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１．平成20年６月期の連結業績（平成19年７月１日～平成20年６月30日）

　　　当社は平成20年６月期より連結財務諸表の作成を開始したため、平成19年６月期の数値及び対前期増減率について

は記載しておりません。

(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６月期 5,099 － 708 － 638 － 345 －

19年６月期 － － － － － － － －

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６月期 286 99 － － 8.4 10.4 13.9

19年６月期 － － － － － － －

（参考）持分法投資損益 20年６月期 △24百万円 19年６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６月期 6,151 4,506 73.3 3,403 35

19年６月期 － － － － －

（参考）自己資本 20年６月期 4,506百万円 19年６月期 －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６月期 558 △542 305 1,076

19年６月期 － － － －

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） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

19年６月期 － － － － － － － － － － － － －

20年６月期 － － － － － － 25 00 25 00 33 8.7 0.7

21年６月期（予想） － － － － － － 25 00 25 00 － 8.9 －

３．平成21年６月期の連結業績予想（平成20年７月１日～平成21年６月30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
累計期間

2,510 － 295 － 290 － 145 － 109 51

通期 5,210 2.2 685 △3.3 685 7.2 370 7.2 279 44
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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）　有

新規 1社 （社名　広州徳来路博科技有限公司）    

（注）詳細は、５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　無

②　①以外の変更　　　　　　　　無

 

(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６月期 1,355,000株    

②　期末自己株式数 20年６月期 30,939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、22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６月期の個別業績（平成19年７月１日～平成20年６月30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６月期 5,102 10.1 713 4.0 671 △5.3 377 △6.2

19年６月期 4,634 11.0 686 6.8 708 8.6 402 8.2

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

円 銭 円 銭

20年６月期 313 71 － －

19年６月期 356 25 － －

(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６月期 6,151 4,507 73.3 3,404 01

19年６月期 5,459 3,693 67.6 3,270 80

（参考）自己資本 20年６月期 4,507百万円 19年６月期 3,693百万円

２．平成21年６月期の個別業績予想（平成20年７月１日～平成21年６月30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

2,560 4.5 330 △14.3 320 △15.2 175 △24.6 132 17

通期 5,200 1.9 720 0.9 700 4.3 385 2.0 290 77

 

 

 

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、多分に不確定な要素を

含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

    ①当期の経営概況　

　当連結会計年度におけるわが国経済は、年度前半は企業収益の改善による設備投資や個人消費の持ち直しなど緩

やかな回復基調にあり堅調に推移しましたが、サブプライムローン問題に端を発した米国経済の減速や各国金融市

場の混乱が派生いたしました。また年度後半においては、急激な円高の進行や原油をはじめとする原材料の高騰な

どの国内外経済に悪影響が懸念される事象が起こり、先行き不透明感が高まる状況となりました。

　このような経済環境のもと、当社グループを取り巻く事業環境は、自動車業界において国内の新車販売台数は引続

き伸び悩んでおり、米国市場でも販売台数が前年割れとなってまいりましたが、アジア市場を中心とした新興国等

の自動車需要の拡大を背景に世界生産台数は高水準を堅持しております。また、自動車の駆動伝達機構やエンジン

機構において省エネルギー（燃費向上）とＣＯ2排出削減を促進する開発が業界全体で進展しており、当社製品の採

用機会も逓増しております。一方で電機・電子機器業界においても、電装化が進展する自動車業界向け電子部品等

の供給が堅調に推移し、デジタル新技術を利用したデジタル家電やカメラ光学機器の販売が好調だったこと等によ

り、電機・電子機器業界から当社への受注も底堅く推移しております。

　当社グループは、ドライルーブ事業に経営資源を集中し、ドライルーブ製品採用顧客の拡充や既取引先製品にお

ける採用部品数の拡大・深耕を図ってまいりました。特にドライルーブ製品の自動車機器への採用頻度が高まって

おり、自動車機器メーカーからのドライルーブ製品のコーティング加工受託が大幅に増進いたしました。

　当連結会計年度において、経済発展が著しい中国で製造業の現地生産が活況を呈しているなか、当社のドライルー

ブコーティング加工事業の中国市場での拡充を図るべく、平成20年１月21日に当社100％子会社の広州徳来路博科技

有限公司を設立し、平成20年３月17日に出資払込を完了いたしました。

　以上の結果、当連結会計年度の業績は、売上高は5,099百万円となりました。一方、損益面ではＩＴセキュリティ

強化のためのシステムの投資費用、上場関連費用の支出、並びに営業・管理人員の増強に伴う販売費及び一般管理

費の増加などにより、営業利益は708百万円となりました。また、保有外貨の為替差損が発生したことなどもあり、

経常利益は638百万円、当連結会計年度の純利益は345百万円となりました。

 

　 事業部門別の業績は次のとおりであります。

　ドライルーブ部門におきましては、ドライルーブ製品のコーティング加工が、自動車業界各社の生産台数増並び

に当社製品採用部品の増加に伴い順調に推移しております。光学・電気・電子機器業界につきましても、デジタル

家電やカメラ等の好調により、当該業界向け売上は大幅に増加いたしました。また、ドライルーブ製品販売につき

ましては、アジア向け需要が引続き増勢にあります。この結果売上高は、5,059百万円となりました。

　 その他の事業につきましては、主に一般消費者向け商品売上高が40百万円となりました。

 

　　　②次期の見通し

　　　　次期の見通しにつきましては、金融不安、為替不安、原油高等による景気・個人消費の減速傾向は続くとみられ、

世界的な原材料高騰は長期化が懸念されるなど先行き不透明感が増しております。

　当社グループの主要顧客である自動車業界では、業績予測において増収減益の開示がなされております。

しかしながら、自動車の世界生産台数は北米・日本の減産を織り込みながらも高水準を堅持し、自動車の駆動伝達

機構やエンジン機構において省エネルギー（燃費向上）とＣＯ2排出削減を促進する開発は業界全体で進展してお

り、これに伴う当社製品の採用機会も逓増するとみております。また、電気業界においても、デジタル家電、車載

関連機器、モバイル端末等の電気・電子機器製品の高機能化動向は衰えることなく、各企業の新製品・新技術への

開発意欲は依然として旺盛であり、当社グループをめぐる市場は比較的堅調に推移するとみております。

　この様な事業環境を踏まえ、当社グループは顧客ニーズ、ユーザーの新製品開発志向に応える提案型営業を継続

するとともに、高品質製品の安定供給を促進する生産体制の強化並びに生産工程の合理化等による生産効率・利益

構造の改善を推し進めてまいります。海外事業においては、本年１月に設立した中国100％子会社（広州徳来路博科

技有限公司）の創業期負担が見込まれますが、他の関連会社２社を含めて早期の収益事業化を併進させてまいりま

す。

　当社グループの現時点での通期連結業績見通しは、次のとおりです。

　　　売 上 高　：　5,210百万円　　　　　　営 業 利益　：　685百万円

　　　経常利益　：　　685百万円　　　　　　当期純利益  ：　370百万円

 

(2）財政状態に関する分析

① 資産、負債及び純資産の状況

　当連結会計年度における総資産は6,151百万円、負債は社債償還等により1,644百万円となりました。また純資産

は、新株式の発行により資本金及び資本準備金がそれぞれ225百万円増加し、さらに当期純利益の計上等による利
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益剰余金の増加により4,506百万円となりました。これにより自己資本比率は、73.3％となりました。

   なお、当連結会計年度から連結財務諸表を作成しているため、前連結会計年度との対比の記載はしておりませ

ん。

 

② キャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度における現金及び現金同等物は、1,076百万円となりました。

　当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況と主たる増減要因は、次のとおりであります。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金調整前当期純利益646百万円、減価償却費

233百万円の収入があったものの法人税等の支払額325百万円などにより558百万円の収入となりました。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出526百万円、関

係会社出資金の払込による支出15百万円などにより、542百万円の支出となりました。

 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、株式の発行による収入が440百万円、及び長期

借入金の借入による増加額300百万円があったものの社債の償還による支払額400百万円などにより、305百万円の

収入となりました。

 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　当社グループの利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、

