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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 16,410 5.3 1,147 28.5 1,106 42.3 659 7.1

19年３月期 15,587 9.5 892 △12.2 777 △23.5 616 8.0

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 4,987 52 －  23.2 8.6 7.0

19年３月期 23,278 28 －  26.7 7.6 5.7

（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 13,778 3,113 22.6 23,525 65

19年３月期 12,074 2,566 21.3 96,985 61

（参考）自己資本 20年３月期 3,113百万円 19年３月期 2,566百万円

(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 98 △1,314 1,103 1,505

19年３月期 △171 △1,530 2,136 1,607

２．配当の状況

  １株当たり配当金  配当金総額
（年間）

  配当性向
（連結）

 純資産配当率
（連結）（基準日） 中間期末 期末  年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

19年３月期 ― ― 6,000 00 6,000 00 158 25.8 7.0

20年３月期 ― ― 1,500 00 1,500 00 198 30.1 7.0

21年３月期（予想） 未定  未定   未定  ― ― ―

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、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期
連結累計期間

8,520 5.3 597 9.3 548 1.2 324 △5.5 2,451 39

通期 17,622 7.4 1,408 22.7 1,305 18.0 775 17.4 5,856 93
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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

（注）詳細は、７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　　　　　　　　有

（注）詳細は、23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 132,325株 19年３月期 26,465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（連結）の算定の基礎となる株式数については、46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 14,974 8.7 1,237 28.8 1,198 24.3 717 △3.4

19年３月期 13,778 17.4 961 13.1 964 17.2 743 58.5

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 5,425 98 ―  

19年３月期 28,078 63 ―  

(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 13,213 2,784 21.1 21,040 67

19年３月期 11,326 2,225 19.6 84,073 41

（参考）自己資本 20年３月期 2,784百万円 19年３月期 2,225百万円

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、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期
累計期間

7,747 5.9 549 0.8 507 △6.8 294 △12.4 2,223 14

通期 15,848 5.8 1,278 3.3 1,192 △0.5 691 △3.6 5,228 17

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に掲載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判

断する一定の条件に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

  当連結会計年度におけるわが国の経済は、企業収益の改善を背景とした緩やかな景気の回復基調が続きましたが、

昨年後半からの米国サブプライムローン問題に端を発した米国経済の後退懸念や、円高基調、原油・原材料価格の高

騰といった要因による景気の先行き不透明感が強まる状況となりました。当社を取り巻く工作機械業界においては、

平成19年（暦年）年間受注額が過去最高を更新し、外需の伸びに牽引される形で好調に推移いたしました。

　このような状況のもと、当社グループにおいては、当社主力製品ハイスピードミーリングセンタ（マシニングセン

タ）の新ラインナップ「ＨＳシリーズ」の販売を開始し、国内生産拠点である福井事業所（工場）増改築工事が竣工

した他、海外子会社においても生産設備の大幅な増強、販売拠点の開設を進め、グループ経営基盤のさらなる強化を

図りました。

 

　以上の結果、ソディックハイテックグループの当連結会計年度の売上高は、16,410百万円（前年同期比5.3％増）を

達成しました。また、損益面では、営業利益1,147百万円（同28.5％増）、経常利益1,106百万円（同42.3％増）、当

期純利益659百万円（同7.1％増）となりました。

　売上高については、サプライ品事業の売上高の増加により増収となりました。営業利益、経常利益、当期純利益に

ついては、主にサプライ事業及びサービス事業の増益により、いずれも増益となりました。

　事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

  なお、当連結会計期間から事業の種類別セグメントを変更したため、前年同期比較にあたっては前連結会計期間分

を変更後の区分に組み替えて行っております。  

（精密工作機械関連事業）

　主要顧客である自動車業界のみならず、情報通信機器、電子機器等のエレクトロニクス関連業界といった多くの

業界において開発競争が激化し、高精度な製品を生み出すためのより精密・微細な開発が求められております。こ

れは、当事業のハイスピードミーリングセンタ（リニアモータ駆動高速超精密小型マシニングセンタ）の開発コン

セプトの方向性である加工技術のさらなる高速・高精度化への対応と合致するものであります。当期は、主軸や制

御機能における新技術の研究開発を行い、これらの機能を搭載した新ラインアップ「ＨＳシリーズ」を発表し、各

種機械展示会に積極的に参加する等拡販に努めてまいりました。販売体制については国内外の営業拠点の拡充を進

め、中国には新たな営業拠点を開設いたしました。また、生産体制については、ハイスピードミーリングセンタの

生産拠点である福井事業所の増改築工事が竣工し、増産体制を築くとともにコスト低減を図るべく主軸の内製化等

の施策を実行し、体制強化に努めてまいりました。

　上記の結果、当事業の売上高は3,070百万円(前年同期比7.4％増)となりました。

 

（サプライ品事業）

　当事業においては、主力商品のワイヤ電極線やイオン交換樹脂「エコイオン」、水加工液用フィルター「エコフィ

ルター」 の売上が好調であったことや、原材料価格の高騰に対応した価格設定を実施したこと等により売上、損益

面において前期を上回る実績となりました。使用済みワイヤの回収システムやリサイクル可能な商品「エコイオン」、

「エコフィルター」は顧客からの評価も良く、さらにケミカル類の新商品を追加する等、地球環境保全に適合した

商品構成の拡充にも努めました。

　上記の結果、当事業の売上高は5,604百万円(前年同期比8.9％増)となりました。

 

（サービス事業）

　当事業においては、メンテナンス業務に加え、精密加工に関連する技術提供等「お客様満足度」を高めることを

基本とした総合コンサルティング事業を目指し活動を進めるとともに、当社製品販売に関する営業サポート体制を

推進してまいりました。当期においては、据付検収の減少の影響はありましたが、海外パーツ販売の増加等により

売上は堅調に推移し、損益面では補修パーツの価格改定により前年実績を上回る結果となりました。

　上記の結果、当事業の売上高は3,052百万円(前年同期比0.7％増)となりました。

（精密金型・精密成形事業）

　当事業においては、自動車関連業界向けコネクターを中心とした生産、販売活動を行いました。売上高は堅調に

推移いたしましたが、原材料価格の高騰や精密部品需要への対応による原価上昇の影響がありました。これらの影

響に対し、技術力を活かした微細な金型製作の研究や、国内外の生産拠点の効率性を高めるべく生産体制の再構築

に努めました。
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　上記の結果、当事業の売上高は4,682百万円（前年同期比3.0％増）となりました。

次期の見通し　

　次期のわが国の経済は、前述のとおり、米国経済の後退懸念や原材料価格の高騰等に伴う景気に対する先行き不透

明感の影響から、景気は減速傾向で推移すると予想されます。工作機械業界においては、企業の設備投資意欲の減退

から内需の伸びは期待できませんが、外需は引き続き好調であることが予想され、受注傾向は全体としては当期同様

高い水準になると思われます。製造業においては、コスト面から海外生産へのシフトが一層進むことが予想されま

す。

　このような環境のもと、当社グループでは、当期に開設した販売拠点やグループネットワークを活用した海外販売

強化を推し進めます。生産体制についても、国内外での生産拠点の再構築を図るとともに、内製化による収益改善に

取り組みます。また、新製品の開発を通して幅広いユーザー層へのアプローチを行い、顧客の拡大を図ります。

　平成21年３月期連結業績見通しは、売上高17,622百万円、営業利益1,408百万円、経常利益1,305百万円、当期純利

益775百万円とし、それぞれ増収増益を予想しております。

(2）財政状態に関する分析

　当連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローが98百万円の獲

得、投資活動によるキャッシュ・フローが1,314百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが1,103百万円の

獲得となりました。

　この結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は1,505百万円となりました。

 

（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、98百万円となりました。これは、税金等調整前当期純利益1,115百万円の計上が

あったものの、売上債権の増加312百万円、たな卸資産の増加335百万円、法人税等の支払額456百万円があったことな

どによるものです。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動により支出した資金は、1,314百万円となりました。これは、有形固定資産の取得による支出1,341百万円

など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）

　財務活動により獲得した資金は、1,103百万円となりました。これは長期、短期借入金による収入4,617百万円があ

る一方で、長期、短期借入金返済による支出3,055百万円、社債償還による支出300百万円があったことなどによるも

のであります。 

 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・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ます。利益配分につきましては、将来

の事業発展と経営体質の強化のために、長期的視野に立った研究開発や設備投資に利益を再投資することが必要不可

欠であると考え、必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としておりま

す。当期末配当につきましては、平成19年11月15日に発表しましたとおり、１株当たり1,500円にて決議する予定であ

ります。

　今後におきましても経営基盤の強化及び積極的な事業展開のために内部留保の充実を行い、企業価値を高めていく

とともに業績を考慮した上で株主配当等の利益配分を決定いたしますが、配当性向30％以上を設定目標とし、株主へ

の積極的な利益還元に努めてまいる所存であります。

  なお、平成21年３月期の配当予想につきましては、決定次第発表いたします。

 

(4）事業等のリスク

　当社グループの事業展開に関するリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項は、以下のようなものがあ

ります。なお、文中における将来に係る事項は、提出日現在において当社が判断したものであります。

 

①国内外の景気・経済情勢にかかる影響について

  当社グループは、収益の安定しているサプライ品事業及びサービス事業が売上高の過半を占めているため、比較的

景気動向に左右されにくい収益構造を有しているといえますが、放電加工機の主要用途が金型製作に関連があり、当

社グループのいずれの事業も民間設備投資の動向に敏感な金型業界との関わりが深い点はリスクの要因と考えられま
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す。金型業界の需要先は、電気・電子、半導体、自動車、バイオ、精密機器等の先端産業の他、多岐に亘っており、

これらの設備投資動向が当社グループの業績に影響を及ぼすものといえます。とりわけ、自動車関連業界は、精密金

型・精密成形事業を中心に当社グループの業績との間には深い関わりがあるといえます。このように、広くは国内外

の景気動向や経済情勢の変動によって、特に、自動車関連業界の設備投資動向が当社グループの期間損益やキャッ

シュ・フローに影響を及ぼす可能性があります。

 

②銅地金の国際市場価格高騰の影響について

　サプライ品事業のワイヤ電極線の原材料となる非鉄金属（銅・亜鉛）の国際市場価格は一昨年より高騰しておりま

す。銅地金の原料の値上げにより線材の市場価格は、平成17年度平均401.7円／kgでありましたが、平成18年度平均

705.1円／kg、平成19年度平均704.8円／kgとなっており、現在もなお高値圏で推移する状況にあります。仮に、現在

の高値水準が予想以上に長期化したり、原材料の入荷遅延等の事態が発生した場合、当社グループの期間損益が損な

われる惧れがあります。しかしながら、グループ関連会社によるワイヤ電極の内製化等を進め原価低減に努めてまい

ります。

 

③海外向け輸出に関する為替の影響について

　当社グループは海外向けに製品の販売を行っており、当該取引には円建て取引のほか、米ドル及びユーロによる外

貨建て取引があります。海外への輸出取引の一方で相当額の海外調達部材の輸入取引があり、為替変動によるリスク

が一部軽減されることもありますが、当社グループの海外向け販売は増加する傾向にあり、それにしたがって為替リ

スクも増大する可能性があります。

 

④親会社株式会社ソディックとの関係について

　当社グループの親会社である株式会社ソディックは、NC放電加工機の開発製造販売会社であり放電加工機市場にお

けるトップ企業であります。当社グループは、同社に対する売上高及び同社からの仕入高の割合が相対的に高く、売

上高についてはワイヤ電極等の消耗品の供給及びメンテナンスであり、一方、仕入の中心は補修部品や放電加工機で

あります。当社グループは放電加工機を核とした周辺をその事業領域としていることから、株式会社ソディックの納

入先をそのまま顧客とし得る点などが、競合他社に対する当社グループの比較優位性につながっているといえますが、

仮に何らかの理由で株式会社ソディックの販売力が低下したり、そのブランドが著しく損なわれる事態が生じた場合、

当社グループの競争力も同様に著しく低下する可能性があります。ソディックグループの一員であることは大きなメ

リットである反面、リスクともなり得ることを充分に認識し、さらに一層、グループ外の取引拡大に力を注いでいく

所存であります。

 

⑤特定の販売先への依存度が高いことについて 

　親会社である株式会社ソディックを除いて、依存度の高い当社グループの販売先としては、精密金型・精密成形事

業の最大の得意先であるタイコエレクトロニクスアンプ株式会社が挙げられます。同社は世界最大級の電子部品サプ

ライヤーである米タイコエレクトロニクス社の日本法人であり、自動車産業、IT産業向けの各種精密コネクターを主

体に事業を展開している会社であります。当社グループは同社に対し自動車向けの精密コネクターの金型及び成形品

の供給を行っております。当連結会計期間における同社向けの売上高2,942百万円（うち精密金型・精密成形事業2,941

百万円）は、当社グループ売上高の17.9％に相当するものであります。世界規模のタイコエレクトロニクスグループ

より製品技術力を評価されていることは当社グループにとって大きな強みとなっておりますが、将来の経済動向、関

連業界の動向如何では、同社の生産計画が変更を余儀なくされる可能性があり、その場合には当社グループの業績や

キャッシュ・フローに悪影響が及ぶ可能性があります。

 

