

（調整）  

交際費等永久に損金に参入されない項目 1.0 

留保金課税 2.8

試験研究費税額控除分 △1.8

その他 0.6

税効果会計適用後の法人税等の負担率 42.4

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

法定実効税率 39.8％

（調整）  

交際費等永久に損金に参入されない項目 2.9 

留保金課税  2.1

試験研究費税額控除分 △1.7

その他 △0.0

税効果会計適用後の法人税等の負担率  43.1
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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18年４月１日　至平成19年３月31日）

　当連結グループは切削工具の専門メーカーとして、同一セグメントに属する超硬エンドミルの製造・販売を

行っており、当該事業以外に事業の種類が無いため、該当事項はありません。

当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

　当連結グループは切削工具の専門メーカーとして、同一セグメントに属する超硬エンドミルの製造・販売を

行っており、当該事業以外に事業の種類が無いため、該当事項はありません。

ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

　本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占

める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

　本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占

める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

　海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。

当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

　海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。

日進工具㈱　(6157)　平成 20 年３月期　決算短信

－ 23 －



（関連当事者との取引）

前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

(1）役員及び個人主要株主等

　　該当事項はありません。

(2）子会社等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内
容又は職
業

議決権等
の所有
（被所
有）割合
（％）

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

兼任等
事業上
の関係

子会社
株式会社

新潟日進

新潟県魚

沼市
10,000

切削工具

製造

(所有)

直接 100

兼任

２名

当社よ

り外注

加工依

頼

外注加工 202,531 買掛金 23,736

受取配当金 7,000 ―  

工場賃貸 2,700 ―  

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

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

子会社への外注加工費及び工場賃貸料については、市場価格を参考に決定しております。

当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

(1）役員及び個人主要株主等

　　該当事項はありません。

(2）子会社等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内
容又は職
業

議決権等
の所有
（被所
有）割合
（％）

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

兼任等
事業上
の関係

子会社
株式会社

新潟日進

新潟県魚

沼市
10,000

切削工具

製造

(所有)

直接 100

兼任

２名

当社よ

り外注

加工依

頼

外注加工 196,893 買掛金 19,425

受取配当金 10,000 ―  

工場賃貸 3,090 ―  

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

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

子会社への外注加工費及び工場賃貸料については、市場価格を参考に決定しております。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（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 2,965円47銭

１株当たり当期純利益 421円70銭

１株当たり純資産額     3,359円59銭

１株当たり当期純利益    466円70銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

潜在株式がないため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

潜在株式がないため記載しておりません。

　（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。

 
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当期純利益（千円） 659,110 727,143

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

普通株式にかかる当期純利益（千円） 659,110 727,143

期中平均株式数（株） 1,563,000 1,558,068

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成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   1,336,278   1,832,421   

２．受取手形   2,352   4,052   

３．売掛金 ※１  607,176   575,420   

４．製品   331,436   455,971   

５．原材料   68,575   56,156   

６．仕掛品   163,350   143,057   

７．前払費用   12,057   8,902   

８．繰延税金資産   67,727   103,423   

９．その他   －   106   

貸倒引当金   △4,700   －   

流動資産合計   2,584,255 49.7  3,179,512 54.3 595,257

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1）建物  1,126,271   1,186,638    

減価償却累計額  369,910 756,361  427,362 759,276   

(2）構築物  57,364   60,377    

減価償却累計額  38,273 19,090  41,298 19,079   

(3）機械装置  2,179,683   2,449,806    

減価償却累計額  1,240,667 939,016  1,467,910 981,896   

(4）車両運搬具  44,798   43,473    

減価償却累計額  31,768 13,030  31,122 12,350   

(5）工具器具備品  357,445   457,341    

減価償却累計額  277,065 80,379  324,748 132,592   

(6) 土地   346,394   346,394   

(7) 建設仮勘定   －   69,354   

(8）その他   28,602   －   

有形固定資産合計   2,182,874 42.0  2,320,943 39.6 138,069

２．無形固定資産         

(1）ソフトウエア   34,175   15,880   

(2）その他   380   3,380   

無形固定資産合計   34,555 0.6  19,260 0.3 △15,295
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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）

３．投資その他の資産         

(1）投資有価証券   －   4,590   

(2）関係会社株式   102,752   102,752   

(3）出資金   2,115   2,115   

(4）繰延税金資産   49,894   69,918   

(5）長期性預金   200,000   100,000   

(6）保証金   10,497   11,748   

(7）敷金   13,783   20,003   

(8）保険積立金   19,346   28,342   

(9）その他   540   551   

投資その他の資産合計   398,927 7.7  340,021 5.8 △58,906

固定資産合計   2,616,357 50.3  2,680,225 45.7 63,868

資産合計   5,200,612 100.0  5,859,738 100.0 659,125

         