安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としております。

　内部留保資金につきましては、企業体質の強化及び設備投資等のために有効活用し、今後も事業の拡大に努めてま

いる所存であります。

　今後につきましても、株主に対する利益還元を経営の重要な政策と位置づけ、利益の状況や将来の事業展開などを

総合的に判断しながら、配当による利益還元を行っていく予定であります。

　当期は、１株当たり普通配当20円に加えジャスダック証券取引所上場記念配当５円を加えて合計25円を予定してお

ります。内部留保資金につきましては、生産設備増強のため、設備資金に充当するとともに、研究開発活動に活用し、

経営基盤の強化と今度の事業拡大に努める所存であります。

　　　次期の普通株式の期末配当につきましては、１株につき25円を継続する予定であります。

 

(4）事業等のリスク

　平成20年６月期中間決算短信（平成20年２月14日開示）により開示いたしました内容から重要な変更がないため開

示を省略いたします。

　 当該中間決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。

　（当社ホームページ）

　  http://www.drilube.co.jp/

  （ジャスダック証券取引所ホームページ）

　　http://www.jasdaq.co.jp/tekiji/
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２．企業集団の状況
　  当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（東洋ドライルーブ株式会社）・子会社１社及び関連会社

４社により構成されており、ドライルーブ製品の製造販売及びドライルーブ製品の自動車機器、電気・電子機器の

駆動伝達部等へのコーティング加工並びにドライルーブ製品のコーティング加工法の技術指導を主たる業務として

おります。

　また、当社グループではその他事業として、高荷重耐久性、耐衝撃性の向上、また、電子の移動速度を向上させ

て放送機器等の音質や画質を向上させる機能を有するＩＭＣ製品（Impedance Matching Coreの頭文字をとった略

称で、電気的整合をはかる素材のことです。）の製造販売を行っております。

　当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。国内において

は、当社がドライルーブ製品の製造販売、ドライルーブ製品のコーティング加工、ドライルーブ製品のコーティン

グ加工法の技術指導、ＩＭＣ製品の製造販売を行い、海外（中国）においては、子会社の広州徳来路博科技有限公

司（平成20年１月21日設立、平成20年初秋操業開始予定）、関連会社の中山市三民金属処理有限公司及び昆山三民

塗頼電子材料技術有限公司がドライルーブ製品のコーティング加工を行います。

　事業の系統図は次のとおりであります。　

  

 
コーティング加工部品の受入 

 

原材料 

メーカー 

 

商 社 

原材料の仕入 

 

原材料 

メーカー 

 

 

 

 

 

（子会社） 

広州徳来路博 

科技有限公司 

 

（関連会社） 

中山市三民金属

処理有限公司 

 

昆山三民塗頼 

電子材料技術 

有限公司 

 

長野ドライ 

ルーブ株式会社 
 

製品の販売 

 
コーティング 

加工メーカー 

ドライルーブ製品・ 

コーティング加工済製品の納入 

 
コーティング加工法の技術指導 

原材料の仕入 

 

 

（外注先） 
 

機械加工 

メーカー 
 

コーティング 

加工メーカー 
 

部材の仕入 

外注加工 

その他 

 

 

ドライルーブ製
品の製造販売 

 

 

コーティング 
加 工 

 

 

 

 

当 
 

 

 

 

 

社 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
その他製品の
製造販売 

 

ドライルーブ

製品の販売 

コーティング

加工法の技術

指導 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

顧 
 

 

 

 

 

客 
 
 

 

コーティング 
加工済製品の納入 

ドライルーブ事業 

コーティング加
工受注・未加工
製品の受入 

　（注）　上記のほか、関連会社である日本ケミカルコート株式会社は医療機器及び化学機器に対するテフロンコーティ

ング加工を事業としております。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

  当社グループは摩擦により発生するエネルギーのロスを減少させ、摩耗による性能の低下を防止するなど摩擦摩

耗によるロスを削減し、省エネルギー、耐久寿命の向上などを通じて社会に貢献することを使命としており、その

ために摩擦を緩和する、あるいは摩耗を防止するなどの機能を有するコーティング被膜を開発しております。

 

(2）目標とする経営指標

  当社グループは、事業収益を安定的に確保し会社の永続的な発展を図るために、営業利益率等を常に意識した経

営を行っております。また、研究開発体制の整備と生産能力の増強のため設備投資の先行投資が必要であり、その

ために財務体質の強化を図り、自己資本比率の向上に努めてまいります。　

 

(3）中長期的な会社の経営戦略

  新製品を創出し、顧客満足度を向上することにより、当社グループのさらなる飛躍を目指してまいります。具体

的には以下の点について強化を図ってまいります。

① 業容拡大に対応した設備投資並びに人材投入により、開発、生産・加工体制及び社内管理体制を充実させてまい

ります。取引先への速やかな対応、新製品の開発、生産技術の向上、新規市場の開拓、取引先から信頼される管

理体制等を構築することにより、強固な経営体制の構築を図ります。

② その他事業のＩＭＣ製品にかかる事業戦略を推進し、期待成果を可及的速やかに具現化させます。将来の収益の

柱として期待のかかる事業分野であり、早期事業化を図ります。　

③ 顧客・市場のグローバル化の進展に迅速に対応できるよう、中国関連会社等における対応力の強化を図ります。

 

(4）会社の対処すべき課題

　産業界の技術革新の潮流の中で、各種機器の作動メカニズムにおいて環境保全・省エネルギー・軽量化・高機能

化などの要求が高まっており、特にその傾向は当社グループの主要顧客である自動車機器メーカー業界において顕

著であります。

　このような状況下で安定的な事業収益を確保するために、当社グループといたしましては、引続き顧客の立場に

立って、そのニーズに応える各種製品を開発し、高品質堅持と安定供給に強く意を用いることが重要であると考え

ており、特に下記の４点を重要課題として取り組んでおります。

① コーティング加工設備の拡充

　当社グループのドライルーブ製品のコーティング加工は、神奈川工場、群馬工場、愛知工場の３工場の設備で

行っております。市場の安定的な拡大見通し及び顧客からの受注増加を見据えて、各工場の加工工程の自動化を

進め、また、自社考案の高効率コーティング加工機や装置等を導入するなど、加工設備を増設・増強してまいり

ます。

　当社グループは、今後の市場の多様化を視野に入れ、引続き新ドライルーブ製品開発の推進、営業人員の増加

による営業活動の強化と併せて、受注量拡大に備えた次期設備についての検討も並行して推し進め、加工体制を

強化してまいります。

　なお、現在建設を進めております岐阜工場の稼働開始は、平成21年初夏を予定しております。

② 取引基盤・収益基盤の拡大

　当社グループでは、これまで培った固体被膜潤滑剤に分類されるドライルーブ製品の設計・開発・生産技術力

をもとに、顧客要望に速やかに対応できる開発・生産・加工の一貫体制で臨んでまいりました。今後とも、既存

製品の改良、新製品の開発を行うことによって、顧客の品質基準を満たす製品を安定的に供給し、取引基盤と収

益基盤を一層強固なものにしてまいります。

　海外では、製造業各社の中国進出を踏まえ、中国広東省中山市（中山市三民金属処理有限公司）に続き、江蘇

省昆山市（昆山三民塗頼電子材料技術有限公司）においても関連会社の工場が稼働しております。また、平成20

年１月広州市に当社100％子会社（広州徳来路博科技有限公司）を設立し、平成20年初秋操業開始の準備を進め

ております。昆山三民塗頼電子材料技術有限公司並びに広州徳来路博科技有限公司の操業を早期に軌道に乗せ、

現地の日系製造業各社を中心に、日本国内と同品質のドライルーブコーティング加工製品を安定的に供給する事

業を展開してまいります。

③ その他部門の事業化

　当社グループでは、ドライルーブ事業とその他事業があり、その他事業としてＩＭＣ製品の製造販売を行って

おります。

　ＩＭＣ製品機能の有効性については外部研究機関で評価を得ており、同製品の商業化・量産化を促進し、ドラ

イルーブ事業と並ぶ第二の事業の柱としていく計画であり、その他部門の早期事業化を推し進めてまいりま

す。

東洋ドライルーブ株式会社（4976）平成 20 年６月期決算短信

－ 6 －



④ 事業拡大に向けた人材の確保・育成

　当社グループの事業は、研究開発スタッフと製造・加工・品質管理スタッフが連携をとり、既存製品の改良、

新製品・新技術の開発を継続して進めていくことにより、新需要・新顧客・新市場の創出が可能となります。

　当社グループが推進する提案型・共同開発型の営業は、専門的な知識・経験を有する技術者が行っております。

また、事業の拡大を見据えて内部統制機能を強化するための人材を管理部門に配置しております。

　当社グループでは、今後の事業の成長・拡大に向けて、優秀な人材の確保及び育成が必須であると考えており、

内容の拡大に見合った適正人員を配置するために、継続的に人材の確保・育成を進めてまいります。　

 