⑥超精密小型マシニングセンタについて

　精密工作機械関連事業の主力製品である超精密小型マシニングセンタは、世界で初めて3軸リニアモータを搭載した

高速・高精度の小型マシニングセンタであり、マシニングセンタの中の「立て形・前後ストローク500mm未満」の小型

機に属するものであります。マシニングセンタは、工作機械受注総額の約35％を占める代表的な工作機械ですが、立

て形・前後ストローク500mm未満の小型機は、まだまだ小さな市場であります。その中でも、当社グループの製品はナ

ノスケールの最先端の超精密加工用に特化した特殊な機種であり、現状では必要領域も限られているため、その受注

環境は不安定な面が強いといわざるを得ません。したがって、超精密加工を必要とする分野の生産動向及び設備投資

動向如何では、当社グループの期間損益やキャッシュ・フローにマイナスの影響が及ぶ可能性があります。

しかしながら、超精密小型マシニングセンタは、ナノテクノロジーの急速な進展によって、産業界の超精密加工に対

する関心も日々高まっていることから、今後の成長が大いに期待される市場と認識し、当社グループでは同製品の拡

販に積極的に取組み、事業の育成拡大に力を注いでいく方針です。
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⑦製商品の品質維持について

　当社グループでは、各事業において、取引顧客に対してより満足度の高い品質を確保するため、世界的に認められ

ている品質基準であるISO9001、ISO14001を取得しております。当社グループにおきましては、製商品の生産及び仕入

における品質管理には万全を期しており、過去においても損害賠償責任を問われるような事態が生じたことはありま

せんが、将来に亘り、欠陥が全く生じないという保証はなく、また、今後発売する新製品新商品に予期せぬ不具合が

発生する可能性も完全には否定できるものではありません。仮に欠陥が認められ、製造物責任問題が生じた場合、当

社グループの社会的評価が著しく低下する惧れがあり、当社グループの業績、財政状態に大きな影響を及ぼす可能性

があります。

 

⑧研究開発活動にかかる業績等への影響について

　他社に先んじたリニア技術を有する当社グループは、さらに高度な製品へと発展する技術・ノウハウを提供するこ

とで、産業界のモノづくりに貢献を重ねていると自負しております。しかし、日々高度化する精密加工ニーズに対し、

将来に亘り当社グループの研究開発成果が常に最先端であり続け、顧客ニーズを充分に満足させ得るかどうかは保証

し得るものではありません。研究開発の遅延により新製品の投入時期を逸した場合や、代替技術の台頭などによる当

社のコア技術の陳腐化により顧客ニーズに充分応えることが叶わなかった場合、あるいは、技術的に当社製品と同等

若しくはそれ以上の製品が低価格で市場に投入された場合には、当社グループの業績や財政状態に大きな影響が及ぶ

可能性があります。

 

⑨特許をはじめとする知的財産権にかかるリスクについて

　工作機械業界において知的財産権は経営戦略上重要な役割を担っております。知的財産権の保護については、その

重要性を十分認識し、必要な法的手続きをとることは勿論、第三者による当社保有特許の侵害の有無、あるいは当社

による第三者保有特許の侵害の有無について定期的に確認しておりますが、新たに申請した権利が独自の知的財産権

として認められなかったり、第三者が類似の優れた技術を開発したりするなど、当社グループの技術や企業秘密の模

倣や解析を防止できなかった場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。また、当社グループ

による特許侵害を第三者より主張されたり、特許侵害訴訟を提訴されたりする危険を完全に払拭することは難しく、

かかる場合においても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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２．企業集団の状況
　当社グループは、放電加工機関連機器及び工作機械の開発・製造・販売を中心とする当社と当社関連事業の研究、海

外での製造・販売等を行う子会社４社及び関連会社２社により構成されています。事業の内容としましては、リニアモー

タ駆動超精密マシニングセンタの製造販売（精密工作機械関連事業）、放電加工機を中心とした工作機械の周辺装置・

消耗品等の販売（サプライ品事業）並びにメンテナンス及び保守契約（サービス事業）、放電加工機を用いた金型製品

の製造販売及び当該金型を用いた成形品の製造販売（精密金型・精密成形事業）を行っております。

　事業の系統図は、次のとおりであります。（平成20年３月31日現在）

 

株 式 会 社 ソ デ ィ ッ ク ハ イ テ ッ ク 

 開発支援  製品購入 

製品販売 

 製品購入 

原材料の仕入 
設備の購入 
建物の賃借 等 

株式会社ソディック（※1） 
及び関係会社 

※1 親会社 
※2 連結子会社 
※3 非連結子会社で持分法非適用会社 
※4 関連会社で持分法非適用会社 

沙迪克機械科技 
(上海)有限公司 

※2 

Sodick Hightech 
Europe Ltd. 
        ※4 

株式会社ナノ 
テクノリサーチ 

※3 

製商品販売 
メンテナンスサービス 

商品販売 
販売支援 

開発支援 

 商品販売 

技術提供 

製商品の販売 等 

蘇州凱旋機電 
元件有限公司 

※2 

Sodick Hightech 
Germany GmbH 
        ※4 

得意先への製商品の販売 等 

当社グループ内取引 

親会社及び関係会社との取引 

精密工作機械 
関連事業 
（精密機械事業部） 

精密金型・ 
精密成形事業 
（金型成形事業部） 

開発支援 

得    意    先 

サービス事業 
 
（テクニカル 
サービス事業部） 

サプライ品事業 
 
（サプライ品事業部） 

 製品購入 

有限会社 
エスケイエッチ 

※3 
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社グループは、超精密小型マシニングセンタの製造販売、放電加工機を中心とした工作機械の周辺機器・消耗品

の販売、技術指導、メンテナンスサービス及び金型・成形製品の製造販売を行う企業グループとして、産業界に必要

不可欠な製商品及び技術を提供しているハイテク事業の集合体であります。

　自動車関連・ＩＴ関連・精密機械等の産業界で必要な工作機械でのモノづくりの技術において、他社に先んじた技

術を有しており、更にこの技術をベースにした応用展開によるサービス及び新製品の開発を推進しております。これ

らの技術をお客様のモノづくりに生かしていただき、より高度な製品へと発展する技術、ノウハウをご提供し続ける

方針であります。

 

(2）目標とする経営指標

　当社グループは、企業価値を高めるために売上高及び売上高営業利益率の向上を中長期的重点施策の一つとしてお

ります。このために、付加価値の高い独自製品である精密工作機械を中心とした売上高の増加とコストダウンの推進

に注力し、中長期的に売上高営業利益率を10％以上に高めることを当面の経営目標としております。具体的な施策と

しましては、国内外において電子機器、IT関連、自動車業界などの精密加工分野に対する需要が見込まれることから、

ハイスピードミーリングセンタの増産対応、多様化する顧客の要求に対応したサービス体制の強化、地球環境に配慮

したサプライ品の開発等を積極的に展開してまいります。さらには、グループ全体の収益力の安定的な成長に向けて、

事業体制の再構築を図り、生産の最大限の効率化を進めてまいります。

 

(3）中長期的な会社の経営戦略

①精密工作機械関連事業　　

　消費者ニーズの多様化にともない、マイクロナノ加工、ナノ加工といった超精密部品へのさらなる需要拡大に対応

すべく、当事業の主力製品であるハイスピードミーリングセンタの生産設備の増強を進めてまいります。

　さらには、マイクロナノ加工を必要とする電子・光・バイオ・医療機器などの産業分野において、加工法の開発か

ら加工機の開発、さらには専用工具の開発まで、トータルシステム加工の開発・製造・販売を一貫して実現してまい

ります。

 

②サプライ品事業

　放電加工機の長時間加工を様々なシーンでサポートする消耗品や作業工数を削減する高品質・高精度な商品ととも

に、作業環境にやさしいだけでなく地球環境にもやさしい商品（リサイクル製品）の提供を推進してまいります。ま

た、他社製のマシンでも使用できる消耗品部品の開発及び販売を拡大し、さらには、放電加工機用部品のより高精度

化及びコスト低減化したものの商品化及び内製化を進めてまいります。内製化につきましては、ワイヤ電極線の製品

化に至るまでの一貫した技術開発が可能となり、同製品の購入に関しては不安定な供給状況にありましたが、安定し

た生産力の確立による原価低減に努めてまいります。

 

③サービス事業

　放電加工機の修理・保守のメンテナンスにおいては、それぞれの製品が持つハイテク技術に長けた技術陣を全国主

要18ヶ拠点に配置するなど地域に密着したきめ細かなサービス体制を築いており、さらには、自動車・IT・光通信・

医療機器など先端産業向けのリニアモータ駆動超精密マシニングセンタのメンテナンス事業を行い、これらの製品の

応用技術の提供や指導・育成など総合コンサルタント企業を目指した新しい事業活動を行ってまいります。また、こ

れらの事業を海外にも広く目を向け、製品・技術・ノウハウの伝播にも努めてまいります。

 

④精密金型・精密成形事業

　電子機器に見られる多ピンコネクター、自動車業界向けの高圧タイプコネクター、IT機器用の狭ピッチコネクター

など、制御機器を接続するコネクターはますます高度化の道をたどっており、金型設計から樹脂成形・組立てまでの

一貫した専用ラインを構築し、コネクターのプロとして拡大してまいります。さらには、当社の宮崎・田野工場と海

外連結子会社 蘇州凱旋機電元件有限公司との連携を強め、生産・供給体制の拡充を図るとともに、事業拡大を進めて

まいります。

　また、新たな事業として高度先端産業に向けてナノ加工技術の実用化を図り、IT、光通信、医療機器など産業分野

への加工技術発信基地としての地歩を固めてまいります。

 

(4）会社の対処すべき課題

　製造業界においては、地力をつけてきた中国、韓国などアジア各国の低価格の製品に対抗できる先端技術の導入に

いち早く取組み、これまで以上に付加価値の高い製品をつくり出す力が求められていると考えております。当社グルー
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プは工作機械の周辺機器を取扱う企業集団として、このような市場状況の中で当社の受注状況についても強い影響を

受けるものと認識しており、市場ニーズを的確に把握し、技術開発に反映させ市場ニーズに素早く対応することが必

要であります。

　対処方針としましては、多様性かつ、高度化するお客様の技術的なご要望にお応えする独自技術を持った製品を研

究、開発、提供し、かつ、新たな市場を開拓し、当社グループの業容の拡大につなげております。

　具体的な施策としましては、自動化システムを内蔵した省スペース加工機「ＨＳ１５０Ｌ」、複雑な形状の加工に

対応するための５軸加工機「ＨＳ６５０Ｌ」といった「ＨＳシリーズ」を開発、販売し、製品ニーズの多様化に伴う

リニアモータ駆動超精密マシニングセンタによる超精密部品需要への対応を進めるとともに、市場性の高いマシニン

グセンタの開発にも着手しております。また、マシニングセンタの主軸の内製化、生産拠点である福井工場の増改築

工事の完了により生産体制の強化を図ってまいります。

　営業面では、多様化する顧客ニーズに応える新製品、新技術の提案を行うためにテーマを明確にした展示会の開催

や勉強会などの拡販活動を行うとともに、営業人員の強化、国内営業拠点の充実及び中国営業拠点の開設に努めてま

いりました。
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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   1,607,781   1,505,754   

２　受取手形及び売掛金 ※3  5,513,208   5,839,127   

３　たな卸資産   1,894,930   2,247,360   

４　未収入金   87,808   112,224   

５　繰延税金資産   159,679   195,611   

６　その他   60,021   137,154   

貸倒引当金   △43,383   △14,524   

流動資産合計   9,280,046 76.9  10,022,707 72.7 742,661

Ⅱ　固定資産         

１　有形固定資産         

(1) 建物及び構築物  913,168   1,840,712    

減価償却累計額  72,290 840,878  171,902 1,668,809   

(2) 機械装置及び運搬具  1,628,897   1,735,360    

減価償却累計額  783,468 845,429  859,595 875,765   

(3) 土地   166,179   607,003   

(4) 建設仮勘定   489,145   85,580   

(5) その他  217,769   287,500    

減価償却累計額  114,937 102,832  154,366 133,133   

有形固定資産合計   2,444,463 20.2  3,370,292 24.5 925,828

２　無形固定資産         

(1) ソフトウェア   34,146   43,669   

(2) のれん   33,535   25,151   

(3) その他   45,620   45,714   

無形固定資産合計   113,301 0.9  114,535 0.8 1,233

３　投資その他の資産         

(1) 投資有価証券 ※1  74,364   74,364   

(2) 繰延税金資産   101,096   124,642   

(3) その他   67,130   90,772   

貸倒引当金   △5,432   △19,192   

投資その他の資産合計   237,159 2.0  270,587 2.0 33,428

固定資産合計   2,794,924 23.1  3,755,415 27.3 960,490

資産合計   12,074,970 100.0  13,778,122 100.0 1,703,151
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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　支払手形及び買掛金 ※3  2,941,451   2,932,094   

２　短期借入金   2,874,140   4,299,000   

３　１年以内返済予定
　　長期借入金

  312,720   407,289   

４　1年以内償還予定 
 　 社債

  300,000   300,000   

５　未払金   357,735   222,712   

６　未払費用   108,087   107,898   

７　未払法人税等   263,990   323,328   

８　賞与引当金   185,463   186,820   

９　役員賞与引当金   42,500   －   

10　製品保証引当金   －   38,159   

11　品質保証引当金   －   6,005   

12　事業所閉鎖損失引当金   －   25,979   

13　その他   220,596   137,097   

流動負債合計   7,606,685 63.0  8,986,387 65.2 1,379,701

Ⅱ　固定負債         

  １　社債   1,100,000   800,000   

２　長期借入金   616,121   666,082   

３　退職給付引当金   83,337   94,998   

４　役員退職慰労引当金   79,278   96,678   

５　負ののれん   22,823   13,694   

６　その他   －   7,250   

固定負債合計   1,901,560 15.7  1,678,704 12.2 △222,856

負債合計   9,508,246 78.7  10,665,091 77.4 1,156,845
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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）