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．買掛金 ※１  124,135   110,813   

２．未払金   113,161   126,555   

３．未払費用   92,834   96,562   

４．未払法人税等   286,534   321,415   

５．未払消費税等   8,290   23,822   

６．預り金   9,177   4,224   

７．賞与引当金   56,100   129,936   

８．役員賞与引当金   28,000   58,000   

９．その他   310   994   

流動負債合計   718,544 13.8  872,322 14.9 153,778

Ⅱ　固定負債         

１．退職給付引当金   15,288   21,039   

２．役員退職慰労引当金   184,088   198,773   

固定負債合計   199,376 3.9  219,812 3.7 20,436

負債合計   917,920 17.7  1,092,135 18.6 174,215
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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）

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   442,900 8.5  442,900 7.6 －

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  405,800   405,800    

資本剰余金合計   405,800 7.8  405,800 6.9 －

３．利益剰余金         

(1）利益準備金  22,414   22,414    

(2）その他利益剰余金         

特別償却準備金  74,296   55,979    

別途積立金  2,530,000   3,030,000    

繰越利益剰余金  807,281   903,142    

利益剰余金合計   3,433,992 66.0  4,011,537 68.5 577,544

 ４．自己株式   － －  △92,633 △1.6 △92,633

株主資本合計   4,282,692 82.3  4,767,603 81.4 484,910

純資産合計   4,282,692 82.3  4,767,603 81.4 484,910

負債純資産合計   5,200,612 100.0  5,859,738 100.0 659,125
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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 ※１  4,972,148 100.0  5,268,903 100.0 296,755

Ⅱ　売上原価         

１．期首製品たな卸高  338,903   331,436    

２．当期製品製造原価 ※３ 2,523,941   2,680,257    

３．当期商品仕入高  224,231   218,974    

合計  3,087,076   3,230,669    

４．期末製品たな卸高  331,436 2,755,639 55.4 455,971 2,774,697 52.7 19,058

売上総利益   2,216,509 44.6  2,494,206 47.3 277,697

Ⅲ　販売費及び一般管理費
※２
※３

 1,278,333 25.7  1,428,002 27.1 149,669

営業利益   938,176 18.9  1,066,204 20.2 128,027

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  1,003   3,273    

２．受取配当金 ※１ 62,084   60,126    

３．受取賃貸料 ※１ 12,180   13,731    

４．受取助成金  1,531   4,175    

５．生命保険解約金  21,431   －    

６．その他  2,525 100,756 2.0 6,282 87,589 1.7 △13,167

Ⅴ　営業外費用         

１．記念行事費  8,137   －    

２．その他  1,176 9,314 0.2 1,924 1,924 0.0 △7,389

経常利益   1,029,617 20.7  1,151,868 21.9 122,250

Ⅵ　特別利益         

１．固定資産売却益 ※４ 1,535   2,069    

２．貸倒引当金戻入益  － 1,535 0.0 4,700 6,769 0.0 5,234

Ⅶ　特別損失         

１．固定資産売却損 ※５ 8   381    

２．固定資産除却損 ※６ 13,104   1,535    

３．会員権評価損  － 13,112 0.3 200 2,116 0.0 △10,996

税引前当期純利益   1,018,040 20.5  1,156,521 21.9 138,481

法人税、住民税及び事
業税

 448,008   534,665    

法人税等調整額  △38,287 409,721 8.3 △55,720 478,945 9.0 69,224

当期純利益   608,319 12.2  677,576 12.9 69,257
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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  758,042 29.2 792,008 29.8 33,965

Ⅱ　労務費  505,261 19.4 546,461 20.5 41,199

Ⅲ　経費  1,335,812 51.4 1,321,493 49.7 △14,318

（減価償却費）  (220,455) (8.5) (259,170) (9.7) (38,714)

（外注加工費）  (870,339) (33.5) (829,850) (31.2) (△40,488)

当期総製造費用  2,599,117 100.0 2,659,964 100.0 60,847

期首仕掛品たな卸高  88,174  163,350   

期末仕掛品たな卸高  163,350  143,057   

当期製品製造原価  2,523,941  2,680,257   

 原価計算の方法 原価計算の方法

 　原価計算の方法は、製品別個別原価
計算であり、期中は予定単価を用い、
原価差額は期末において製品、仕掛品、
売上原価等に配賦しております。

同左
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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