(5）内部管理体制の整備・運用状況

　当該事項につきましては、有価証券上場規程第８条の３及び適時開示規則第10条第３項に規定するコーポレート・

ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」に記載しております。
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

  
当連結会計年度

（平成20年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）     

Ⅰ　流動資産     

１．現金及び預金 ※２　  1,282,687  

２．受取手形及び売掛金   857,170  

３．たな卸資産   218,323  

４．繰延税金資産   21,080  

５．その他   26,743  

貸倒引当金   △100  

流動資産合計   2,405,904 39.1

Ⅱ　固定資産     

１．有形固定資産     

(1）建物及び構築物  1,524,499   

減価償却累計額  678,815 845,684  

(2）機械装置及び運搬具  1,121,893   

減価償却累計額  541,933 579,960  

(3）工具器具備品  77,246   

減価償却累計額  51,161 26,084  

(4）土地   1,225,144  

(5）建設仮勘定   188,693  

有形固定資産合計   2,865,568 46.6

２．無形固定資産     

(1）ソフトウェア   10,471  

無形固定資産合計   10,471 0.2

３．投資その他の資産     

(1）投資有価証券 ※１　  737,458  

(2）繰延税金資産   66,899  

(3）その他　   64,740  

投資その他の資産合計   869,098 14.1

固定資産合計   3,745,138 60.9

資産合計   6,151,042 100.0
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当連結会計年度

（平成20年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）     

Ⅰ　流動負債     

１．支払手形及び買掛金 ※２　  423,165  

２．未払金   27,360  

３. 未払費用　   32,255  

３. 未払法人税等　   160,611  

４．賞与引当金   19,565  

５．その他   34,151  

流動負債合計   697,109 11.3

Ⅱ　固定負債     

１．社債   400,000  

２．長期借入金   300,000  

３．退職給付引当金   106,321  

４．長期未払金   141,370  

固定負債合計   947,691 15.4

負債合計   1,644,800 26.7

（純資産の部）     

Ⅰ　株主資本     

１．資本金   375,956 6.1

２．資本剰余金   460,956 7.5

３．利益剰余金   3,604,418 58.6

４．自己株式   △11,523 △0.2

株主資本合計   4,429,807 72.0

Ⅱ　評価・換算差額等     

１．その他有価証券評価差額金   5,125 0.1

２．為替換算調整勘定   71,308 1.2

評価・換算差額等合計   76,433 1.2

純資産合計   4,506,241 73.3

負債純資産合計   6,151,042 100.0
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(2）連結損益計算書

  
当連結会計年度

（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   5,099,946 100.0

Ⅱ　売上原価   3,589,110 70.4

売上総利益   1,510,835 29.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１.２  802,645 15.7

営業利益   708,189 13.9

Ⅳ　営業外収益     

１．受取利息及び配当金  3,207   

２．その他  31,433 34,641 0.7

Ⅴ　営業外費用     

１．支払利息  554   

２．社債利息  9,008   

３．為替差損  54,902   

４．株式交付費  10,947   

５. 持分法による投資損失  24,264   

６. その他  4,173 103,850 2.0

経常利益   638,980 12.5

Ⅵ　特別利益     

１．固定資産売却益 ※３ 282   

２．貸倒引当金戻入益  4,450   

３．投資有価証券売却益  2,925 7,658 0.2

Ⅶ　特別損失     

１．固定資産除却損 ※４ 462 462 0.0

税金等調整前当期純利益   646,176 12.7

法人税、住民税及び事業税  307,906   

法人税等調整額  △6,879 301,026 5.9

当期純利益   345,150 6.8
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(3）連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（自　平成19年７月１日　至　平成20年６月30日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年６月30日　残高（千円） 150,000 235,000 3,310,607 △11,418 3,684,188

連結会計年度中の変動額      

新株の発行 225,956 225,956   451,912

剰余金の配当   △11,291  △11,291

当期純利益   345,150  345,150

自己株式の取得    △105 △105

持分法適用会社増加に伴う減少高   △40,046  △40,046

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

225,956 225,956 293,811 △105 745,619

平成20年６月30日　残高（千円） 375,956 460,956 3,604,418 △11,523 4,429,807

 

評価・換算差額等

純資産合計その他有価
証券評価差
額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成19年６月30日　残高（千円） 9,000 － 9,000 3,693,189

連結会計年度中の変動額     

新株の発行    451,912

剰余金の配当    △11,291

当期純利益    345,150

自己株式の取得    △105

持分法適用会社増加に伴う減少高    △40,046

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

△3,874 71,308 67,433 67,433

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△3,874 71,308 67,433 813,052

平成20年６月30日　残高（千円） 5,125 71,308 76,433 4,506,241

東洋ドライルーブ株式会社（4976）平成 20 年６月期決算短信

－ 11 －



(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
当連結会計年度

（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

区分
注記
番号

金額（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  646,176

減価償却費  233,746

持分法による投資損失  　 24,264

貸倒引当金の減少額  △4,450

賞与引当金の増加額  1,767

退職給付引当金の増加額  4,649

役員退職慰労引当金の減少額  △141,370

受取利息及び受取配当金　  △3,207

支払利息及び社債利息  9,562

為替差損  52,190

固定資産除却損  462

固定資産売却益  △282

投資有価証券売却益　  △2,925

売上債権の増加額  △92,399

たな卸資産の増加額  △88,715

その他流動資産の増加額　  △15,766

仕入債務の増加額  112,532

未払消費税等の増加額  16,900

その他流動負債の減少額  △21,184

長期未払金の増加額  141,370

その他  18,413

小計  891,733

利息及び配当金の受取額  3,305

利息の支払額  △10,641

法人税等の支払額  △325,631

営業活動によるキャッシュ・フロー  558,766

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出  △369,093

定期預金の払戻による収入  369,089

有形固定資産の取得による支出  △526,829

有形固定資産の売却による収入  616

無形固定資産の取得による支出  △1,415

投資有価証券の取得による支出  △330

投資有価証券の売却による収入  5,474

関係会社出資金の払込による支出  △15,234

その他  △4,905

投資活動によるキャッシュ・フロー  △542,628

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出  △20,000

長期借入金の借入による収入  300,000

社債の償還による支出  △400,000

株式の発行による収入  440,964

自己株式の取得による支出  △105

配当金の支払額  △11,291

その他  △4,171

財務活動によるキャッシュ・フロー  305,396

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  △47,661

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額  273,872

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  802,725

Ⅷ　現金及び現金同等物の期末残高 ※　 1,076,598
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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
当連結会計年度

（自　平成19年７月１日
　至　平成20年６月30日）

１．連結の範囲に関する事項  連結子会社の数　　    　　　　　　　１社
 連結子会社の名称
   広州徳来路博科技有限公司

２．持分法の適用に関する事項 （1）持分法適用の関連会社の数　　　　２社 
     持分法を適用した関連会社の名称
　　 　中山市三民金属処理有限公司 
　　 　昆山三民塗頼電子材料技術有限公司
（2）持分法を適用しない関連会社
　　 持分法を適用しない関連会社の名称
　　 　長野ドライルーブ株式会社
　　 　日本ケミカルコート株式会社　
   　　　持分法を適用していない関連会社は、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り、かつ、全体としても重要性がないた
め持分法の適用範囲から除外しております。