(純資産の部)        

Ⅰ　株主資本         

１　資本金   516,300 4.3  516,300 3.7 －

２　資本剰余金   291,400 2.4  291,400 2.1 －

３　利益剰余金   1,654,079 13.7  2,159,029 15.7 504,949

株主資本合計   2,461,779 20.4  2,966,729 21.5 504,949

Ⅱ　評価・換算差額等         

１　為替換算調整勘定   104,944 0.9  146,301 1.1 41,357

評価・換算差額等合計   104,944 0.9  146,301 1.1 41,357

純資産合計   2,566,724 21.3  3,113,030 22.6 546,306

負債純資産合計   12,074,970 100.0  13,778,122 100.0 1,703,151
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(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   15,587,993 100.0  16,410,114 100.0 822,121

Ⅱ　売上原価 ※1  11,889,200 76.3  12,501,701 76.2 612,500

売上総利益   3,698,792 23.7  3,908,412 23.8 209,620

Ⅲ　販売費及び一般管理費         

１　給与手当  536,605   671,011    

２　賞与引当金繰入額  70,897   60,526    

３　役員賞与引当金繰入額  42,500   －    

４　退職給付費用  46,335   52,057    

５　役員退職慰労引当金繰
入額

 24,662   20,230    

６　荷造運賃  347,501   301,598    

７　支払手数料  171,244   171,496    

８　販売手数料  131,662   61,797    

９　のれん償却額  28,677   8,383    

10　研究開発費 ※1 329,522   290,796    

11　減価償却費  65,587   58,411    

12　貸倒引当金繰入額  2,273   －    

13　その他  1,008,640 2,806,111 18.0 1,064,707 2,761,016 16.8 △45,094

営業利益   892,680 5.7  1,147,396 7.0 254,715

Ⅳ　営業外収益         

１　受取利息  1,879   2,968    

２　為替差益  11,004   －    

３　負ののれん償却額  9,129   9,129    

４　受取手数料  56,340   55,140    

５　賃貸料収入  15,144   13,125    

６　その他  30,741 124,239 0.8 25,240 105,604 0.6 △18,635

Ⅴ　営業外費用         

１　支払利息  56,259   97,828    

２　支払手数料  －   14,000    

３　社債発行費  25,800   －    

４　為替差損  －   20,573    

５　デリバティブ費用  128,160   －    

６　その他  29,378 239,598 1.5 14,279 146,680 0.9 △92,917

経常利益   777,322 5.0  1,106,319 6.7 328,997
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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)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

増減
（千円）

Ⅵ　特別利益         

  １　前期損益修正益  ※2 －   21,122    

２　固定資産売却益 ※4 8,776   622    

３　貸倒引当金戻入益  24,082   8,590    

４　関係会社株式売却益  269,405   17,100    

５　事業譲渡益  － 302,264 1.9 37,703 85,138 0.5 △217,125

Ⅶ　特別損失         

  １　前期損益修正損 ※3 －   15,318    

２　固定資産除却損 ※5 47,987   3,121    

３　過年度製品保証引当金
繰入額

 －   26,278    

４　過年度品質保証当金繰
入額

 －   5,162    

５　事業所閉鎖損失引当金
繰入額

 － 47,987 0.3 25,979 75,860 0.5 27,873

税金等調整前当期純利益   1,031,599 6.6  1,115,597 6.8 83,998

法人税、住民税及び事業税  468,112   515,102    

法人税等調整額  △52,572 415,540 2.7 △59,478 455,624 2.8 40,084

当期純利益   616,059 4.0  659,973 4.0 43,914
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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 評価・換算差額等

純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計
為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高
（千円）

516,300 291,400 1,193,895 2,001,595 38,137 38,137 2,039,732

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 － － △132,325 △132,325 － － △132,325

役員賞与 － － △45,000 △45,000 － － △45,000

当期純利益 － － 616,059 616,059 － － 616,059

新規連結による増加 － － 21,449 21,449 － － 21,449

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額）

－ － － － 66,807 66,807 66,807

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

－ － 460,184 460,184 66,807 66,807 526,991

平成19年３月31日　残高
（千円）

516,300 291,400 1,654,079 2,461,779 104,944 104,944 2,566,724

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 評価・換算差額等

純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計
為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日　残高
（千円）

516,300 291,400 1,654,079 2,461,779 104,944 104,944 2,566,724

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 － － △158,790 △158,790 － － △158,790

当期純利益 － － 659,973 659,973 － － 659,973

従業員奨励及び福利基金等
(注)

－ － 3,765 3,765 － － 3,765

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額）

－ － － － 41,357 41,357 41,357

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

－ － 504,949 504,949 41,357 41,357 546,306

平成20年３月31日　残高
（千円）

516,300 291,400 2,159,029 2,966,729 146,301 146,301 3,113,030

 （注）前連結会計年度までは、「従業員奨励及び福利基金等」は流動負債で計上しておりましたが、利益留保性の積立

金としての性格を有するため、当連結会計年度より利益剰余金として計上しております。

(株)ソディックハイテック(6160)　平成 20 年３月期　決算短信

－ 15 －



(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  1,031,599 1,115,597 83,998

　　のれん償却額  28,677 8,383 △20,293

 　 負ののれん償却額  △9,129 △9,129 0

 　 デリバティブ費用  128,160 － △128,160

　　減価償却費  210,144 295,254 85,109

　　貸倒引当金の減少額  △19,657 △12,550 7,107

 　 品質保証引当金の増加額  － 6,005 6,005

 　 製品保証引当金の増加額  － 38,159 38,159

 　 事業所閉鎖損失引当金の増加額  － 25,979 25,979

　　賞与引当金の増加額  669 1,357 687

 　 役員賞与引当金の増加額（△減少額）  42,500 △42,500 △85,000

　　退職給付引当金の増加額  17,422 11,660 △5,761

　　役員退職慰労引当金の増加額（△
減少額）

 △3,709 17,400 21,110

　　受取利息及び受取配当金  △1,879 △2,968 △1,089

 　 関係会社株式売却益  △269,405 △17,100 252,305

 　 社債発行費  25,800 － △25,800

　　支払利息  56,259 97,828 41,569

 　 事業譲渡益  － △37,703 △37,703

    固定資産売却益  △8,776 △622 8,154

    固定資産除却損  47,987 3,121 △44,866

 　 前期損益修正益  － △21,122 △21,122

　　売上債権の増加額  △1,116,893 △312,079 804,814

　　たな卸資産の増加額  △493,658 △335,652 158,005

　　立替金の減少額  1,333 5,366 4,033

　　未収消費税等の減少額（△増加額）  48,637 △77,503 △126,140

　　未収入金の増加額  △75,560 △21,831 53,728

　　前払費用の減少額（△増加額）  1,040 △6,097 △7,138

    破産更生債権等の増加額  － △18,462 △18,462

　　仕入債務の増加額(△減少額）  675,664 △25,290 △700,955

　　未払金の減少額  △13,535 △78,180 △64,645

　　未払費用の増加額（△減少額）  △1,989 426 2,415

 　 前受金の増加額（△減少額）  △1,795 81,660 83,456

　　預り金の減少額  － △17,496 △17,496

　　未払消費税等の減少額  △14,783 △40,808 △26,024

　　役員賞与の支払額  △45,000 － 45,000

　　その他  65,851 21,547 △44,303

小計  305,974 652,650 346,676
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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）

　　利息及び配当金の受取額  1,879 2,968 1,089

　　利息の支払額  △56,513 △100,225 △43,712

　　法人税等の支払額  △422,990 △456,966 △33,975

　　営業活動によるキャッシュ・フロー  △171,650 98,427 270,078

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

 　 デリバティブ決済による収入  15,496 － △15,496

　　有形固定資産の取得による支出  △1,206,816 △1,341,263 △134,446

　　有形固定資産の売却による収入  84,561 － △84,561

　　無形固定資産の取得による支出  △10,880 △24,271 △13,391

　　その他投資の取得による支出  △4,500 △5,800 △1,300

 　 新規連結子会社の取得による収入 ※2 524,094 － △524,094

 　 新規連結子会社の取得による支出 ※3 △560,646 － 560,646

　　連結子会社株式の売却による支出 ※4 △368,965 － 368,965

 　 事業譲渡による収入  － 49,419 49,419

 　 関係会社株式の売却による収入  － 17,100 17,100

　　敷金の差入による支出  △5,228 △8,610 △3,382

　　その他  2,075 △1,508 △3,583

　　投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,530,809 △1,314,934 215,874

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

　　短期借入れによる収入  1,404,600 4,117,800 2,713,200

　　短期借入金の返済による支出  △730,460 △2,699,600 △1,969,140

　　長期借入れによる収入  545,690 500,000 △45,690

　　長期借入金の返済による支出  △325,377 △355,768 △30,391

    社債発行による収入  1,474,200 － △1,474,200

 　 社債償還による支出  △100,000 △300,000 △200,000

　　配当金の支払額  △132,325 △158,790 △26,465

　　財務活動によるキャッシュ・フロー  2,136,327 1,103,641 △1,032,686

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  14,439 10,838 △3,601

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額（△減
少額）

 448,307 △102,026 △550,334

Ⅵ　新規連結に伴う現金及び現金同等物
の増加額

 27,641 － △27,641

Ⅶ　現金及び現金同等物の期首残高  1,131,832 1,607,781 475,949

Ⅷ　現金及び現金同等物の期末残高 ※1 1,607,781 1,505,754 △102,026
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前連結会計年度
（自　平成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３社
連結子会社の名称
蘇州凱旋機電元件有限公司
蘇州凱旋科技有限公司
凱奇思機械設備（上海）有限公司
　株式会社ケイ・エッチ・エス、株式会社エム・アイ・
アール、株式会社ジェイ・アンド・エス、株式会社ソディッ
クエンジニアリングは、平成18年10月１日に当社と合併い
たしました。
　株式会社ソディックＥＷＳは、平成18年７月31日の株式
取得に伴い、また、蘇州凱旋科技有限公司は、平成18年９
月５日の出資金の取得に伴い、当連結会計年度より連結子
会社となりました。
  なお、みなし取得日を株式会社ソディックＥＷＳは平成
18年９月30日、蘇州凱旋科技有限公司は平成18年６月30日
としております。
  また、株式会社ソディックＥＷＳは、平成19年２月28日
に保有株式を売却したことに伴い関連会社となったため、
当連結会計年度中に連結の範囲から除外し持分法適用会社
としております。
　凱奇思機械設備（上海）有限公司については、重要性が
増加したことから、当連結会計年度から連結子会社に含め
ることとしました。
　

1.連結の範囲に関する事項
 
(1）連結子会社の数２社
連結子会社の名称
蘇州凱旋機電元件有限公司
沙迪克機械科技（上海）有限公司 
 
　平成19年５月28日に、凱奇思機械設備（上海）有限公司
より沙迪克機械科技（上海）有限公司に商号変更しており
ます。
　蘇州凱旋科技有限公司は平成19年10月17日付で蘇州凱旋
機電元件有限公司に合併されたため、連結の範囲から除外
しております。なお、合併までの損益計算書を連結してお
ります。

(2）主要な非連結子会社の名称等
有限会社エスケイエッチ
株式会社ナノテクノリサーチ
　　　　　　　

(2）主要な非連結子会社の名称等
同左

　　　　　　　

連結の範囲から除いた理由
　非連結子会社２社はいずれも小規模会社であり、会社の
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に
重要な影響を及ぼしていないためであります。

連結の範囲から除いた理由
同左

2.持分法の適用に関する事項
 
(1) 持分法を適用した関連会社数１社
株式会社ソディックＥＷＳ

2.持分法の適用に関する事項
 
(1) 持分法を適用した関連会社数 ―――
株式会社ソディックＥＷＳは、すべての株式を売却しまし
たので除外しております。

(2) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の名称
等

有限会社エスケイエッチ
株式会社ナノテクノリサーチ
Sodick Hightech Europe Ltd.
Sodick Hightech Germany GmbH

(2) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の名称
等

有限会社エスケイエッチ
株式会社ナノテクノリサーチ
Sodick Hightech Europe Ltd.
Sodick Hightech Germany GmbH

持分法を適用しない理由
　持分法非適用会社は、それぞれ当期純損益（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
の適用から除外しております。

持分法を適用しない理由
同左
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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）

3.連結子会社の事業年度等に関する事項
 
  連結子会社３社、蘇州凱旋機電元件有限公司、蘇州凱旋
科技有限公司、凱奇思機械設備（上海）有限公司の決算日
は12月31日であり、同決算日現在の財務諸表を使用してお
ります。ただし、連結決算日との間に生じた重要な取引に
ついては、連結決算上必要な調整を行なっております。

3.連結子会社の事業年度等に関する事項
 
  連結子会社２社、蘇州凱旋機電元件有限公司、沙迪克機
械科技（上海）有限公司の決算日は12月31日であり、同決
算日現在の財務諸表を使用しております。ただし、連結決
算日との間に生じた重要な取引については、連結決算上必
要な調整を行なっております。

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・・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、売却原価は主とし
て移動平均法により算出）