純資産合計
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）

442,900 405,800 405,800 22,414 42,580 2,130,000 732,124 2,927,119 3,775,819 3,775,819

事業年度中の変動額

特別償却準備金の繰入れ 
（注１）

    62,516  △62,516 － － －

特別償却準備金の取崩し 
（注２）

    △30,800  30,800 － － －

別途積立金の積立て 
（注１）

     400,000 △400,000 － － －

剰余金の配当（注１）       △65,646 △65,646 △65,646 △65,646

役員賞与　　（注１）       △35,800 △35,800 △35,800 △35,800

当期純利益       608,319 608,319 608,319 608,319

事業年度中の変動額合計
（千円）

－ － － － 31,716 400,000 75,156 506,873 506,873 506,873

平成19年３月31日　残高
（千円）

442,900 405,800 405,800 22,414 74,296 2,530,000 807,281 3,433,992 4,282,692 4,282,692

（注１）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。

（注２）特別償却準備金の取崩しの内訳は次のとおりです。

平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目 △9,902千円

決算による取崩し額 △20,897千円

合計 △30,800千円

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

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計資本準

備金

資本剰
余金合
計

利益準
備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計特別償却

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）

442,900 405,800 405,800 22,414 74,296 2,530,000 807,281 3,433,992 － 4,282,692 4,282,692

事業年度中の変動額

特別償却準備金の取崩し     △18,317  18,317 －  － －

別途積立金の積立て      500,000 △500,000 －  － －

剰余金の配当       △100,032 △100,032  △100,032 △100,032

当期純利益       677,576 677,576  677,576 677,576

自己株式の取得         △92,633 △92,633 △92,633

事業年度中の変動額合計
（千円）

－ － － － △18,317 500,000 95,861 577,544 △92,633 484,910 484,910

平成20年３月31日　残高
（千円）

442,900 405,800 405,800 22,414 55,979 3,030,000 903,142 4,011,537 △92,633 4,767,603 4,767,603
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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

(1）子会社株式

移動平均法による原価法

(2）　　────────

(1）子会社株式

同左

(2）その他有価証券

時価のないもの

移動平均法による原価法

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1）製品、原材料

移動平均法による原価法

(1）製品、原材料

同左

 (2）仕掛品

個別法による原価法

(2）仕掛品

同左

３．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法を採用しております。

　ただし、建物（建物付属設備を除く）

のうち、平成10年４月１日以降に取得し

たものについては定額法を採用しており

ます。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

建物　　　　　　８～38年

構築物　　　　　７～15年

機械装置　　　　１～10年

車両運搬具　　　２～６年

工具器具備品　　１～15年

(1）有形固定資産

同左

 (2）無形固定資産

　定額法を採用しております。

　なお、自社利用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

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権等の貸倒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、

貸倒懸念債権及び破産更生債権等につい

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

　従業員賞与の支出に備えるため支給見

込額のうち、当期負担額を計上しており

ます。

(2）賞与引当金

同左

 (3）役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に充

てるため、当事業年度において予想され

る支給見込額に基づき、当事業年度の負

担額を計上しております。

(3）役員賞与引当金

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）

 (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の見込額を計上して

おります。

　なお、退職給付引当金の対象従業員数

が300名未満であるため簡便法によって

おり、退職給付債務の見込額は、期末自

己都合要支給額としております。

(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

５．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

　税抜方式によっております。

(1）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4,282,692千

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。

 ────────

（役員賞与に関する会計基準）

当事業年度より、「役員賞与に関する会計基準」（企業

会計基準委員会　平成17年11月29日　企業会計基準第４号）

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が28,000千円減少しております。

 ────────

 ──────── （固定資産の減価償却方法の変更） 

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17,683千円減少しております。
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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）

 ──────── （貸借対照表）

「建設仮勘定」は、前事業年度は、有形固定資産の「そ

の他」として表示しておりましたが、当事業年度におい

て、資産の総額の100分の１を超えたため区分掲記しまし

た。

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19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 ────────

 

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が

それぞれ2,444千円減少しております。

 ────────

 

当事業年度より、「『退職給付に係る会計基準』の一部

改正（その２）」（企業会計基準第１４号　平成19年５月

15日）を適用しております。
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

※１．関係会社に対する資産及び負債 ※１．関係会社に対する資産及び負債

売掛金 115,679千円

買掛金 29,756千円

売掛金 115,265千円

買掛金 24,945千円

２．受取手形割引高 9,588千円 ２．受取手形割引高 7,563千円

（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．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