（3）持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、各社
の事業年度に係る財務諸表を作成しております。

３．連結子会社の事業年度等に関

する事項

　　連結子会社の決算日は12月31日であります。
連結財務諸表の作成にあたっては、同社の３月31日現在で仮決算を行い、その連
結財務諸表を使用しております。ただし、連結決算日までの間に生じた重要な取
引については、連結上必要な調整を行っております。

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
　　　　　期末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しております） 
　　　 時価のないもの

　移動平均法による原価法を採用しております。

 ② たな卸資産
　　 商品・製品・原材料・仕掛品

　 先入先出法による原価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
　　   当社は主として定率法（ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（附

属設備を除く）は定額法）を採用し、在外連結子会社は、主に定額法を採用
しております。

　　 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
　　　 建物及び構築物　　　 ７年～50年
　　　 機械装置及び運搬具　 ３年～11年

② 無形固定資産
　　 定額法によっております。
　　　 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。

(3）重要な繰延資産の処理方法 ① 株式交付費
　　 支出時に全額費用として計上しております。

 ② 開業費　　　
　　 支出時に全額費用として計上しております。

(4）重要な引当金の計上基準 ① 貸倒引当金
　   債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権当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。

② 賞与引当金
     従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の当連結会計年度の負担額を

計上しております。
③ 退職給付引当金
     従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度における退職給付債務の見

込額に基づき当期末に発生している額を計上しております。

(5）重要な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みと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）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に相当する額の会計処理は、税抜方式によっておりま

す。
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項目
当連結会計年度

（自　平成19年７月１日
　至　平成20年６月30日）

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。

６．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、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の
変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３か月以内に償還期限の到来
する短期投資からなっております。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

当連結会計年度
（平成20年６月30日）

※１．関連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） 5,050千円

※２．担保資産及び担保付債務

　　　担保に供している資産は次のとおりであります。

現金及び預金（定期預金） 5,000千円

　　　担保付債務は次のとおりであります。

買掛金 1,415千円

　３．受取手形裏書譲渡高 148,156千円

（連結損益計算書関係）

当連結会計年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

※１. 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のと

おりであります。

役員報酬 172,685千円

従業員給与手当 135,881千円

研究開発費　 98,726千円

支払手数料 90,940千円

賞与引当金繰入額 5,408千円

退職給付引当金繰入額 7,543千円

 

※２．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費は次の

とおりであります。

 98,726千円

 

 ※３. 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

工具器具備品 123千円

車両運搬具 159千円

　計 282千円

 

 ※４. 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

工具器具備品 53千円

車両運搬具 408千円

　計 462千円
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（連結株主資本等変動計算書関係）

当連結会計年度（自平成19年７月１日　至平成20年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
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１） 1,160,000 195,000 － 1,355,000

合計 1,160,000 195,000 － 1,355,000

自己株式     

普通株式（注２） 30,860 79 － 30,939

合計 30,860 79 － 30,939

　（注）１. 発行済株式の増加は、増資による新株の発行によるものであります。

　　　　２. 自己株式の増加は、単元株未満株式の買取りによるものであります。

２．新株予約権等に関する事項

区分 　新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当連結会計
年度末残高
（千円）

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社

（親会社）

ストックオプションとし

ての新株予約権
－ － － － － －

 　合計 － － － － － －

　（注）（ストック・オプション等関係）に注記しているため、新株予約権の目的となる株式の種類及び新株予約権の目

的となる株式の数については、記載を省略しております。

３．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９月25日

定時株主総会
普通株式 11,291 10 平成19年６月30日 平成19年９月26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

　　次のとおり、決議を予定しております。

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年９月25日

定時株主総会
普通株式 33,101 利益剰余金 25 平成20年６月30日 平成20年９月26日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当連結会計年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30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掲記

されている科目の金額との関係

（平成20年６月30日現在）

現金及び預金勘定 1,282,687千円　

預入期間が３ヶ月を超える定期

預金
△206,089千円　

現金及び現金同等物 1,076,598千円　

（リース取引関係）

当連結会計年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30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、減

損損失累計額相当額及び期末残高相当額

 
取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

　機械及び装置 14,000 3,450 10,550

合計 14,000 3,450 10,550

２．未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

１年内 1,712千円　

１年超 9,202千円　

合計 10,915千円

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費

相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 4,878千円

減価償却費相当額 4,206千円

支払利息相当額 552千円

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、残存価格を零とする定額法に

よっております。　

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。

（減損損失について）

　　リース資産に配分された減損損失はありません。
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（有価証券関係）

当連結会計年度（自平成19年７月１日　至平成20年６月30日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 　種類
取得原価
（千円）

連結貸借対照
表計上額

（千円）
差額（千円）

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えるもの

(1）株式 12,811 21,593 8,781

(2）債券    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 12,811 21,593 8,781

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの

(1）株式 682 501 △181

(2）債券    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 682 501 △181

合計 13,493 22,094 8,600

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成19年７月１日　至　平成20年６月30日）

　売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）　

5,474 2,925 －

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

　非上場株式 1,000

（デリバティブ取引関係）

当連結会計年度（自平成19年７月１日　至平成20年６月30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）

当連結会計年度（自平成19年７月１日　至平成20年６月30日）

１．採用している退職給付制度の概要

　　　　当社グループは、平成６年８月より確定給付型の制度として退職一時金制度を設けております。

 

２．退職給付債務に関する事項

 
当連結会計年度

（平成20年６月30日）

(1）退職給付債務（千円）

(2）退職給付引当金（千円）

106,321

106,321

　（注）当社は退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

３．退職給付費用に関する事項

 
当連結会計年度

（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

退職給付費用（千円） 18,238

(1）勤務費用（千円） 18,238

　（注）当社は退職給付費用の算定にあたり、簡便法を採用しております。

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

当連結会計年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

　当社グループは退職給付債務の算定にあたり、簡便法を

採用しておりますので、基礎率等については記載しており

ません。

東洋ドライルーブ株式会社（4976）平成 20 年６月期決算短信

－ 19 －



（ストック・オプション等関係）

当連結会計年度（自平成19年７月１日　至平成20年６月30日）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

 平成18年ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数
当社取締役５名　当社監査役４名
給与規程の職務等級基準に基づく使用人59名

株式の種類別のストック・オプション数
（注）

普通株式　27,400株

付与日 平成18年３月10日

権利確定条件
付与日以降、権利確定日（平成20年２月17日）まで継続して勤務している
こと。

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間 平成20年２月18日から平成25年２月17日まで

　（注）株式数に換算して記載しております。

平成18年11月１日付で普通株式１株につき10株の分割を行なっております。これにより「株式の付与数」が調

整されております。

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

当連結会計年度（平成20年６月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプショ

ンの数については、株式数に換算して記載しております。

① ストック・オプションの数

  平成18年ストック・オプション

権利確定前 （株）  

前連結会計年度末  27,400

付与（注）  －

失効  －

権利確定  27,400

未確定残  －

権利確定後 （株）  

前連結会計年度末  27,400

権利確定  －

権利行使  －

失効  700

未行使残  26,700

　（注）平成18年11月１日付で普通株式１株につき10株の分割を行ったことによる増加であります。

② 単価情報

 平成18年ストック・オプション

権利行使価格（円）（注） 2,600

行使時平均株価（円） －

公正な評価単価（付与日）（円） －

　（注）平成18年11月１日付で普通株式１株につき10株の分割を行なっております。これにより「権利行使価格」が調整

されております。
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（税効果会計関係）

当連結会計年度
（平成20年６月30日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産（流動） （千円）