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・・同左
時価のないもの・・移動平均法による原価法

  ②デリバティブ
  　時価法
 

  ②――――――
 

 
③たな卸資産の評価基準及び評価方法
（イ）商品
　　　先入先出法による原価法

③たな卸資産の評価基準及び評価方法
（イ）商品
　　　先入先出法による原価法
　　　在外連結子会社１社は、総平均法による原価法　
　

（ロ）製品及び仕掛品
　　　金型及び機械
　　　個別法による原価法
　　　成形品
　　　先入先出法による原価法

（ロ）製品及び仕掛品
　　　金型及び機械

同左
　　　成形品

同左
（ハ）原材料
　　　先入先出法による原価法

（ハ）原材料
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
　当社は定率法によっております。ただし、建物（附属
設備は除く）については定額法を採用しております。
　なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に
規定する方法と同一の基準によっております。
　また、在外連結子会社は当該国の基準の規定に基づく
定額法を採用しております。
　リース資産については、リース期間定額法を採用して
おります。

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法
 
①有形固定資産

同左
 
 
 

 （会計方針の変更）

  当社は、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計算方法に変更し

ております。これによる営業利益、経常利益及び税金等

調整前当期純利益に与える影響は軽微であります。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。
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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）

 （追加情報）

　法人税法の改正に伴い、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

却の計算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。

これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純

利益に与える影響は軽微であります。

②無形固定資産
　ソフトウェアのうち自社利用目的のソフトウェアにつ
いては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定
額法、販売目的のソフトウェアについては見込み販売数
量に基づく償却額と、残存見込販売有効期間に基づく均
等償却額との、いずれか大きい金額を計上しております。
　なお、販売目的のソフトウェアの当初における見込販
売有効期間は３年としております。
　また、在外連結子会社の土地使用権については、土地
使用契約期間（50年）に基づき、毎期均等償却しており
ます。
 

②無形固定資産
同左

 　
 

(3）重要な引当金の計上基準
 
　①貸倒引当金
　債権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
上することとしております。

(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
　　当社は役員賞与の支出に備えて、当連結会計年度にお
ける支給見込額の当連結会計年度負担額を計上しており
ます。

 （会計方針の変更）
　当連結会計年度より、「役員賞与に関する会計基準」
（企業会計基準第４号　平成17年11月29日）を適用して
おります。
　これにより営業利益、経常利益及び税金等調整前当期
純利益は、それぞれ42,500千円減少しております。
　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記
載しております。

　③役員賞与引当金
　当社は役員賞与の支出に備えて、当連結会計年度にお
ける支給見込額の当連結会計年度負担額を計上しており
ます。　

 

　④退職給付引当金
　従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末に
おける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当
連結会計年度末において発生していると認められる額を
計上しております。
　数理計算上の差異は、各期の発生時における従業員の
平均残存勤務期間以内の一定年数（10年）による定率法
により計算した額を発生の翌連結会計年度から費用処理
することとしております。
　未認識過去勤務債務は、その発生時における従業員の
平均残存勤務期間以内の一定年数（10年）による定額法
により計算した額を発生時から費用処理することとして
おります。
 

　④退職給付引当金
同左
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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）

　⑤役員退職慰労引当金
　役員の退職により支給する退職慰労金に充てるため、
当社規程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

　⑥―――――― 　⑥製品保証引当金 

製品の無償保証期間の修理費用支出に備えるため、過

去の売上高に対する支出割合に基づき、製品保証引当金

として計上しております。

 　（会計方針の変更）

製品の無償保証期間の修理費用は、従来支出時の費用

として処理しておりましたが、当連結会計年度より過去

の売上高に対する支出割合に基づき、製品保証引当金と

して計上する方法に変更しております。この変更は、無

償保証期間の修理費用を製品の販売時の収益と対応させ

ることで期間損益計算の適正化を図るものであります。

この変更により、過年度分相当額26,278千円は特別損失

に計上しております。この変更に伴い、従来と同一の基

準によった場合に比べ、営業利益及び経常利益は11,880

千円減少し、税金等調整前当期純利益は38,159千円減少

しております。なお、セグメント情報に与える影響は、

当該箇所に記載しております。 

　⑦―――――― 　⑦品質保証引当金

有償修理後に発生する品質保証費用の支出に充てるた

め、過去の実績を基礎にして、品質保証引当金を計上し

ております。

　（会計方針の変更）

有償修理後に発生する品質保証費用は、従来支出時の

費用として処理しておりましたが、当連結会計年度より、

過去の実績を基礎にして、品質保証引当金を計上する方

法に変更しております。この変更は、品質保証費用を有

償修理時の収益と対応させることで期間損益計算の適正

化を図るものであります。この変更により、過年度分相

当額5,162千円は特別損失に計上しております。従来と

同一の基準によった場合に比べ、営業利益及び経常利益

は842千円減少し、税金等調整前当期純利益は6,005千円

減少しております。なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載しております。 　

 

　⑧―――――― 　⑧事業所閉鎖損失引当金

当連結会計年度中に移転を決定した事業所の、今後発

生すると見込まれる損失について、合理的に見積もられ

る金額を計上しております。
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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）

(4）重要なリース取引の処理方法
　当社は、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、
在外連結子会社については、通常の売買取引に準じた会計
処理によっております。

(4）重要なリース取引の処理方法
同左

(5）その他連結財務諸表作成のための重要な事項
　消費税等の会計処理
　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によってお
ります。

(5) その他連結財務諸表作成のための重要な事項
　消費税等の会計処理

同左

 

 

5.連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項
 
　連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価
評価法を採用しております。
 

5.連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項
 

同左

6.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の償却については、５年間の
　均等償却を行っております。
 

6.のれん及び負ののれんの償却に関する事項
 

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。

7.連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

同左

  

 

  

(株)ソディックハイテック(6160)　平成 20 年３月期　決算短信

－ 22 －



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2,566,724
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。
 
(企業結合に係る会計基準等)
　当連結会計年度から「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　
平成17年12月27日　企業会計基準適用指針第10号)を適用
しております。

　連結財務諸表規則の改正による連結財務諸表の表示に関
する変更は以下のとおりであります。
 
(連結貸借対照表)
　「連結調整勘定」は、当連結会計年度から「のれん」ま
たは、「負ののれん」と表示しております。
 
(連結損益計算書)
　「連結調整勘定償却額」は、当連結会計年度から「のれ
ん償却額」または「負ののれん償却額」として表示してお
ります。
 
(連結キャッシュ・フロー計算書)
　「連結調整勘定償却額」は当連結会計年度から「のれん
償却額」または「負ののれん償却額」として表示しており
ます。
 

 ――――――
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

―――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（売上計上基準） 

　当連結会計年度より、国内における機械本機の売上計上

基準を従来の出荷基準から検収基準に変更しております。

この変更は、機械の出荷から検収にいたる期間の長期化の

傾向が現れてきたことから収益の実態をより適切に反映さ

せるために行うものであります。これによる営業利益、経

常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響はありま

せん。   
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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）

 （連結損益計算書）

　前連結会計年度まで販売費及び一般管理費の「その他」

に含めて表示しておりました「研究開発費」は販売費及び

一般管理費の総額の100分の10を超えたため区分掲記しまし

た。

　なお、前連結会計年度における「研究開発費」の金額は、

80,509千円あります。

 （連結キャッシュ・フロー計算書）

　前連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・

フローの「その他」に含めて表示しておりました「破産更

生債権等の減少額（△増加額）」（前連結会計年度3,799千

円）、「預り金の増加額（△減少額）」（前連結会計年度

15,250千円）は、重要性が増したため、区分掲記しました。

　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）

 ―――――― 　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.非連結子会社及び関連会社に対するもの ※1.非連結子会社及び関連会社に対するもの

投資有価証券(株式)      74,364千円 投資有価証券(株式)            74,364千円

  

　2.債権流動化による売掛債権譲渡高

298,623千円

　2.――――――

       

※3.当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　　　　　　　　 　　　　　107,879千円

　支払手形　　　　　 　　　　　　　　282,736千円

※3.――――――

　

　　

　

 ※4.当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行

３行と当座貸越契約を締結しております。これら契約

に基づく当連結会計年度末の未実行残高は次のとおり

であります。

  

当座貸越極度額       5,000,000千円

借入実行残高       4,221,000千円

差引額         779,000千円

（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）

※１.一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

    372,198千円

※１.一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

    350,350千円

 ※２.―――――― ※２.前期損益修正益の内容は、前期固定資産の過少計上の

修正によるものであります。

 ※３.―――――― ※３.前期損益修正損の内容は、前期保守売上高の過大計上

の修正によるものであります。

 ※４.固定資産売却益の内訳

　　　土地　　　　　　　　　　　　　     8,388千円

 　　 工具器具及び備品　　　　　 　　　　　388千円

 

 ※４.固定資産売却益の内訳　　　　　　         

 　　 機械装置及び運搬具 　　　　      　　622千円

※５.固定資産除却損の内訳

    建物及び構築物 　　　　　　　　 　27,884千円

    機械装置及び運搬具　　　　　 　　 18,786千円

    その他       　　　　　　 　　     1,315千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　

※５.固定資産除却損の内訳

    建物及び構築物 　　　　　　　　 　 1,732千円

    機械装置及び運搬具　　　　　 　　  1,350千円

    その他　　　　　　　　　　　　 　　   37千円
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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 26,465 － － 26,465

合計 26,465 － － 26,465

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29日

定時株主総会
普通株式 132,325 5,000 平成18年３月31日 平成18年６月30日

 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

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 158,790  利益剰余金 6,000 平成19年３月31日 平成19年６月29日

(株)ソディックハイテック(6160)　平成 20 年３月期　決算短信

－ 26 －



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（注） 26,465 105,860 － 132,325

合計 26,465 105,860 － 132,325

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105,860株は、当社株式を１株につき５株の割合をもって分割したことによる増加

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19年６月28日

定時株主総会
普通株式 158,790 6,000 平成19年３月31日 平成19年６月29日

 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

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27日

定時株主総会
普通株式 198,487  利益剰余金 1,500 平成20年３月31日 平成20年６月30日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成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.現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記
載されている科目の金額との関係

　　　　　　　　　　　　　（平成19年３月31日現在）

※1.現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記
載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 1,607,781 千円

現金及び現金同等物 1,607,781 千円

現金及び預金勘定    1,505,754千円

現金及び現金同等物    1,505,754千円

※2.株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資
産及び負債の主な内訳
株式の取得により新たに連結したことに伴う連結開始
時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と取得
による収入（純額）との関係は次のとおりでありま
す。
  株式会社ソディックＥＷＳ
　　　　　　　　　　　（平成18年９月30日現在）

※2.―――――― 
 

流動資産 1,332,922 千円
固定資産 873,433 千円
のれん 243,521 千円
流動負債 △1,314,773 千円
固定負債 △1,045,104 千円

株式会社ソディックＥＷＳの
取得原価

 
90,000 千円

株式会社ソディックＥＷＳの
現金及び現金同等物

 
614,094 千円

差引：株式会社ソディックＥ
ＷＳ取得による収入

 
524,094 千円

           
         
         
 　         
  

 
 

       

 
 

       

 
 

        

※3.出資金の取得により新たに連結子会社となった会社の
資産及び負債の主な内訳
出資金の取得により新たに連結したことに伴う連結開
始時の資産及び負債の内訳並びに出資金の取得価額と
取得のための支出（純額）との関係は次のとおりであ
ります。
  蘇州凱旋科技有限公司（平成18年９月30日現在）

※3.―――――― 
 

流動資産 146,469 千円
固定資産 560,431 千円
流動負債 △54,278 千円

蘇州凱旋科技有限公司の取得
原価

 
652,622 千円

蘇州凱旋科技有限公司の現金
及び現金同等物

 
91,975 千円

差引：蘇州凱旋科技有限公司
取得のための支出

 
△560,646 千円

         
         
 　      

 
 

        

 
 

       

 
 

　        

※4.株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資産
及び負債の主な内訳
　株式会社ソディックＥＷＳ
　　　　　　　　　　　（平成19年２月28日現在）

※4.―――――― 

流動資産 1,288,235 千円
固定資産 956,688 千円
のれん 223,228 千円
流動負債 △1,475,896 千円
固定負債 △1,188,762 千円
連結子会社株式売却益 269,405 千円

株式会社ソディックＥＷＳ株
式の売却価格

 
72,900 千円

株式会社ソディックＥＷＳの
現金及び現金同等物

 
441,865 千円

差引：株式会社ソディックＥ
ＷＳ売却による支出

 
△368,965 千円
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（リース取引関係）

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.リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

1.リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

  

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

 
取得価額
相当額
(千円)

減価償却累
計額相当額
(千円)

期末残高
相当額
(千円)

機械装置及び
運搬具

971,435 412,089 559,345

その他 142,520 56,552 85,967

合計 1,113,955 468,642 645,313

 
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)

機械装置及び
運搬具

1,028,131 435,062 593,069

その他 160,265 62,393 97,872

合計 1,188,397 497,455 690,942

  

(2）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

1年内        155,115千円

1年超        519,642千円

合計        674,758千円

1年内         157,609千円

1年超         566,056千円

合計         723,665千円

  

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

支払リース料 187,459千円

減価償却費相当額 161,324千円

支払利息相当額  27,256千円

支払リース料 197,631千円

減価償却費相当額 169,018千円

支払利息相当額  32,311千円

  

(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

（有価証券関係）

　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)

　　　　　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)