売上高 1,124,429千円

受取配当金 62,000千円

受取賃貸料 12,180千円

売上高 1,213,598千円

受取配当金 60,000千円

受取賃貸料  13,731千円

※２．販売費及び一般管理費

(1）主要な費目及び金額は、次のとおりです。

※２．販売費及び一般管理費

(1）主要な費目及び金額は、次のとおりです。

役員報酬 215,358千円

給与 256,280千円

賞与引当金繰入額 24,328千円

退職給付費用 2,308千円

役員退職慰労引当金繰入額 16,710千円

役員賞与引当金繰入額 28,000千円

減価償却費 114,686千円

広告宣伝費 110,158千円

研究開発費 189,169千円

役員報酬 223,144千円

給与  230,249千円

賞与引当金繰入額 59,366千円

退職給付費用 20,997千円

役員退職慰労引当金繰入額  15,885千円

役員賞与引当金繰入額 58,000千円

減価償却費   40,546千円

広告宣伝費  74,896千円

展示会費  102,325千円

研究開発費        207,863千円

(2）このうち販売費に属する費用のおおよその割合は

21％、一般管理費に属する費用のおおよその割合は

79％であります。

(2）このうち販売費に属する費用のおおよその割合は　

22％、一般管理費に属する費用のおおよその割合は　

78％であります。

※３．研究開発費の総額 ※３．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
189,169千円

一般管理費及び当期製造費用

に含まれる研究開発費
       207,863千円

※４．固定資産売却益の内訳は、次のとおりです

機械装置 1,108千円

車両運搬具 427千円

　合計 1,535千円

※４．固定資産売却益の内訳は、次のとおりです

機械装置 1,475千円

車両運搬具 574千円

工具器具備品 19千円

　合計 2,069千円

※５．固定資産売却損の内訳は、次のとおりです。

機械装置 8千円

※５．固定資産売却損の内訳は、次のとおりです。

車両運搬具  381千円
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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）

※６．固定資産除却損の内訳は、次のとおりです。 ※６．固定資産除却損の内訳は、次のとおりです。

建物 9,882千円

構築物 2,237千円

機械装置 550千円

車両運搬具 34千円

工具器具備品 399千円

合計 13,104千円

建物 46千円

構築物      403千円

機械装置    790千円

車両運搬具   26千円

工具器具備品    268千円

合計       1,535千円

（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）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

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）

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（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

普通株式　（注） ― 24,270 ― 24,270

合計 ― 24,270 ― 24,270

 （注）　普通株式の自己株式の株式数の増加24,270株は、取締役会決議による増加24,200株、単元未満株式の買取りによ

る増加70株であります。

（リース取引関係）

該当事項はありません。

（有価証券関係）

前事業年度（平成19年３月31日現在）及び当事業年度（平成20年３月31日現在）における子会社株式で時価のある

ものはありません。
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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）  

①流動資産  

未払事業税 21,192千円

賞与引当金繰入限度超過額 22,328千円

たな卸資産評価損否認 2,907千円

未払費用 19,429千円

その他 1,871千円

（計） 67,727千円

②固定資産  

役員退職慰労引当金限度超過額 73,267千円

固定資産評価損否認 18,472千円

その他 8,122千円

（計） 99,861千円

（繰延税金負債）  

固定負債  

特別償却準備金 △49,967千円

繰延税金資産純額 117,621千円

（繰延税金資産）  

①流動資産  

未払事業税     24,939千円

賞与引当金     51,715千円

たな卸資産評価損否認      5,014千円

未払費用     21,755千円

（計）    103,423千円

  

②固定資産  

役員退職慰労引当金     79,112千円

固定資産評価損否認     18,552千円

その他     10,111千円

（計）    107,775千円

（繰延税金負債）  

固定負債  

特別償却準備金 　△37,857千円

繰延税金資産純額    173,341千円

 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

 　 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異が、法定実効税率の百分の五以下であるため注

記を省略しております。

 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

 　 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異が、法定実効税率の百分の五以下であるため注

記を省略しております。

（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 2,740円05銭

１株当たり当期純利益 389円20銭

１株当たり純資産額     3,098円40銭

１株当たり当期純利益   434円88銭

　潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在

株式がないため記載しておりません。

　潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在

株式がないため記載しておりません。

　（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。

 
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)

当期純利益（千円） 608,319 677,576

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） 608,319 677,576

普通株式の期中平均株式数（株） 1,563,000 1,558,068

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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６．その他
(1）役員の異動

①　代表取締役の異動

該当事項はありません。

②　その他の役員の異動

 該当事項はありません。

(2）その他

該当事項はありません。
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