賞与引当金 7,904

未払事業税 11,594

その他 1,580

計 21,080

繰延税金資産（固定）  

退職給付引当金 41,223

役員退職慰労引当金 57,113

その他 808

計 99,145

繰延税金負債（固定）  

保険積立金 △2,054

特別償却準備金 △9,647

固定資産圧縮積立金 △17,069

その他有価証券評価差額金 △3,474

計 △32,245

繰延税金資産の純額 87,979

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 40.4（％）

（調整）  

欠損金子会社の未認識税務利益 0.3

交際費等永久に損金に算入され

ない項目
0.1

試験研究費特別控除 △1.3

留保金課税 4.2

住民税均等割等 0.3

持分法による投資損益 1.7

その他 0.9

税効果会計適用後の法人税等の

負担率
46.6
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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

当連結会計年度（自平成19年７月１日　至平成20年６月30日）

ドライルーブ事業の売上高、営業利益及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグ

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、事業の種類別セグメント情報の記載を

省略しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

当連結会計年度（自平成19年７月１日　至平成20年６月30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

当連結会計年度（自平成19年７月１日　至平成20年６月30日）

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

　（企業結合等関係）

　　　該当事項はありません。

  （関連当事者との取引）

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

（１株当たり情報）

当連結会計年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

１株当たり純資産額 3,403.35円

１株当たり当期純利益金額 286.99円

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、

希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載してお

りません。

　（注）１株当たり当期純利益の金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります

 
当連結会計年度

（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

１株当たり当期純利益金額  

　当期純利益（千円） 345,150

　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） 345,150

　期中平均株式数（株） 1,202,646

　希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなかっ

た潜在株式の概要

 

　新株予約権　　　　　 　 2,670個

　なお、概要は「ストックオプション等

関係」に記載のとおりであります。

 

（重要な後発事象）

当連結会計年度（自平成19年７月１日　至平成20年６月30日）

  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６月30日）
当事業年度

（平成20年６月30日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金 ※１  1,008,810   1,053,360   

２．受取手形 ※２　  125,559   79,709   

３．売掛金 ※２　  639,211   777,460   

４．商品   8,901   1,454   

５．製品   64,262   128,210   

６．原材料   32,434   48,526   

７．仕掛品   24,008   40,131   

８．前払費用   7,038   14,894   

９．繰延税金資産   22,993   21,080   

10．未収入金 ※２　  2,804   4,568   

11．その他   337   845   

貸倒引当金   △4,551   △106   

流動資産合計   1,931,811 35.4  2,170,136 35.3 238,324

Ⅱ　固定資産         

１. 有形固定資産         

（1）建物  1,454,282   1,473,144    

 減価償却累計額  594,448 859,834  651,712 821,431   

（2）構築物  49,864   51,355    

 減価償却累計額  22,723 27,140  27,103 24,252   

（3）機械及び装置  868,055   1,056,658    

 減価償却累計額  350,284 517,771  494,321 562,337   

（4）車両運搬具  64,667   65,234    

 減価償却累計額  48,479 16,188  47,611 17,622   

（5）工具器具備品  58,546   77,070    

 減価償却累計額  36,928 21,618  51,161 25,909   

（6）土地   1,225,144   1,225,144   

（7）建設仮勘定   －   161,600   

有形固定資産合計   2,667,697 48.9  2,838,298 46.1 170,601

２. 無形固定資産         

（1）ソフトウェア   13,514   10,471   

無形固定資産合計   13,514 0.2  10,471 0.2 △3,043

３. 投資その他の資産         

（1）投資有価証券   31,814   23,094   

（2）関係会社株式   5,050   5,050   

（3）出資金   10   10   

（4）関係会社出資金   693,550   918,226   

（5）保険積立金   48,566   53,367   

（6）差入保証金   6,480   6,740   

（7）関係会社長期貸付金 ※２　  －   55,000   

（8）長期前払費用　   5,962   4,622   

（9）繰延税金資産   55,480   66,899   

投資その他の資産合計   846,914 15.5  1,133,009 18.4 286,095

固定資産合計   3,528,126 64.6  3,981,780 64.7 453,654

資産合計   5,459,938 100.0  6,151,917 100.0 691,978
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前事業年度

（平成19年６月30日）
当事業年度

（平成20年６月30日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

         

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．支払手形   －   22,577   

２. 買掛金
※１.２
　

 310,633   400,587   

３．１年以内返済予定の長期
借入金

  20,000   －   

４．１年以内償還予定の社債   400,000   －   

５．未払金   132,471   27,360   

６．未払費用   30,449   32,255   

７．未払法人税等   177,743   160,611   

８．未払消費税等   5,231   22,131   

９．預り金   29,378   12,019   

10．賞与引当金   17,798   19,565   

流動負債合計   1,123,707 20.6  697,109 11.3 △426,597

Ⅱ　固定負債         

１．社債   400,000   400,000   

２．長期借入金   －   300,000   

３．退職給付引当金   101,671   106,321   

４．役員退職慰労引当金   141,370   －   

５．長期未払金   －   141,370   

固定負債合計   643,041 11.8  947,691 15.4 304,649

負債合計   1,766,748 32.4  1,644,800 26.7 △121,947

         

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   150,000 2.7  375,956 6.1 225,956

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  102,000   327,956    

(2）その他資本剰余金  133,000   133,000    

資本剰余金合計   235,000 4.3  460,956 7.5 225,956

３．利益剰余金         

(1）利益準備金  13,000   13,000    

(2）その他利益剰余金         

特別償却準備金  23,333   14,232    

固定資産圧縮積立金  25,181   25,181    

別途積立金  2,400,000   2,400,000    

繰越利益剰余金  849,091   1,224,186    

利益剰余金合計   3,310,607 60.6  3,676,601 59.8 365,994

４．自己株式   △11,418 △0.2  △11,523 △0.2 △105

株主資本合計   3,684,188 67.4  4,501,990 73.2 817,801

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差額
金

  9,000 0.2  5,125 0.1 △3,874

評価・換算差額等合計   9,000 0.2  5,125 0.1 △3,874

純資産合計   3,693,189 67.6  4,507,116 73.3 813,926

負債純資産合計   5,459,938 100.0  6,151,917 100.0 691,978
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

当事業年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高         
１．製品売上高  4,609,764   5,061,908    
２．その他売上高  24,289 4,634,054 100.0 40,922 5,102,830 100.0 468,776

Ⅱ　売上原価         
１．製品期首たな卸高  57,460   64,262    
２．当期製品製造原価  3,453,544   3,898,397    

合計  3,511,005   3,962,659    
３．他勘定振替高 ※１ 213,082   257,518    
４．製品期末たな卸高  64,262   128,210    
５．製品売上原価  3,233,659   3,576,931    
６．商品期首たな卸高  4,090   8,901    
７．当期商品仕入高  12,164   4,732    

合計  16,255   13,634    
８．商品期末たな卸高  8,901   1,454    
９．商品売上原価  7,353 3,241,013 69.9 12,179 3,589,110 70.3 348,097

売上総利益   1,393,040 30.1  1,513,720 29.7 120,679
Ⅲ　販売費及び一般管理費         
１．役員報酬  144,540   172,685    
２．給料手当  127,458   135,837    
３．賞与引当金繰入額  4,669   5,408    
４．退職給付費用  3,589   7,543    
５．役員退職慰労引当金繰

入額
 17,980   －    

６．旅費交通費  30,474   33,205    
７．研究開発費 ※２ 100,669   98,726    
８．賃借料  17,742   16,207    
９．減価償却費  18,942   22,391    
10．配達費  47,716   47,759    
11．保険料  20,005   17,889    
12．支払手数料  42,378   90,928    
13．その他  130,398 706,565 15.3 151,406 799,991 15.7 93,425

営業利益   686,475 14.8  713,729 14.0 27,253
Ⅳ　営業外収益         
１．受取利息  1,737   2,765    
２．受取配当金  493   517    
３．固定資産賃貸収入  4,584   4,577    
４．受取保険収入  13,729   26,267    
５. 為替差益　  12,139   －    
６．その他  1,993 34,679 0.8 588 34,716 0.7 37