　　　　　該当事項はありません。
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（デリバティブ取引関係）

 　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.取引の状況に関する事項

(1）取引の内容

　利用しているデリバティブ取引は、原材料として使用する銅、亜鉛のスワップ取引であります。

(2）取引に対する取組方針

　デリバティブ取引は、原材料の安定した供給を目的としており、投機的な取引は行わない方針であります。

(3）取引の利用目的

　デリバティブ取引は、長期的な原材料の購入価格を確定させ、安定的な利益の確保を図る目的で利用しておりま

す。

(4）取引に係るリスクの内容

　当社のスワップ取引は、投機的な取引を目的としていないため、リスクは限定的なものと認識しております。

(5）取引に係るリスク管理体制

　当社はデリバティブ取引の開始に際しては、取締役会の決議をもって実施することとしており、日常の管理体制

は経理規程、職務権限規程ならびに資金運用管理に関する内規を適用して実施しております。

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明

　該当事項はありません。

 ２.取引の時価等に関する事項

期末残高がないため、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）

　当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。
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（退職給付関係）

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.採用している退職給付金制度の概要

当社グループは、確定給付型の制度として退職一時金

制度、厚生年金基金制度及び適格退職年金制度を設け

ております。

厚生年金基金に関しては、日本工作機械関連工業厚生

年金基金であります。なお、厚生年金基金への掛金拠

出割合に基づく当社グループの年金資産相当額は、

1,875,290千円であり、当該基金への要拠出額は、

84,987千円であります。

１.採用している退職給付金制度の概要

当社グループは、確定給付型の制度として退職一時金

制度、厚生年金基金制度及び適格退職年金制度を設け

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)

　年金資産の額 132,458,760千円

　年金財政計算上の給付債務の額 139,970,939千円

　差引額 △7,512,178千円

②制度全体に占める当社グループの掛金拠出割合

（平成19年３月31日現在）　　1.40％

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34,121,816千円及び剰余金26,110,119

千円であります。

　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。 

２.退職給付債務に関する事項 ２.退職給付債務に関する事項

①退職給付債務 △286,811千円

②年金資産 265,921千円

③未積立退職給付債務(①+②)    △20,889千円

④未認識過去勤務債務の未処理額      40,737千円

⑤未認識数理計算上の差異  △103,185千円

⑥退職給付引当金(③+④+⑤)    △83,337千円

①退職給付債務 △365,252千円

②年金資産 250,746千円

③未積立退職給付債務(①+②) △114,505千円

④未認識過去勤務債務の未処理額   34,918千円

⑤未認識数理計算上の差異 △15,410千円

⑥退職給付引当金(③+④+⑤) △94,998千円

  

３.退職給付費用に関する事項 ３.退職給付費用に関する事項

①勤務費用    73,551千円

②利息費用    14,405千円

③期待運用収益  △11,263千円

④未認識過去勤務債務の費用処理額     5,819千円

⑤未認識数理計算上の差異の費用処理額 △16,745千円

⑥退職給付費用(①+②+③+④+⑤)    65,767千円

①勤務費用 74,002千円

②利息費用 14,960千円

③期待運用収益 △12,236千円

④未認識過去勤務債務の費用処理額 5,819千円

⑤未認識数理計算上の差異の費用処理額 △20,101千円

⑥退職給付費用(①+②+③+④+⑤) 62,444千円

（注）総合設立型厚生年金基金制度については、自社の拠

出に対応する年金資金の額を合理的に算定することがで

きないため、基金への掛金拠出額を退職給付費用として

おります。

（注）総合設立型厚生年金基金制度については、自社の拠

出に対応する年金資金の額を合理的に算定することがで

きないため、基金への掛金拠出額を退職給付費用として

おります。
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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）

４.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 ４.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

①割引率 2.0％

②期待運用収益率 3.0％

③退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

④過去勤務債務の処理年数 10年

（各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により、

それぞれの発生年度から費用処理することとしており

ます。）

⑤数理計算上の差異の処理年数 10年

（各連結会計年度の発生時おける従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（10年）による定率法により、

それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理すること

としております。）

①割引率 2.0％

②期待運用収益率 3.0％

③退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

④過去勤務債務の処理年数 10年

（各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により、

それぞれの発生年度から費用処理することとしており

ます。）

⑤数理計算上の差異の処理年数 10年

（各連結会計年度の発生時おける従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（10年）による定率法により、

それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理すること

としております。）
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（ストック・オプション等関係）

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）

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）

該当事項はありません。

（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

（繰延税金資産）

　流動資産

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）

　流動資産

たな卸資産評価損       34,299千円

賞与引当金    75,483千円

貸倒引当金       11,668千円

未払事業税       21,778千円

未払事業所税 642千円

未払費用 11,296千円

その他       4,510千円

合計 159,679千円

　固定資産

役員退職慰労引当金       32,266千円

一括償却資産      3,654千円

退職給付引当金       33,918千円

みなし配当金 28,639千円

貸倒引当金       2,617千円

 　　　　　　 合計    101,096千円

繰延税金資産合計  260,775千円

 

たな卸資産評価損 45,323千円

賞与引当金 76,036千円

貸倒引当金 2,601千円

製品保証引当金 15,530千円

品質保証引当金 2,444千円

事業所閉鎖損失引当金 10,573千円

未払事業税 27,411千円

未払事業所税 236千円

未払費用 8,856千円

その他 6,595千円

合計 195,611千円

　固定資産

役員退職慰労引当金 39,348千円

一括償却資産 3,287千円

退職給付引当金 38,664千円

みなし配当金 28,639千円

貸倒引当金 6,873千円

連結会社間内部留保利益 3,680千円

その他 4,149千円

 　　　　　　 合計 124,642千円

繰延税金資産合計 320,254千円

 

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。 
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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）

 
精密工作機械
関連事業
(千円)

サプライ品及び
サービス事業

(千円)

精密金型・
精密成形事業

(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 2,859,362 8,180,090 4,548,540 15,587,993 － 15,587,993

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
74,468 36,106 － 110,574 △110,574 －

計 2,933,830 8,216,197 4,548,540 15,698,567 △110,574 15,587,993

営業費用 2,761,357 7,547,514 4,158,140 14,467,012 228,300 14,695,312

営業利益 172,473 668,683 390,399 1,231,555 △338,875 892,680

Ⅱ　資産、減価償却費及び資

本的支出
      

　　資産 2,659,743 4,330,939 4,346,483 11,337,166 737,804 12,074,970

　　減価償却費 45,297 47,489 116,287 209,074 1,070 210,144

　　資本的支出 104,007 143,712 643,147 890,867 503,188 1,394,056

　（注）１　事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各事業の主な製品

(1）精密工作機械関連事業

高速・高精度リニア駆動マシニングセンタの製造・販売

(2）サプライ品及びサービス事業

工作機械等の周辺機器・消耗品の製造、販売、及び修理、点検

(3）精密金型・精密成形事業

精密金型、精密成形品の製造・販売

３　消去又は全社の項目に含めた営業費用228,300千円は、主として当社の管理部門に係る費用です。

４　資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（874,416千円）の主なものは、当社での余資運用資金

（現金及び預金）であります。

５　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項　４(3)③」に記載のとおり、当連結会計年度より、「役

員賞与に関する会計基準」（企業会計基準第４号　平成17年11月29日）を適用しております。これにより、

従来の方法に比べて、「消去又は全社」において営業費用が42,500千円多く計上され、営業利益が同額少な

く計上されております。
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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） 

 

精密工作
機械関連
事業

（千円）

サプライ
品事業
（千円）

サービス
事業
（千円） 

精密金型
・精密成
形事業
（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 3,070,164 5,604,367 3,052,696 4,682,886 16,410,114 － 16,410,114

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
102,214 57,275 43,780 － 203,271 △203,271 －

計 3,172,378 5,661,643 3,096,477 4,682,886 16,613,385 △203,271 16,410,114

　　　　営業費用 3,115,141 4,871,563 2,410,121 4,531,483 14,928,310 334,407 15,262,718

　　　　営業利益 57,236 790,079 686,355 151,402 1,685,074 △537,678 1,147,396

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本

　　的支出 
       

　  資産 3,095,929 3,332,000 2,040,984 4,951,881 13,420,796 357,325 13,778,122

　　減価償却費 73,529 27,862 23,994 167,238 292,624 2,629 295,254

　　資本的支出 392,611 202,039 170,824 282,337 1,047,814 231,751 1,279,565

 （注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

 　　　２．各事業の主な製品

　　　　(1）精密工作機械関連事業・・・高速・高精度リニア駆動マシニングセンタの製造・販売

　　　　(2）サプライ品事業・・・工作機械等の周辺機器・消耗品の製造、販売

　　　 （3）サービス事業・・・工作機械等の修理・点検

　　　　(4）精密金型・精密成形事業・・・精密金型、精密成形品の製造・販売

 　　　３．消去又は全社の項目に含めた営業費用537,678千円は、当社の管理部門に係る費用です。

       ４.資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産は、当連結会計年度699,040千円は、当社の管理部門に

　　　　　係る資産であります。

　　　 ５．会計処理の変更

　　　　（売上計上基準）

　　　　　「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、国内に

　　　　　おける機械本機の売上計上基準を従来の出荷基準から検収基準へ変更しております。

　　　　　これによる各セグメントへの影響はありません。

　　　　（有形固定資産の減価償却方法）

          「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項４(2）①」に記載のとおり、当連結会計年度より、法人

　　　　　税法の改定に伴い、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。

　　　　　これによる各セグメントへの影響は軽微であります。

  　　　（製品保証引当金）

          「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項４(3）⑥」に記載のとおり、製品の無償保証期間の修理

　　　　　費用は、当連結会計年度より過去の売上高に対する支出割合に基づき、製品保証引当金として計上する方法

　　　　　に変更しております。

　　　　　この変更に伴い、従来の方法によった場合に比較して、精密機械関連事業において営業利益は11,880千円減

　　　　　少しております。

　　　　（品質保証引当金）

          「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項４(3）⑦」に記載のとおり、有償修理後に発生する品質

　　　　　保証費用は、当連結会計年度より過去の実績を基礎にして、品質保証引当金として計上する方法に変更して

　　　　　おります。

　　　　　これによるサービス事業への影響は軽微であります

      　６．事業区分の変更

　　　　　　当連結会計年度より従来の「サプライ品及びサービス事業」を「サプライ品事業」と「サービス事業」に
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　　　　　区分しております。

　　　　　この変更は、従来の相互関連性を勘案した区分から、機器等の販売を主たる事業とするサプライ品事業と、

　　　　　修理等の役務提供を主たる事業とするサービス事業を区分することにより、当社グループの事業内容をより

　　　　　明瞭に表示するために行ったものであります。

 

　　　　従来の事業区分によった場合の事業の種類別セグメント情報は下記のとおりであります。

 

        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）

 
精密工作機械
関連事業
(千円)

サプライ品及び
サービス事業

(千円)

精密金型・
精密成形事業

(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 3,070,164 8,657,064 4,682,886 16,410,114 － 16,410,114

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
102,214 65,263 － 167,478 △167,478 －

計 3,172,378 8,722,327 4,682,886 16,577,592 △167,478 16,410,114

営業費用 3,115,141 7,245,892 4,531,483 14,892,517 370,200 15,262,718

営業利益 57,236 1,476,435 151,402 1,685,074 △537,678 1,147,396

Ⅱ　資産、減価償却費及び資

本的支出
      

　　資産 3,095,929 5,202,280 4,951,881 13,250,092 528,030 13,778,122

　　減価償却費 73,529 51,857 167,238 292,624 2,629 295,254

　　資本的支出 392,611 372,864 282,337 1,047,814 231,751 1,279,565

　（注）１　事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各事業の主な製品

(1）精密工作機械関連事業

高速・高精度リニア駆動マシニングセンタの製造・販売

(2）サプライ品及びサービス事業

工作機械等の周辺機器・消耗品の製造、販売、及び修理、点検

(3）精密金型・精密成形事業

精密金型、精密成形品の製造・販売

３　消去又は全社の項目に含めた営業費用537,678千円は、主として当社の管理部門に係る費用であります。

４　資産のうち、消去又は全社の項目に含めた資産699,040千円は、主として当社の管理部門に係る資産でありま

す。
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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）

日本
（千円）

中国
（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 14,270,359 1,317,633 15,587,993 － 15,587,993

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
22,008 507,167 529,175 △529,175 －

計 14,292,368 1,824,800 16,117,168 △529,175 15,587,993

　営業費用 13,075,455 1,741,732 14,817,187 △121,875 14,695,312

　営業利益 1,216,913 83,068 1,299,981 △407,300 892,680

Ⅱ　資産 10,435,228 2,532,783 12,968,012 △893,041 12,074,970

　（注）１　国の区分は地理的近接度により区分しております。

２　消去又は全社の項目に含めた営業費用△121,875千円は、主として海外の子会社からの仕入れによるものであ

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、当連結会計年度874,416千円であり、その主な

ものは、当社での余資運用資金（現金及び預金）、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な事項　４(3）③」に記載のとおり、当連結会計年度より、「役

員賞与に関する会計基準」（企業会計基準第４号　平成17年11月29日）を適用しております。これにより、

従来の方法に比べて、「消去又は全社」において営業費用が42,500千円多く計上され、営業利益が同額少な

く計上されております。

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）

日本
（千円）

中国
（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 14,829,234 1,580,879 16,410,114 － 16,410,114

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
145,588 439,617 585,205 △585,205 －