         
Ⅴ　営業外費用         
１．支払利息  801   554    
２．社債利息  2,639   9,008    
３．保証料  2,409   4,144    
４．株式交付費  －   10,947    
５. 為替差損  －   52,639    
６．社債発行費  6,532   －    
７．その他  23 12,406 0.3 29 77,323 1.5 64,917

経常利益   708,748 15.3  671,122 13.2 △37,626
Ⅵ　特別利益         
１．固定資産売却益 ※３ 32,752   282    
２．貸倒引当金戻入益  329   4,445    
３. 投資有価証券売却益  － 33,081 0.7 2,925 7,652 0.1 △25,428

Ⅶ　特別損失         
１.固定資産除却損 ※４ － －  462 462 0.0 462

税引前当期純利益   741,829 16.0  678,312 13.3 △63,517
法人税、住民税及び事
業税

 354,961   307,906    

法人税等調整額  △15,384 339,577 7.3 △6,879 301,026 5.9 △38,551
当期純利益   402,251 8.7  377,285 7.4 △24,966
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製造原価明細書

  
前事業年度

（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

当事業年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　材料費 ※１ 2,305,839 66.8 2,563,739 65.5  

Ⅱ　労務費  564,438 16.4 721,603 18.4  

Ⅲ　経費 ※２ 581,302 16.8 629,177 16.1  

当期総製造費用  3,451,580 100.0 3,914,520 100.0 462,940

期首仕掛品たな卸高  25,972  24,008  △1,963

合計  3,477,552  3,938,528  460,976

期末仕掛品たな卸高  24,008  40,131  16,123

当期製品製造原価  3,453,544  3,898,397  444,853

　（注）※１．材料費には次のものが含まれております。

項目
前事業年度

（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

当事業年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

他勘定受入高   

製品売上原価からの振替高（千円） 209,294 255,416

※２．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７月１日
至　平成19年６月30日）

当事業年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

外注加工費（千円） 213,984 175,350

減価償却費（千円） 153,747 200,118

（原価計算の方法）

前事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

当事業年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

原価計算の方法は、工場別（製品別）実際総合原価計算で

あり、期中は予定原価を用い、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７月１日　至平成19年６月30日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準

備金

その他
資本剰
余金

資本剰
余金合
計

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

固定資
産圧縮
積立金

別途積立
金

繰越利
益剰余
金

平成18年６月30日残
高（千円）

150,000 102,000 133,000 235,000 13,000 32,434 18,871 2,400,000 453,082 2,917,388 △11,418 3,290,970

事業年度中の変動額             

特別償却準備金の
取崩

     △9,100   9,100   －

固定資産圧縮積立
金の積立

      6,310  △6,310   －

剰余金の配当         △9,033 △9,033  △9,033

当期純利益         402,251 402,251  402,251

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）

－ － － － － △9,100 6,310 － 396,008 393,218 － 393,218

平成19年６月30日残
高（千円）

150,000 102,000 133,000 235,000 13,000 23,333 25,181 2,400,000 849,091 3,310,607 △11,418 3,684,188

 評価・換算差額等

純資産合計
 

その他有価証券評価
差額金

平成18年６月30日残
高（千円）

10,589 3,301,559

事業年度中の変動額   

特別償却準備金の
取崩

 －

固定資産圧縮積立
金の積立

 －

剰余金の配当  △9,033

当期純利益  402,251

株主資本以外の項
目の事業年度中の
変動額（純額）

△1,589 △1,589

事業年度中の変動額
合計（千円）

△1,589 391,629

平成19年６月30日残
高（千円）

9,000 3,693,189
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当事業年度（自平成19年７月１日　至平成20年６月30日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準

備金

その他
資本剰
余金

資本剰
余金合
計

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

固定資
産圧縮
積立金

別途積
立金

繰越利
益剰余
金

平成19年６月30日残
高（千円）

150,000 102,000 133,000 235,000 13,000 23,333 25,181 2,400,000 849,091 3,310,607 △11,418 3,684,188

事業年度中の変動額             

新株の発行 225,956 225,956  225,956        451,912

特別償却準備金の
取崩

     △9,100   9,100   －

剰余金の配当         △11,291 △11,291  △11,291

当期純利益         377,285 377,285  377,285

自己株式の取得           △105 △105

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）

225,956 225,956 － 225,956 － △9,100 － － 375,095 365,994 △105 817,801

平成20年６月30日残
高（千円）

375,956 327,956 133,000 460,956 13,000 14,232 25,181 2,400,000 1,224,186 3,676,601 △11,523 4,501,990

 評価・換算差額等

純資産合計
 

その他有価証券評価
差額金

平成19年６月30日残
高（千円）

9,000 3,693,189

事業年度中の変動額   

新株の発行  451,912

特別償却準備金の
取崩

 －

剰余金の配当  △11,291

当期純利益  377,285

自己株式の取得　  △105

株主資本以外の項
目の事業年度中の
変動額（純額）

△3,874 △3,874

事業年度中の変動額
合計（千円）

△3,874 813,926

平成20年６月30日残
高（千円）

5,125 4,507,116

東洋ドライルーブ株式会社（4976）平成 20 年６月期決算短信

－ 28 －



(4）キャッシュ・フロー計算書

※当事業年度より連結財務諸表を作成しているため、当事業年度については連結財務諸表に記載しております。

  
前事業年度

（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益  741,829

減価償却費  181,767

貸倒引当金の減少額  △329

賞与引当金の減少額  △642

役員賞与引当金の減少額  △37,000

退職給付引当金の増加額  7,340

役員退職慰労引当金の増加額  17,980

受取利息及び受取配当金  △2,231

支払利息  3,440

為替差益  △6,057

固定資産売却益  △32,752

売上債権の減少額  22,447

たな卸資産の増加額  △12,952

その他流動資産の増加額  △8,000

仕入債務の減少額  △13,837

未払消費税等の減少額  △46,353

未払費用の減少額  △13,358

未払金の増加額  7,251

その他流動負債の減少額  △19,437

その他  6,295

小計  795,400

利息及び配当金の受取額  2,306

利息の支払額  △4,130

法人税等の支払額  △415,670

その他  △128

営業活動によるキャッシュ・フロー  377,776

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出  △369,085

定期預金の払戻による収入  369,084

有形固定資産の取得による支出  △709,985

有形固定資産の売却による収入  38,216

無形固定資産の取得による支出  △425

投資有価証券の取得による支出  △1,069

関係会社出資金の払込による支出  △59,360

その他  18,974

投資活動によるキャッシュ・フロー  △713,649

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出  △20,400

社債の発行による収入  393,467

社債の償還による支出  △300,000

配当金の支払額  △9,033

その他  △2,382

財務活動によるキャッシュ・フロー  61,651

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  6,057

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少額  △268,163

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  1,070,889

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ※ 802,725
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重要な会計方針

項目

前事業年度

（自　平成18年７月１日

至　平成19年６月30日）

当事業年度

（自　平成19年７月１日

至　平成20年６月30日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）関連会社株式

移動平均法による原価法

(1）子会社株式及び関連会社株式

　　 移動平均法による原価法

 (2）その他有価証券

時価のあるもの

期末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）

(2）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

商品・製品・原材料・仕掛品

先入先出法による原価法

商品・製品・原材料・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

建物（建物附属設備は除く）

イ　平成10年３月31日以前に取得した

もの

旧定率法

(1）有形固定資産

  定率法（ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物（建物附属設備を

除く）については、定額法）を採用し

ております。

  主な耐用年数は以下のとおりであり

ます。

 ロ　平成10年４月１日から平成19年３

月31日までに取得したもの

旧定額法

　建物　　　　　　７年～50年

機械及び装置　　７年～11年

 ハ　平成19年４月１日以降に取得した

もの

定額法

 

 

 建物以外

イ　平成19年３月31日以前に取得した

もの

旧定率法

 

 

 

 ロ　平成19年４月１日以降に取得した

もの

定率法

主な耐用年数は

建物　　　　　　31年～50年

機械及び装置　　７年～11年

 

 

 

 

 

 (2）無形固定資産

定額法

　なお、ソフトウェアについては、社

内における利用可能期間（５年）に基

づく定額法を採用しております。

(2）無形固定資産

同左

 (3）長期前払費用

　均等償却によっております。

(3）長期前払費用

同左

４．繰延資産の処理方法 (1）社債発行費

　　支出時に全額費用として処理しており

ます。

(1）　　　　──────

　

 (2）　　　　──────

 

(2）株式発行費

　  支出時に全額費用として処理してお

ります。
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項目

前事業年度

（自　平成18年７月１日

至　平成19年６月30日）

当事業年度

（自　平成19年７月１日

至　平成20年６月30日）

５．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を検討し、回収不能見込

額を計上しております。

(1）貸倒引当金

同左

 (2）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるため、支

給見込額のうち当事業年度の負担額を計

上しております。

(2）賞与引当金

同左

 (3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度における退職給付債務の見込額に

基づき当期末に発生している額を計上し

ております。

(3）退職給付引当金

同左

 (4）役員退職慰労引当金

　役員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の100％を計

上しております。

(4）　　　　　──────

 

６．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。

同左

７．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。

      　　　　──────

８．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

当事業年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

（固定資産の減価償却方法の変更）

　平成19年度の法人税法の改正（（所得税法等の一部を改

正する法律　平成19年３月30日　法律第６号）及び（法人

税法施行令の一部を改正する法律　平成19年３月30日　政

令第83号））に伴い、平成19年４月１日以降に取得したも

のについては、改正後の法人税法に基づく方法に変更して

おります。

　これによる損益に与える影響は軽微であります。

　　　　　　　　　　──────
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追加情報

前事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

当事業年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

（役員賞与引当金について）

　　役員の賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上し

ておりましたが、役員報酬制度の見直しに伴い、当事業

年度より役員賞与引当金の計上は行っておりません。

　　　　　　　　　　　──────

　

 

 

 

（役員退職慰労引当金の計上方法）

　　平成19年７月13日開催の取締役会において役員退職慰

労金の制度を廃止することを決議し、平成19年９月25日

開催の定時株主総会において、同定時株主総会終結時ま

での期間に係る役員退職慰労金を退任時に支給すること

が承認可決されました。

  これに伴い、取締役及び監査役に係る役員退職慰労引

当金141,370千円を長期未払金に振替計上しております。

 

（固定資産の減価償却方法の変更）　

　　法人税法の改正に伴い、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。

これによる損益に与える影響は軽微であります。
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成19年６月30日）

当事業年度
（平成20年６月30日）

※１．担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであります。

※１．担保資産及び担保付債務

  担保に供している資産は次のとおりであります。

現金及び預金（定期預金） 5,000千円現金及び預金（定期預金） 5,000千円

建物 　515,722千円

土地 　513,859千円

計 　1,034,581千円

担保付債務は次のとおりであります。   担保付債務は次のとおりであります。

買掛金 　1,645千円

１年以内返済予定の長期借入

金
　20,000千円

計 　21,645千円

買掛金 1,415千円

２．　　　　　　　　──────

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．受取手形裏書譲渡高 124,903千円

※２．関係会社項目

  関係会社に対する資産及び負債には区分掲記され

たもののほか次のものがあります。

流動資産  

　受取手形 　3,219千円

　売掛金 　62,645千円

　未収入金 　　4,568千円

固定資産  

　長期貸付金 55,000千円

流動負債　  

　買掛金 867千円

 

　３. 受取手形裏書譲渡高 148,156千円

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年７月１日

至　平成19年６月30日）

当事業年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

※１．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 ※１．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

材料費への振替高 209,294千円

研究開発費への振替高 3,788千円

材料費への振替高 255,416千円

研究開発費への振替高 2,102千円

※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
100,669千円

一般管理費及び当期製造費用

に含まれる研究開発費
98,726千円

※３．固定資産売却益は、土地32,752千円であります。 ※３. 固定資産売却益は、車両運搬具159千円、工具器具

備品123千円であります。

 

 ※４. 固定資産除却損は、車両運搬具408千円、工具器具

備品53千円であります。　
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自平成18年７月１日　至平成19年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
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）

発行済株式     

普通株式（注） 116,000 1,044,000 － 1,160,000

合計 116,000 1,044,000 － 1,160,000

自己株式     

普通株式（注） 3,086 27,774 － 30,860

合計 3,086 27,774 － 30,860

　（注）発行済株式及び自己株式の増加内訳

平成18年10月13日開催の取締役会決議により、平成18年11月１日付で１株を10株に分割いたしました。

２．新株予約権等に関する事項

新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当事業年度
末残高
（千円）

前事業年度
末

当事業年度
増加

当事業年度
減少

当事業年度
末

平成18年ストックオプション（注） － － － － － －

　（注）（ストック・オプション等関係）に注記しているため、新株予約権の目的となる株式の種類及び新株予約権の目

的となる株式の数については、記載を省略しております。

３．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９月29日

定時株主総会
普通株式 9,033 80 平成18年６月30日 平成18年10月２日

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

決議 株式の種類
配当金の総額
（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９月25日

定時株主総会
普通株式 11,291 利益剰余金 10 平成19年６月30日 平成19年９月26日

当事業年度（自平成19年７月１日　至平成20年６月30日）

１．発行済株式に関する事項

　　連結財務諸表を作成しているため、記載は省略しております。

２．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） 30,860 79 － 30,939

合計 30,860 79 － 30,939

　（注）自己株式の増加は、単元株未満株式の買取りによるものであります。

 

３．新株予約権等に関する事項

連結財務諸表を作成しているため、記載は省略しております。

 

４．配当に関する事項

　　連結財務諸表を作成しているため、記載は省略しております。
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（キャッシュ・フロー計算書関係）

※当事業年度における「キャッシュ・フロー計算書関係」については、連結財務諸表における注記事項として記載し

ております。

前事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

※現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

（平成19年６月30日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 1,008,810

預入期間が３ヶ月を超える定期

預金
△206,085

現金及び現金同等物 802,725

（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

当事業年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30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、

減損損失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、

減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

 
取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

機械及び装置 37,650 22,893 14,756

合計 37,650 22,893 14,756

 
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 14,000 3,450 10,550

合計 14,000 3,450 10,550

２．未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

２．未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

１年内 4,325千円　

１年超 10,915千円　

合計 15,241千円　

１年内 1,712千円　

１年超 9,202千円　

合計 10,915千円　

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 9,141千円　

減価償却費相当額 7,929千円　

支払利息相当額 774千円　

支払リース料 4,878千円　

減価償却費相当額 4,206千円　

支払利息相当額 552千円　

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

（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はありません。

（減損損失について）

同左
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（有価証券関係）

※当事業年度における「有価証券関係」（子会社及び関連会社株式で時価のあるものは除く）については、連結財務

諸表における注記事項として記載しております。

前事業年度（平成19年６月30日現在）　

１．その他有価証券で時価のあるもの

 種類

前事業年度
（平成19年６月30日）

取得原価
（千円）

貸借対照表計
上額（千円）

差額（千円）

貸借対照表計上額

が取得原価を超え

るもの

(1）株式 15,712 30,814 15,101

(2）債券    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 15,712 30,814 15,101

貸借対照表計上額

が取得原価を超え

ないもの

(1）株式 － － －

(2）債券    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 － － －

合計 15,712 30,814 15,101

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 

前事業年度
（平成19年６月30日）

貸借対照表計上額（千円）

(1）その他有価証券  

①非上場株式 1,000

(2）関連会社株式  

①非上場株式 5,050

当事業年度（平成20年６月30日現在）

　関係会社株式で時価のあるものはありません。

（デリバティブ取引関係）

※当事業年度における「デリバティブ取引関係」については、連結財務諸表における注記事項として記載しておりま

す。

前事業年度（自平成18年７月１日　至平成19年６月30日）

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

※当事業年度における「退職給付関係」については、連結財務諸表における注記事項として記載しております。

１．採用している退職給付制度の概要

前事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

　当社は、平成６年８月より確定給付型の制度として退職一時金制度を設けており

ます。

２．退職給付債務に関する事項

 
前事業年度

（平成19年６月30日）

(1）退職給付債務（千円）

(2）退職給付引当金（千円）

101,671

101,671

　（注）当社は退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

３．退職給付費用に関する事項

 
前事業年度

（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

退職給付費用（千円） 13,508

(1）勤務費用（千円） 13,508

　（注）当社は退職給付費用の算定にあたり、簡便法を採用しております。

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

前事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

　当社は退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しておりますので、基礎率等

については記載しておりません。
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（ストック・オプション等関係）