計 14,974,822 2,020,497 16,995,319 △585,205 16,410,114

　営業費用 13,206,136 2,105,734 15,311,871 △49,153 15,262,718

　営業利益 1,768,686 △85,237 1,683,448 △536,052 1,147,396

Ⅱ　資産 12,513,965 2,334,459 14,848,424 △1,070,302 13,778,122

　（注）１. 国の区分は地理的近接度により区分しております。

２．消去又は全社の項目に含めた営業費用537,678千円は、当社の管理部門に係る費用であります。

３．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた資産699,040千円は、当社の管理部門に係る資産であります。

　　　  ４．会計処理の変更

　　　　（売上計上基準）

　　　　　「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、国内に

　　　　　おける機械本機の売上計上基準を従来の出荷基準から検収基準へ変更しております。

　　　　　これによる各セグメントへの影響はありません。

　　　　（有形固定資産の減価償却方法）
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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４(2）①」に記載のとおり、当連結会計年度より、法人

　　　　　税法の改定に伴い、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。

　　　　　これによる各セグメントへの影響は軽微であります。

  　　　（製品保証引当金）

          「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項４(3）⑥」に記載のとおり、製品の無償保証期間の修理

　　　　　費用は、当連結会計年度より過去の売上高に対する支出割合に基づき、製品保証引当金として計上する方法

　　　　　に変更しております。

　　　　　この変更に伴い、従来の方法によった場合に比較して、日本において営業利益は11,880千円減少しておりま

　　　　　す。

　　　　（品質保証引当金）

          「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項４(3）⑦」に記載のとおり、有償修理後に発生する品質

　　　　　保証費用は、当連結会計年度より過去の実績を基礎にして、品質保証引当金として計上する方法に変更して

　　　　　おります。

　　　　　これによる日本への影響は軽微であります

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）

 北・南米 欧州
アジア・
オセアニア

計

Ⅰ.海外売上高(千円) 748,991 523,908 2,097,996 3,370,896

Ⅱ.連結売上高(千円) － － － 15,587,993

Ⅲ.連結売上高に占める海外売

上高の割合(％)
4.8 3.4 13.5 21.6

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

２　国または地域の区分の方法及び各区分に属する主な国または地域の内訳は次のとおりであります。

(1） 国または地域の区分の方法・・・地理的近接度による。

(2） 各区分に属する主な国または地域

北・南米・・・アメリカ、ブラジル

欧州・・・ドイツ、イギリス

アジア・オセアニア・・・中国、韓国、中国香港、オーストラリア

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）

 北・南米 欧州
アジア・
オセアニア

計

Ⅰ.海外売上高(千円) 432,098 918,749 2,380,863 3,731,710

Ⅱ.連結売上高(千円) － － － 16,410,114

Ⅲ.連結売上高に占める海外売

上高の割合(％)
2.6 5.6 14.5 22.7

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

２　国または地域の区分の方法及び各区分に属する主な国または地域の内訳は次のとおりであります。

(1） 国または地域の区分の方法・・・地理的近接度による。

(2） 各区分に属する主な国または地域

北・南米・・・アメリカ、ブラジル

欧州・・・ドイツ、イギリス

アジア・オセアニア・・・中国、韓国、中国香港、オーストラリア
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（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　親会社及び法人主要株主等

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

親会社
株式会社

ソディック

横浜市
都筑区

20,775,756

放電加工機、

工作機械

の開発.製

造.販売

（被所有）

直接

41.56

1名

当社製品
の販売及
び建物の
賃借等

製品の販売
(注)1

728,965 売掛金 389,420

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等

 １．製品の販売については、市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に決定しております。

 ２．上記金額のうち、取引金額には消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

２　役員及び個人主要株主等

属性 氏名
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

(％)
取引の内容

取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

役員及びそ
の近親者

渡貫雄一 3,000

当社代表取締
役有限会社
ビィワィジィ
取締役

(1.56) 
外部倉庫の管
理業務の委託
(注)1

23,100 未払金 3,396

役員及びそ
の近親者

古川豊彦 3,000

当社取締役の
近親者有限会
社ＨＮＦ取締
役

(0.01) 
建物・設備の
賃借(注)1

15,000
 敷金保証金
 前払費用

6,000
1,575

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等

１．第三者の代表者として行った取引であり、取引条件ないし取引条件の決定方法については、一般的取引条件

と同様に決定しております。

２．上記金額のうち、取引金額には消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

３　子会社等

属性
会社等
の名称

住所
資本金又
は出資金

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

親会社の
子会社

株式会社
ソディック
EWS

横浜市
都筑区

90,000千円

放電加工
機用の部
品及び消
耗材料の
開発、製造、
販売

19.0 3名
当社製
品の購
入 

借入金の返
済(注)2

500,000  － －

関連会社

Sodick 
Hightech
Europe 
Ltd.

 英国
      2

千英ポンド

サービス
メンテナ
ンス・サ
プライ品
の販売

34.2 1名

英国に
おける
当社製
品の販
売

商品の販売
(注)1

322,325
受取手形
売掛金

165,549
88,534

 

 （注）取引条件及び取引条件の決定方針等

１．製品、商品の販売及び原材料の有償支給については、市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に決定してお

ります。

２．資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

３．上記金額のうち、取引金額には消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。
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４　兄弟会社等

属性
会社等
の名称

住所
資本金又
は出資金

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

親会社の
子会社

株式会社
ソディック
新横

横浜市
港北区

91,000千円

工作機械
及び関連
機器の製造、
仕入、販
売

(0.75) 1名
当社製
品の販
売 

株式会社ソ
ディックＥＷ
Ｓ株式の売却
(注)1
売却代金
売却益
蘇州凱旋科技
有限公司の取
得(注)2

72,900
269,405

652,622

 － －

親会社の
子会社

Sodick 
Inc.

アメリカ
合衆国

 671

千米ドル

放電加工
機の販売

－ －
当社製
品の販
売

商品の販売
(注)2

415,476
受取手形
売掛金

65,026
130,643

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等

１．株式会社ソディックＥＷＳ株式の売却価額は実質価格にて価格を決定しており、支払い条件は一括現金払いで

あります。

２．蘇州凱旋科技有限公司の取得価額は企業価値評価鑑定を参考に決定しており、支払は一括現金払いであります。

３．製品、商品の販売及び原材料の有償支給については、市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に決定してお

ります。

４．上記金額のうち、取引金額には消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。
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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　親会社及び法人主要株主等

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

親会社
株式会社

ソディック

横浜市
都筑区

20,775,756

放電加工機、

工作機械

の開発.製

造.販売

（被所有）

直接

41.56

2名

当社製品
の販売及
び建物の
賃借等

製品の販売
(注)1

952,303 売掛金 188,571

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等

 １．製品の販売については、市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に決定しております。

 ２．上記金額のうち、取引金額には消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

２　役員及び個人主要株主等

属性 氏名
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

(％)
取引の内容

取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

役員及びそ
の近親者

渡貫雄一 3,000

当社代表取締
役有限会社
ビィワィジィ
取締役

(1.57) 
外部倉庫の管
理業務の委託
(注)1

39,600 未払金 3,324

役員及びそ
の近親者

古川豊彦 3,000

当社取締役の
近親者有限会
社ＨＮＦ取締
役

－
建物・設備の
賃借(注)1

16,000
 敷金保証金
 前払費用

6,000
1,312

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等

１．第三者の代表者として行った取引であり、取引条件ないし取引条件の決定方法については、一般的取引条件

と同様に決定しております。

２．上記金額のうち、取引金額には消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

３　子会社等

属性
会社等
の名称

住所
資本金又
は出資金

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

関連会社

Sodick 
Hightech
Europe 
Ltd.

 英国
      2

千英ポンド

サービス
メンテナ
ンス・サ
プライ品
の販売

34.2 1名

英国に
おける
当社製
品の販
売

商品の販売
(注)1

918,749
受取手形
売掛金

170,764
291,708

 

 （注）取引条件及び取引条件の決定方針等

１．製品、商品の販売については、市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に決定しております。

２．上記金額のうち、取引金額には消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。
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４　兄弟会社等

属性
会社等
の名称

住所
資本金又
は出資金

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

親会社の
子会社

株式会社
ソディック
新横

横浜市
港北区

91,250

千円

工作機械
及び関連
機器の製造、
仕入、販
売

(0.75) 2名
当社製
品の販
売

本社ビル土
地・建物の取
得(注)1

 
商品の購入
(注)2

496,200

722,878
買掛金 156,026

親会社の
子会社

Sodick 
Inc.

アメリカ
合衆国

 671

千米ドル

放電加工
機の販売

－ －
当社製
品の販
売

商品の販売
(注)2

415,476
受取手形
売掛金

65,026
130,643

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等

１．本社ビル土地・建物の取得価額は不動産鑑定評価書を参考に決定しており、支払条件は一括現金払いでありま

す。

２．製品、商品の販売及び原材料の有償支給については、市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に決定してお

ります。

３．上記金額のうち、取引金額には消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。
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（企業結合等関係）

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．結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取

引の目的を含む取引の概要

　(1）結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容

連結子会社株式会社ケイ・エッチ・エス、株式会社エム・アイ・アール、株式会社ジェイ・アンド・エス、株式会

社ソディックエンジニアリングとの合併

　(2）企業結合の法的形式

共通支配下の取引

　(3）結合後企業の名称

株式会社ソディックハイテック

　(4）取引の目的を含む取引の概要

　①合併の目的

被合併会社の株式会社ケイ・エッチ・エス、株式会社エム・アイ・アール、株式会社ジェイ・アンド・エス、株

式会社ソディックエンジニアリングは当社の100％出資子会社であり、当社の製商品の販売及びメンテナンスサー

ビスの提供を行っておりましたが、経営資源の集中と効率化を図り、迅速な意思決定のもと開発から販売までの

一貫した事業展開が可能になると判断し、当該主要子会社４社を当社に吸収合併することといたしました。

　②合併の期日

平成18年10月１日

　③合併の形式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社ケイ・エッチ・エス、株式会社エム・アイ・アール、株式会社

ジェイ・アンド・エス、株式会社ソディックエンジニアリングは解散いたしました。

なお、全額出資子会社との合併でありますので、新株式の発行、資本金の増加及び合併交付金の支払いは行って

おりません。

 

２．実施した会計処理の概要

　本合併は、「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「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」（企業会計基準適用指針第10号　平成17年12月27日）に基づき、共通支配下

の取引として会計処理を行っております。
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３．子会社から引き継いだ資産及び負債の内訳

（平成18年９月30日）

株式会社ケイ・エッチ・エス 

科目 金額（千円） 科目 金額（千円）

 （資産の部）   （負債の部）  

 　流動資産 1,593,269  　流動負債 1,568,441

　 固定資産 55,501  　固定負債 16,185

 　（投資その他の資産） (55,501)  　負債合計 1,584,626

 　資産合計 1,648,771  　差引正味財産 64,144

株式会社エム・アイ・アール

科目 金額（千円） 科目 金額（千円）

 （資産の部）   （負債の部）  

 　流動資産 825,636  　流動負債 889,271

　 固定資産 246,452  　固定負債 153,765

 　（投資その他の資産） (246,452)  　負債合計 1,043,036

 　資産合計 1,072,088  　差引正味財産 29,052

株式会社ジェイ・アンド・エス

科目 金額（千円） 科目 金額（千円）

 （資産の部）   （負債の部）  

 　流動資産 1,279,246  　流動負債 1,199,330

　 固定資産 1,843  　固定負債 4,503

 　（投資その他の資産） (1,843)  　負債合計 1,203,833

 　資産合計 1,281,089  　差引正味財産 77,256

株式会社ソディックエンジニアリング

科目 金額（千円） 科目 金額（千円）

 （資産の部）   （負債の部）  

 　流動資産 862,697  　流動負債 830,976

　 固定資産 6,714  　固定負債 15,696

 　（投資その他の資産） (6,714)  　負債合計 846,672

 　資産合計 869,411  　差引正味財産 22,738
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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）

（事業分離）

１．分離先企業の名称、分離した事業の内容、事業分離を行った主な理由、事業分離日及び法的形式を含む事業

分離の概要

(1）分離先企業の名称及び分離した事業の内容

　分離先企業　株式会社ソディック新横

　分離した事業の内容　ダイス開発事業

(2）事業分離を行った主な理由

ダイス開発事業を株式会社ソディック新横に集約し、ソディックグループとして経営資源の効率化による

収益力向上を目指し、事業の選択と集中を進めるため

(3）事業分離日

平成19年７月１日

(4）法的形式を含む事業分離の概要

当社を分離元企業とし、株式会社ソディック新横を分離先企業とする事業譲渡

２．実施した会計処理の概要

事業譲渡額　　　　49,419千円

譲渡対象資産

　有形固定資産 11,715千円

事業譲渡益　　　　37,703千円

３．事業の種類別セグメントにおいて、分離した事業が含まれていた事業区分の名称

サプライ品事業

４．当連結会計年度の連結損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額

販売費及び一般管理費　5,810千円

蘇州凱旋機電元件有限公司、蘇州凱旋科技有限公司の合併

１．結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称、取

引の目的を含む取引の内容

(1）結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業内容　

イ.結合企業

名称　蘇州凱旋機電元件有限公司

事業の内容　精密金型、精密成形品の製造、販売

ロ.被結合企業

名称　蘇州凱旋科技有限公司

事業の内容　精密金型、精密成形品の製造、販売 

(2）企業結合の法的形式

　　共通支配下の取引

(3）結合企業の名称　

蘇州凱旋機電元件有限公司

(4）取引の目的を含む取引の内容

　経営管理体制の強化、並びに経営の効率化を図ることを目的として、平成19年10月17日、蘇州凱旋機電

元件有限公司を存続会社とし、蘇州凱旋科技有限公司を消滅会社とする吸収合併を行いました。

２．実施する会計処理の概要

　本合併は、「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「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　最終改正平成19年11月15日　企業会計基準