※当事業年度における「ストック・オプション等関係」については、連結財務諸表における注記事項として記載して

おります。

前事業年度（自平成18年７月１日　至平成19年６月30日）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

 平成18年ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数
当社取締役５名　当社監査役３名

給与規程の職務等級基準に基づく使用人63名

株式の種類別のストック・オプショ

ン数（注）
普通株式　27,400株

付与日 平成18年３月10日

権利確定条件 付与日以降、権利確定日（平成20年２月17日）まで継続して勤務していること。

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間 平成20年２月18日から平成25年２月17日まで

　（注）株式数に換算して記載しております。

平成18年11月１日付で普通株式１株につき10株の分割を行なっております。これにより「株式の付与数」が調

整されております。

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当事業年度（平成19年６月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの

数については、株式数に換算して記載しております。

① ストック・オプションの数

  平成18年ストック・オプション

権利確定前 （株）  

前事業年度末  －

付与（注）  27,400

失効  －

権利確定  －

未確定残  27,400

権利確定後 （株）  

前事業年度末  －

権利確定  －

権利行使  －

失効  －

未行使残  －

　（注）平成18年11月１日付で普通株式１株につき10株の分割を行ったことによる増加であります。

② 単価情報

 平成18年ストック・オプション

権利行使価格（円）（注） 2,600

行使時平均株価（円） －

公正な評価単価（付与日）（円） －

　（注）平成18年11月１日付で普通株式１株につき10株の分割を行なっております。これにより「権利行使価格」が調整

されております。
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（税効果会計関係）

前事業年度
（平成19年６月30日）

当事業年度
（平成20年６月30日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産 （千円）

賞与引当金 7,190

未払事業税否認 12,524

退職給付引当金 39,345

役員退職慰労引当金 57,113

その他 3,278

繰延税金資産計 119,452

繰延税金負債  

投資有価証券評価差額金 △6,101

保険積立金 △1,990

特別償却準備金 △15,816

固定資産圧縮積立金 △17,069

繰延税金負債計 △40,978

繰延税金資産の純額 78,473

繰延税金資産 （千円）

賞与引当金 7,904

未払事業税 11,594

退職給付引当金 41,223

役員退職慰労引当金 57,113

その他 2,388

繰延税金資産計 120,225

繰延税金負債  

投資有価証券評価差額金 △3,474

保険積立金 △2,054

特別償却準備金 △9,647

固定資産圧縮積立金 △17,069

繰延税金負債計 △32,245

繰延税金資産の純額 87,979

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 40.4（％）

（調整）  

交際費等永久に損金に算入され

ない項目
0.2

試験研究費特別控除 △1.4

留保金課税 4.5

住民税均等割等 0.2

過年度税金 1.4

その他 0.5

税効果会計適用後の法人税等の

負担率
45.8

法定実効税率 40.4（％）

（調整）  

交際費等永久に損金に算入され

ない項目
0.1

試験研究費特別控除 △1.2

留保金課税 4.0

住民税均等割等 0.3

その他 0.8

税効果会計適用後の法人税等の

負担率
44.4
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（持分法損益等）

※当事業年度における「持分法損益等」については、連結財務諸表を作成しているため記載しておりません。

前事業年度（自平成18年７月１日　至平成19年６月30日）

関連会社に対する投資の金額（千円） 698,600

持分法を適用した場合の投資の金額（千円） 736,050

持分法を適用した場合の投資利益の金額（千円） △66,072

　（企業結合等関係）

※当事業年度に係る「企業結合等関係」については、連結財務諸表における注記事項として記載しております。

前事業年度（自平成18年７月１日　至平成19年６月30日）

　該当事項はありません。

（関連当事者との取引）

※当事業年度に係る「関連当事者との取引」については、連結財務諸表における注記事項として記載しております。

前事業年度（自平成18年７月１日　至平成19年６月30日）

１．役員及び個人主要株主等

属性 氏名 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

役員の近

親者及び

個人主要

株主

飯野重光 － － 当社顧問
（被所有）

直接　8.3
－

顧問契

約

※１

顧問報酬

※２
6,000 － －

　（注）１．取引金額には、消費税等は含まれておりません。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

※１ 平成19年10月31日付で顧問契約を解消しております。

※２ 経営全般の助言での当社への関与度合いに基づいて顧問報酬を支払っております。

２．子会社等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又は
出資金
（千人民元）

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

昆山三民

塗頼電子

材料技術

有限公司

中華人民

共和国江

蘇省昆山

市

77,042

ドライ

ルーブ製

品のコー

ティング

加工・金

属熱処理

（所有）

直接 50.0

役員

２名

(兼任)

 

 

　

当社

取引先

 

 

出資

 

59,360 － －

当社製品の

販売
20,800 売掛金 14,298

　（注）１．取引金額には、消費税等は含まれておらず、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

上記会社への当社ドライルーブ製品の販売等については、市場価格を参考に決定しております。

３．昆山三民塗頼電子材料技術有限公司は、香港三和金属処理有限公司との合弁会社であり、平成18年８月より

操業を開始しております。
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

当事業年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

１株当たり純資産額 3,270.80円

１株当たり当期純利益金額 356.25円

１株当たり純資産額 3,404.01円

１株当たり当期純利益金額 313.71円

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、ストックオプションに係る新株予約権の残高はあり

ますが、当社株式は非上場であるため、期中平均株価が把

握できませんので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金額につい

ては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

記載しておりません。

　（注）算定上の基礎は、以下のとおりであります。

１. １株当たり純資産額

 
前事業年度

（平成19年６月30日）
当事業年度

（平成20年６月30日）

貸借対照表の純資産の部の合計額（千円） 3,693,189 4,507,166

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 3,693,189 4,507,166

普通株式の発行済株式数（株） 1,160,000 1,355,000

１株当たり純資産の算定に用いられた普通株

式の数（株）
1,129,140 1,324,061

２. １株当たり当期純利益金額

 
前事業年度

（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

当事業年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

当期純利益（千円） 402,251 377,285

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） 402,251 377,285

期中平均株式数（株） 1,129,140 1,202,646

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

新株予約権　　　　　　 2,740個

　なお、概要は「ストックオプショ

ン等関係」に記載のとおりでありま

す。

新株予約権　　　　　　2,670個

　なお、概要は「ストックオプショ

ン等関係」に記載のとおりでありま

す。

（重要な後発事象）

前事業年度（自平成18年７月１日　至平成19年６月30日）

（役員退職慰労引当金の計上方法）

　  平成19年７月13日開催の取締役役会において役員退職慰労金制度を廃止することを決議しました。これに伴

い、平成19年９月25日開催の定時株主総会において、同定時株主総会終結時までの期間に係る役員退職慰労金

を退任時に支給することが承認可決されました。

当事業年度（自平成19年７月１日　至平成20年６月30日）

  該当事項はありません。
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６．その他
(1）役員の異動

　  任期満了に伴う再任取締役候補（平成20年９月25日付）

　　  代表取締役　　　飯野　光彦（現　代表取締役社長）

　　  専務取締役　　　新江　富雄（現　専務取締役群馬事業部長兼神奈川事業部長）

　　  常務取締役　　　長尾　宣孝（現　常務取締役　海外担当　広州徳来路博科技有限公司　董事長兼総経理）

　　  取　締　役　　　柳　　  任（現　取締役愛知事業部長）

　　  取　締　役　　　城戸　幸一（現　取締役管理部長）

(2）その他

　該当事項はありません。
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