適用指針第10号）に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行っております。　
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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　　　　　　　　　96,985円61銭 １株当たり純資産額　　　　　　　    23,525円65銭

１株当たり当期純利益　　　　　　　　23,278円28銭 １株当たり当期純利益　　　　 　　　　4,987円52銭

　なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　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。

 

　当社は、平成19年７月1日付で普通株式１株に対し５株

の株式分割を行っております。 

　なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合

の前連結会計年度における１株当たり情報については、以

下のとおりとなります。

１株当たり純資産額　　　　　　　    19,397円12銭

１株当たり当期純利益　　　　 　　　　4,655円66銭

　なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

　（注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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)

当期純利益 （千円） 616,059 659,973

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） 616,059 659,973

期中平均株式数 （株） 26,465 132,325
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（重要な後発事象）

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)

平成19年５月29日開催の当社取締役会におきまして、株

式分割の実施を決議しました。 

１. 株式分割の目的

当社株式を１株につき５株の割合をもって分割させ

ることにより、株式の流動性の向上を図り、投資者

層の拡大を図ることを目的とするものであります。

２. 株式分割の概要

（1）分割の方法

平成19年６月30日（土曜日）［ただし、株主名簿管

理人の休業日につき、実質上は、平成19年６月29日

（金曜日）］最終の株主名簿及び実質株主名簿等に

記載または記録された株主の所有する普通株式数1

株につき５株の割合をもって分割する。

 （2）分割により増加する株式数

株式分割前の当社発行済株式総数　 　 26,465株

今回の分割により増加する株式数　 　105,860株　

　　　　　　　

株式分割後の当社発行済株式総数 　  132,325株

 （3）株式分割の日程　　　

 　・株式分割の基準日

　　　　　　　　　　　平成19年６月30日（土曜日）

 　　　・効力発生日

 　　　　　　　　　　　　 平成19年７月１日（日曜日）

 　　　・株券交付日

 　　　　　　　　　　　　 平成19年８月20日（月曜日）

なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した

場合の前連結会計年度における１株当たり情報及び

当該株式分割が当期首に行われたと仮定した場合の

当連結会計年度における１株当たり情報は、それぞ

れ以下のとおりであります。

 

前連結会計年度 当連結会計年度

１株当たり純資産額 

 15,074円50銭

１株当たり純資産額  

 19,397円12銭

１株当たり当期純利益

 4,207円36銭

１株当たり当期純利益 

 4,655円66銭

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益

－円－銭

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益

 －円－銭

なお、前連結会計年度及び当連結会計年度における

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。　

　

 ―――――― 
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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   1,161,643   1,319,824   

２　受取手形 ※1,2  1,825,042   1,602,652   

３　売掛金 ※1  3,372,176   3,954,176   

４　商品   707,024   396,910   

５　製品   128,924   166,371   

６　原材料   110,123   498,893   

７　仕掛品   716,844   994,797   

８　前払費用   30,073   32,103   

９　未収入金 ※1  302,461   270,527   

10　立替金   14,167   8,801   

11　繰延税金資産   155,169   191,177   

12　その他   3,162   79,693   

13　貸倒引当金   △25,774   △8,791   

流動資産合計   8,501,040 75.1  9,507,137 72.0 1,006,097

Ⅱ　固定資産         

１　有形固定資産         

(1) 建物  336,789   1,199,007    

減価償却累計額  57,343 279,445  124,605 1,074,402   

(2) 構築物  15,363   31,136    

減価償却累計額  5,733 9,630  9,602 21,533   

(3) 機械及び装置  305,859   334,926    

減価償却累計額  122,052 183,806  158,752 176,173   

(4) 車両及び運搬具  1,002   1,952    

減価償却累計額  950 52  1,501 451   

(5) 工具器具及び備品  111,957   141,120    

減価償却累計額  60,224 51,732  84,192 56,927   

(6) 土地   166,179   607,003   

(7）建設仮勘定   473,358   85,580   

有形固定資産合計   1,164,205 10.2  2,022,071 15.3 857,866

２　無形固定資産         

(1) ソフトウェア   34,146   39,932   

無形固定資産合計   34,146 0.3  39,932 0.3 5,785
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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) 関係会社株式   91,464   74,364   

(2) 関係会社出資金   1,382,830   1,382,830   

(3) 従業員長期貸付金   1,800   1,490   

(4）破産更生債権等   －   17,732   

(5) 長期前払費用   6,228   7,236   

(6) 敷金保証金   34,432   37,678   

(7) 繰延税金資産   101,096   120,962   

(8) その他   14,759   18,466   

(9) 貸倒引当金   △5,432   △16,888   

投資その他の資産
合計   1,627,180 14.4  1,643,873 12.4 16,693

固定資産合計   2,825,531 24.9  3,705,876 28.0 880,345

資産合計   11,326,571 100.0  13,213,014 100.0 1,886,442

(負債の部)         

Ⅰ　流動負債         

１　支払手形  ※2  1,480,730   1,558,902   

２　買掛金 ※1  1,414,723   1,270,271   

３　短期借入金   2,600,000   4,221,000   

４　１年以内返済予定
　　長期借入金   303,240   405,240   

５　１年以内償還予定
　　社債   300,000   300,000   

６　未払金   320,075   196,969   

７　未払費用   108,087   103,576   

８　未払法人税等   250,362   320,698   

９　前受金   7,943   89,716   

10　預り金   34,822   13,816   

11　賞与引当金   185,463   186,820   

12　役員賞与引当金   42,500   －   

13　製品保証引当金   －   38,159   

14　品質保証引当金   －   6,005   

15　事業所閉鎖損失
　　引当金   －   25,979   

16　その他   177,693   27,153   

流動負債合計   7,225,643 63.8  8,764,310 66.3 1,538,667

Ⅱ　固定負債         

  １　社債   1,100,000   800,000   

２　長期借入金   613,310   665,570   

３　退職給付引当金   83,337   94,998   

４　役員退職慰労引当金   79,278   96,678   

５　その他   －   7,250   

固定負債合計   1,875,925 16.6  1,664,497 12.6 △211,428

負債合計   9,101,568 80.4  10,428,808 78.9 1,327,239
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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   516,300 4.5  516,300 3.9  

２　資本剰余金         

(1）資本準備金  291,400   291,400    

資本剰余金合計   291,400 2.6  291,400 2.2  

３　利益剰余金         

(1）利益準備金  22,547   22,547    

(2）その他利益剰余金         

繰越利益剰余金  1,394,755   1,953,959    

利益剰余金合計   1,417,302 12.5  1,976,506 15.0 559,203

株主資本合計   2,225,002 19.6  2,784,206 21.1 559,203

純資産合計   2,225,002 19.6  2,784,206 21.1 559,203

負債純資産合計   11,326,571 100.0  13,213,014 100.0 1,886,442
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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        

　１　製品売上高  6,038,371   6,509,476    

２　商品売上高  7,740,271   5,412,650    

３　役務提供売上高  － 13,778,643 100.0 3,052,696 14,974,822 100.0 1,196,179

Ⅱ　売上原価         

(1）製品売上原価         

　１　期首製品たな卸高  71,223   128,924    

　２　当期製品製造原価 ※2 4,765,639   5,110,599    

　　　　合計  4,836,862   5,239,524    

３　期末製品たな卸高  128,924   166,371    

　　製品売上原価  4,707,938   5,073,153    

(2）商品売上原価         

１　期首商品たな卸高  625,752   707,024    

２　当期商品仕入高  6,199,895   3,716,446    

　　　合計  6,825,647   4,423,471    

３　期末商品たな卸高  707,024   396,910    

　　商品売上原価  6,118,622   4,026,561    

(3）役務提供原価  － 10,826,560 78.6 2,100,127 11,199,841 74.8 373,280

　　　売上総利益   2,952,082 21.4  3,774,981 25.2 822,898

Ⅲ　販売費及び一般管理費         

１　役員報酬  138,029   127,440    

２　給与手当  401,427   618,480    

３　賞与引当金繰入額  49,716   60,526    

４　役員賞与引当金繰入　
　　　　　
　　額

 42,500   －    

５　退職給付費用  36,225   52,057    

６　役員退職慰労引当金
　　繰入額

 18,948   20,230    

７　福利厚生費  79,590   112,759    

８　荷造運送費  192,701   285,494    

９　支払手数料  145,492   163,858    

10　旅費交通費  －   143,555    

11　研究開発費 ※2 329,473   290,796    

12　減価償却費  19,458   51,650    

13　賃借料  113,490   146,262    

14　貸倒引当金繰入額  －   1,415    

15　その他  423,836 1,990,891 14.4 462,479 2,537,005 16.9 546,114

　　　営業利益   961,191 7.0  1,237,976 8.3 276,784
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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）

Ⅳ　営業外収益         

１　受取利息 ※1 6,410   464    

２　受取手数料  56,340   55,140    

３　賃貸料収入 ※1 15,144   13,125    

４　その他  24,134 102,030 0.7 23,139 91,869 0.6 △10,160

Ⅴ　営業外費用         

１　支払利息  46,317   83,488    

２　支払手数料  －   14,000    

３　社債発行費  25,800   －    

４　為替差損  9,867   23,546    

５　その他  16,727 98,712 0.7 10,084 131,119 0.9 32,407

　　　経常利益   964,509 7.0  1,198,726 8.0 234,216

Ⅵ　特別利益         

  １　前期損益修正益  ※3 －   21,122    

  ２　固定資産売却益  ※5 8,776   622    

  ３　貸倒引当金戻入益  18,708   －    

  ４　抱合せ株式消滅差益  168,972   －    

  ５　事業譲渡益  － 196,456 1.4 37,703 59,448 0.4 △137,008

Ⅶ　特別損失         

  １　前期損益修正損  ※4 －   15,318    

　２　固定資産除却損  ※6 42,929   76    

３　過年度製品保証引当 
  　金繰入額 

 －   26,278    

４　過年度品質保証引当
 　 金繰入額

 －   5,162    

５　事業所閉鎖損失引当 
 　 金繰入額

 － 42,929 0.3 25,979 72,815 0.5 29,885

　　税引前当期純利益   1,118,036 8.1  1,185,359 7.9 67,322

　　法人税、住民税
　　及び事業税

 405,880   523,239    

　　法人税等調整額  △30,945 374,935 2.7 △55,873 467,365 3.1 92,430

　　当期純利益   743,100 5.4  717,993 4.8 △25,107
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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  2,883,479 57.5 3,233,679 59.5 350,200

Ⅱ　労務費  921,195 18.4 928,144 17.1 6,949

Ⅲ　経費 ※1 1,206,148 24.1 1,271,820 23.4 65,672

当期総製造費用  5,010,823 100.0 5,433,644 100.0 422,821

期首仕掛品たな卸高  480,282  716,844   

　　　合計  5,491,105  6,150,489   

他勘定振替高 ※2 8,621  45,093   

期末仕掛品たな卸高  716,844  944,797   

当期製品製造原価  4,765,639  5,110,599   

       

（注）　※１　主な内訳は、次のとおりであります。

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）

外注加工費（千円） 516,984 448,809

賃借料（千円） 202,453 216,718

サービス費（千円） 19,679 72,332

旅費交通費（千円） 56,059 42,557

消耗品（千円） 75,402 91,574

　　　　※２　他勘定振替の内訳は次のとおりであります。

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）

固定資産（千円） 8,621 45,093

（原価計算の方法）

　当社の原価計算の方法は、金型及び機械については個別原価計算を採用し、成形品については工程別総合

原価計算を採用しております。
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 役務原価明細書

  
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  － － 754,688 35.9 754,688

Ⅱ　労務費  － － 847,411 40.4 847,411

Ⅲ　経費  ※1 － － 498,026 23.7 498,026

役務提供原価  － － 2,100,127 100.0 2,100,127

       

（注）　※１　主な内訳は、次のとおりであります。

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）

賃借料（千円） － 144,860

旅費交通費（千円） － 116,818
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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
合計繰越利益

剰余金

平成18年３月31日　残高
（千円）

516,300 291,400 291,400 22,547 828,979 851,526 1,659,226 1,659,226

事業年度中の変動額

利益処分による剰余金の配当 － － － － △132,325 △132,325 △132,325 △132,325

利益処分による役員賞与 － － － － △45,000 △45,000 △45,000 △45,000

当期純利益 － － － － 743,100 743,100 743,100 743,100

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）

－ － － － 565,775 565,775 565,775 565,775

平成19年３月31日　残高
（千円）

516,300 291,400 291,400 22,547 1,394,755 1,417,302 2,225,002 2,225,002

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

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
合計繰越利益

剰余金

平成19年３月31日　残高
（千円）

516,300 291,400 291,400 22,547 1,394,755 1,417,302 2,225,002 2,225,002

事業年度中の変動額

利益処分による剰余金の配当 － － － － △158,790 △158,790 △158,790 △158,790

当期純利益 － － － － 717,993 717,993 717,993 717,993

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）

－ － － － 559,203 559,203 559,203 559,203

平成20年３月31日　残高
（千円）

516,300 291,400 291,400 22,547 1,953,959 1,976,506 2,784,206 2,784,206
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重要な会計方針

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

　　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　有価証券の評価基準及び評価方法

　　子会社株式及び関連会社株式

同左

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)

その他有価証券

時価のあるもの

　　　　　　　　　同左 

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　たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 商品

先入先出法による原価法

２　たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 商品

同左

  

(2) 製品及び仕掛品

金型及び機械

個別法による原価法

(2) 製品及び仕掛品

金型及び機械

同左

成形品

先入先出法による原価法

成形品

同左

  

(3) 原材料

先入先出法による原価法

(3) 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

　定率法によっております。

　ただし、建物（附属設備は除く）については、定額

法によっております。

　なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法

に規定する方法と同一の基準によっております。

３　固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

同左

（会計方針の変更）

　当社は、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計算方法に

変更しております。これによる営業利益、経常利益及

び税引前当期純利益に与える影響は軽微であります。

（追加情報）

　法人税法の改正に伴い、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

価償却の計算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。

これによる営業利益、経常利益及び税引前当期純利益

に与える影響は軽微であります。 
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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)

(2) 無形固定資産

　ソフトウェアのうち自社利用目的のソフトウェアに

ついては、社内における利用可能期間（5年）に基づ

く定額法、販売目的のソフトウェアについては、見込

販売数量に基づく償却額と、残存見込販売有効期間に

基づく均等償却額との、いずれか大きい金額を計上し

ております。

　なお、販売目的のソフトウェアの当初における見込

販売有効期間は3年としております。

(2) 無形固定資産

同左

  

４　繰延資産の処理方法

(1) 社債発行費

    支出時に全額費用処理する方法を採用しており

　　ます。

 　 　

４　繰延資産の処理方法

(1) ――――――

 

５　引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

　　　債権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、貸倒懸念債権等特定

　　の債権については個別に回収可能性を検討し、回収

 　 不能見込額を計上しております。 

５　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

   　　当社は役員賞与の支出に備えて、当事業年度に

　 　おける支給見込額の当事業年度負担額を計上して

     おります。

     （会計処理の変更）

　     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42,500千円減少しております。

 

  (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、当事業年度末にお

ける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当

事業年度末において発生していると認められる額を計

上しております。

　数理計算上の差異は、各期の発生時における従業員

の平均残存勤務期間以内の一定年数(10年)による定率

法により計算した額を発生の翌事業年度から費用処理

することとしております。

　未認識過去勤務債務は、その発生時における従業員

の平均残存勤務期間以内の一定年数(10年)による定額

法により計算した額を発生時から費用処理することと

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

　役員の退職により支給する退職慰労金に充てるため、

当社規程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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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)―――――― (6) 製品保証引当金 

製品の無償保証期間の修理費用支出に備えるため、

過去の売上高に対する支出割合に基づき、製品保証引

当金として計上しております。

 （会計方針の変更）

製品の無償保証期間の修理費用は、従来支出時の費

用として処理しておりましたが、当事業年度より過去

の売上高に対する支出割合に基づき、製品保証引当金

として計上する方法に変更しております。この変更は、

無償保証期間の修理費用を製品の販売時の収益と対応

させることで期間損益計算の適正化を図るものであり

ます。この変更により、過年度分相当額26,278千円は

特別損失に計上しております。この変更に伴い、従来

と同一の基準によった場合に比べ、営業利益及び経常

利益は11,880千円減少し、税引前当期純利益は38,159

千円減少しております。

(7)―――――― (7) 品質保証引当金 

有償修理後に発生する品質保証費用の支出に充てる

ため、過去の実績を基礎にして、品質保証引当金を

計上しております。

 （会計方針の変更）

有償修理後に発生する品質保証費用は、従来支出時

の費用として処理しておりましたが、当事業年度より、

過去の実績を基礎にして、品質保証引当金を計上する

方法に変更しております。この変更は、品質保証費用

を有償修理時の収益と対応させることで期間損益計算

の適正化を図るものであります。この変更により、過

年度分相当額5,162千円は特別損失に計上しております。

従来と同一の基準によった場合に比べ、営業利益及び

経常利益は842千円減少し、税引前当期純利益は6,005

千円減少しております。

(8)―――――― (8)事業所閉鎖損失引当金

当事業年度中に移転を決定した事業所の、今後発生す

ると見込まれる損失について、合理的に見積もられる金

額を計上しております。

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。

６　リース取引の処理方法

同左

  

７　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

 

７　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

同左
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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2,225,002

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。 

 ――――――

(企業結合に係る会計基準等）

　当事業年度から「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　平成

17年12月27日　企業会計基準適用指針第10号）を適用して

おります。

 ――――――

 ―――――― （売上計上基準） 

当事業年度より、国内における機械本機の売上計上基準

を従来の出荷基準から検収基準に変更しております。この

変更は、機械の出荷から検収にいたる期間の長期化の傾向

が現れてきたことから収益の実態をより適切に反映させる

ために行うものであります。これによる営業利益、経常利

益及び税引前当期純利益に与える影響はありません。

(株)ソディックハイテック(6160)　平成 20 年３月期　決算短信

－ 59 －



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）

１.前事業年度まで「商品売上」に含めて表示しておりま

したサービス事業部の売上高（前事業年度2,956,965千

円）については、当社の事業内容をより明瞭に表示す

るため、当事業年度より「役務提供売上高」として区

分掲記しております。これに伴い、前事業年度まで「商

品売上原価」に含めて表示しておりましたサービス事

業部の売上原価（前事業年度2,278,084千円）について

は、当事業年度より「役務提供原価」として区分掲記

しております。また、前事業年度まで「商品」に含め

て表示しておりましたサービス事業部のたな卸資産に

ついては当事業年度より「原材料」に含めて表示して

おります。

前事業年度と当事業年度の当該たな卸資産は次のとお

りです。

　　前事業年度　　302,863千円

　　当事業年度　　273,794千円

 

２.前期まで販売費及び一般管理費の「その他」に含めて

表示しておりました「旅費交通費」は、販売費及び一

般管理費の総額の100分の５を超えたため区分掲記しま

した。なお、前期における「旅費交通費」の金額は

98,944千円であります。
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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.関係会社に対する資産及び負債

区分掲記されたもの以外で各項目に含まれているも

のは、次のとおりであります。

※１.関係会社に対する資産及び負債

区分掲記されたもの以外で各項目に含まれているも

のは、次のとおりであります。

流動資産  

受取手形  210,767千円

売掛金      538,409千円

未収入金  251,194千円

流動負債  

買掛金      234,820千円

流動資産  

受取手形      204,849千円

売掛金      377,308千円

未収入金      209,568千円

  

      

 ※２.期末日満期手形の会計処理については、満期日に決

済がおこなわれたものとして処理しております。

なお、当期末日が金融機関の休日であったため、次

の期末日満期手形を満期日に決済が行われたものと

して処理しております。

　　受取手形        107,879千円

　　支払手形       282,736千円

 ※２.――――――

　　               

　　              

※３.当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行３行と当座貸越契約を締結しております。これら

契約に基づく当事業年度末の未実行残高は次のとお

りであります。

当座貸越極度額       5,000,000千円

借入実行残高       4,221,000千円

差引額         779,000千円
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（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.各科目に含まれている関係会社に対するものは、次の

とおりであります。

※１.各科目に含まれている関係会社に対するものは、次の

とおりであります。

売上高  7,363,238千円

受取利息 6,125千円

賃貸料収入 15,144千円

賃貸料収入 　13,125千円 

       

※２.一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

372,148千円

※２.一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

       350,350千円

※３.―――――― ※３.前期損益修正益の内容は、前期固定資産の過少計上の

修正によるものであります。

※４.―――――― ※４.前期損益修正損の内容は、前期保守売上高の過大計上

の修正によるものであります。

 

※５.固定資産売却益の内訳

土地　　　　　　　　　　 　　   　 　8,388千円

工具器具及び備品　　　　 　　　　　　　388千円

※５.固定資産売却益の内訳

機械装置　              　　　　　　  622 千円

※６.固定資産除却損の内訳 

建物 29,123千円

機械装置 12,846千円

工具器具及び備品 959千円

 

※６.固定資産除却損の内訳 

機械装置       76千円

 

（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

該当事項はありません。

(株)ソディックハイテック(6160)　平成 20 年３月期　決算短信

－ 62 －



（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）

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

（1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

（1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

 
取得価額相

当額
(千円)

減価償却累
計額相当額
(千円)

期末残高相
当額
(千円)

機械及び装置 955,744 407,314 548,429

工具器具及び
備品

135,670 50,159 85,510

その他 22,540 11,168 11,372

合計 1,113,955 468,642 645,313

 
取得価額相

当額
(千円)

減価償却累
計額相当額
(千円)

期末残高相
当額
(千円)

機械及び装置 1,012,065 430,004 582,061

工具器具及び
備品

160,265 62,393 97,872

その他 16,065 5,057 11,007

合計 1,188,397 497,455 690,942

（2）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

1年内      155,115千円

1年超      519,642千円

合計      674,758千円

1年内      157,609千円

1年超      566,056千円

合計      723,665千円

（3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

（3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

支払リース料      187,459千円

減価償却費相当額      161,324千円

支払利息相当額       27,256千円

支払リース料      197,631千円

減価償却費相当額      169,018千円

支払利息相当額       32,311千円

（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
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（有価証券関係）

前事業年度(平成19年３月31日)

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。

当事業年度(平成20年３月31日)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

（税効果会計関係）

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

（繰延税金資産）

①流動資産

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

たな卸資産評価損 34,299千円

賞与引当金 75,483千円

貸倒引当金 11,668千円

未払事業税 21,778千円

未払事業所税  642千円

未払費用 11,296千円

計 155,169千円

たな卸資産評価損 40,783千円

賞与引当金 76,036千円

貸倒引当金 2,707千円

製品保証引当金 15,530千円

品質保証引当金 2,444千円

事業閉鎖損失引当金 10,573千円

未払事業税 27,411千円

未払事業所税 236千円

未払費用 8,856千円

その他 6,595千円

合計 191,177千円

  

②固定資産 ②固定資産

役員退職慰労引当金 32,266千円

一括償却資産 3,654千円

退職給付引当金 33,918千円

みなし配当金 28,639千円

貸倒引当金  2,617千円

計 101,096千円

繰延税金資産合計 256,265千円

役員退職慰労引当金 39,348千円

一括償却資産 3,287千円

退職給付引当金 38,664千円

みなし配当金 28,639千円

貸倒引当金 6,873千円

その他 4,149千円

 　　　　　　 合計 120,962千円

繰延税金資産合計 312,139千円

 

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の内訳

法定実効税率 40.7％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.8％

住民税均等割等 0.6％

試験研究費等税額控除 △2.1％

抱合せ株式消滅差益 △5.6％

その他 △0.9％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 33.5％

  

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

の差異が法定実効税率の100分5以下であるため注記を省略

してあります。
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（企業結合等関係）

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 連結財務諸表の注記事項（企業結合等関係）における記載内容と同一であるため、記載しておりません。

 

当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

 連結財務諸表の注記事項（企業結合等関係）における記載内容と同一であるため、記載しておりません。

 

（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    84,073円41銭

１株当たり当期純利益     28,078円63銭

１株当たり純資産額  21,040円67銭

１株当たり当期純利益 5,425円98銭

　なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　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。

　当社は、平成19年７月１日付で普通株式１株に対し５株

の株式分割を行っております。 

　なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合

の前連結会計年度における１株当たり情報については、以

下のとおりとなります。

１株当たり純資産額　　　　　　　    16,814円68銭

１株当たり当期純利益　　　　 　　　　5,615円73銭

　なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

　（注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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)

当期純利益 （千円） 743,100 717,993

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） 743,100 717,993

期中平均株式数 (株) 26,465 132,325
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（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)

平成19年５月29日開催の当社取締役会におきまして、株

式分割の実施を決議しました。 

１. 株式分割の目的

当社株式を１株につき５株の割合をもって分割させ

ることにより、株式の流動性の向上を図り、投資者

層の拡大を図ることを目的とするものであります。

２. 株式分割の概要

（1）分割の方法

平成19年６月30日（土曜日）［ただし、株主名簿管

理人の休業日につき、実質上は、平成19年６月29日

（金曜日）］最終の株主名簿及び実質株主名簿等に

記載または記録された株主の所有する普通株式数１

株につき５株の割合をもって分割する。

 （2）分割により増加する株式数

株式分割前の当社発行済株式総数　 　 26,465株

今回の分割により増加する株式数　　 105,860株　

　　　　　　　

株式分割後の当社発行済株式総数 　  132,325株

 （3）株式分割の日程　　　

 　・株式分割の基準日

　　　　　　　　　　　平成19年６月30日（土曜日）

 　　　・効力発生日

 　　　　　　　　　　　　 平成19年７月１日（日曜日）

 　　　・株券交付日

 　　　　　　　　　　　　 平成19年８月20日（月曜日）

なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した

場合の前事業年度における１株当たり情報及び当該

株式分割が当期首に行われたと仮定した場合の当事

業年度における１株当たり情報は、それぞれ以下の

とおりであります。

 

前事業年度 当事業年度

１株当たり純資産額 

 12,198円96銭

１株当たり純資産額  

 16,814円68銭

１株当たり当期純利益

 3,393円70銭

１株当たり当期純利益 

 5,615円73銭

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益

 －円－銭

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益 

 －円－銭

なお、前事業年度及び当事業年度における潜在株式

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。　　

 ――――――

 

６．その他
(1）役員の異動

該当事項はありません。
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