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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

(1）連結経営指標等 

 （注）１ 売上高には消費税等は含まれておりません。 

２ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

３ 第41期の自己資本利益率及び株価収益率は、当期純損失が計上されているため記載しておりません。 

４ 第43期より、１株当たりの当期純利益については、企業会計基準第２号「１株当たり当期純利益に関する会

計基準」（平成14年９月25日企業会計基準委員会）及び企業会計基準適用指針第４号「１株当たり当期純利

益に関する会計基準の適用指針」（平成14年９月25日企業会計基準委員会）にしたがって算定表示しており

ます。 

なお、同会計基準及び適用指針が、第43期の１株当たりの数値に与える影響はありません。 

５ 従業員数は就業人員であり、嘱託及び臨時従業員は（ ）外数で記載しております。 

回次 第41期 第42期 第43期 第44期 第45期 

決算年月 平成13年12月 平成14年12月 平成15年12月 平成16年12月 平成17年12月 

売上高 （千円） 16,014,117 13,246,329 12,496,854 14,930,130 15,251,280 

経常利益又は経常損失

（△） 
（千円） △685,225 231,282 289,206 733,373 830,239 

当期純利益又は当期純損

失（△） 
（千円） △1,179,981 81,595 112,339 466,000 374,750 

純資産額 （千円） 3,741,287 3,748,233 3,902,070 4,357,310 4,754,856 

総資産額 （千円） 12,239,023 10,727,976 10,000,706 11,200,761 11,074,023 

１株当たり純資産額 （円） 634.87 636.05 662.15 737.49 804.25 

１株当たり当期純利益又

は当期純損失（△） 
（円） △200.23 13.85 19.06 77.16 60.98 

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益 
（円） ― ― ― ― ― 

自己資本比率 （％） 30.6 34.9 39.0 38.9 42.9 

自己資本利益率 （％） ― 2.2 2.9 11.3 8.2 

株価収益率 （倍） ― 15.74 15.27 7.17 16.63 

営業活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（千円） △255,530 899,363 967,092 1,592,168 22,408 

投資活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（千円） △97,449 △7,472 △123,387 △54,015 149,218 

財務活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（千円） 389,720 △802,005 △1,090,392 △843,451 △254,710 

現金及び現金同等物の期

末残高 
（千円） 344,892 434,777 188,090 882,792 818,055 

従業員数 （名） 
305 

(40) 

239 

(21) 

239 

(20) 

232 

(27) 

239 

(26) 



(2）提出会社の経営指標等 

 （注）１ 売上高には消費税等は含まれておりません。 

２ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

３ 第41期の自己資本利益率、株価収益率及び配当性向は、当期純損失が計上されているため記載しておりませ

ん。 

４ 第43期より、１株当たりの当期純利益については、企業会計基準第２号「１株当たり当期純利益に関する会

計基準」（平成14年９月25日企業会計基準委員会）及び企業会計基準適用指針第４号「１株当たり当期純利

益に関する会計基準の適用指針」（平成14年９月25日企業会計基準委員会）にしたがって算定表示しており

ます。 

なお、同会計基準及び適用指針が、第43期の１株当たりの数値に与える影響はありません。 

５ 第44期の１株当たり配当額には、普通配当10円のほかに特別配当５円が含まれております。また、第45期の

１株当たりの配当額には、普通配当10円のほか記念配当５円、特別配当２円が含まれております。 

６ 従業員数は就業人員であり、嘱託及び臨時従業員は（ ）外数で記載しております。 

回次 第41期 第42期 第43期 第44期 第45期 

決算年月 平成13年12月 平成14年12月 平成15年12月 平成16年12月 平成17年12月 

売上高 （千円） 15,959,024 13,186,102 12,491,394 14,921,407 15,356,554 

経常利益又は経常損失

（△） 
（千円） △688,040 254,928 281,115 730,196 925,184 

当期純利益又は当期純損

失（△） 
（千円） △1,181,093 43,895 105,096 464,535 512,324 

資本金 （千円） 996,600 996,600 996,600 996,600 996,600 

発行済株式総数 （株） 5,893,000 5,893,000 5,893,000 5,893,000 5,893,000 

純資産額 （千円） 3,781,574 3,750,821 3,897,414 4,351,189 4,854,002 

総資産額 （千円） 12,266,925 10,719,818 10,006,588 11,200,314 11,074,552 

１株当たり純資産額 （円） 641.70 636.49 661.36 736.45 821.08 

１株当たり配当額 （円） 10.00 5.00 10.00 15.00 17.0 

（内１株当たり中間配当

額） 
（円） (―) (―) (―) (―) (―) 

１株当たり当期純利益又

は当期純損失（△） 
（円） △200.42 7.45 17.83 76.91 84.32 

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益 
（円） ― ― ― ― ― 

自己資本比率 （％） 30.8 35.0 39.0 38.8 43.8 

自己資本利益率 （％） ― 1.2 2.7 11.3 11.1 

株価収益率 （倍） ― 29.3 16.32 7.19 12.03 

配当性向 （％） ― 67.1 56.1 19.5 20.2 

従業員数 （名） 
290 

(40) 

207 

(21) 

215 

(20) 

207 

(27) 

218 

(26) 



２【沿革】 

年月 事項 

昭和36年５月 米国Fenwal Inc.（以下「米国フェンオール社」と記す）製品の国産化による各種制御装置及び

火災探知装置の製造及び販売を目的として、米国フェンオール社・三井物産㈱・日本電熱㈱の三

社の出資により、日本フェンオール㈱（資本金8,000千円 額面金額500円）を東京都港区芝田村

町に設立 

昭和37年７月 長野県南安曇郡豊科町の日本電熱㈱長野工場内に当社長野工場を設置 

昭和41年２月 大阪市西区に大阪営業所を設置 

昭和42年４月 名古屋市中村区に名古屋出張所（現名古屋営業所）を設置 

昭和43年１月 長野県南安曇郡豊科町に長野工場を移転 

昭和46年９月 東京都八王子市に技術・管理センターとして、八王子センター（現八王子事業所）を設置 

昭和48年４月 東京都港区に家庭用防災機器の製造・販売を目的として、子会社日本エス・エス・ピー㈱を設立 

８月 東京都新宿区で防災設備全般のメンテナンスを主たる業務とする、オートマチック工業㈱の株式

37.5％（昭和49年３月子会社化、平成７年７月吸収合併）を取得 

昭和50年12月 一般建設業（消防施設工事業）の建設大臣許可を受ける 

昭和52年８月 福岡市博多区に福岡出張所（現九州営業所）を設置 

昭和56年10月 医療用具製造業の厚生大臣許可を受ける 

昭和57年３月 医療分野への進出のため、定款の一部を変更し、事業目的に“医療用具の設計・製造及び販売”

を追加 

昭和58年４月 長野県南安曇郡豊科町の長野工場内に信越営業所を設置 

５月 長野県南安曇郡梓川村にプリント基板実装組立専用工場として梓川工場を設置 

昭和62年２月 長野県南安曇郡梓川村にプリント基板実装組立の自動化を目的として梓川第二工場を設置 

昭和63年10月 東京都荒川区に防災設備の施工管理を担当する子会社フェンオール・システム㈱を設立 

平成元年２月 各種制御機器装置の製造・販売を業務とする㈱エフ・アイ・ティの全株式を取得（平成５年11月

解散） 

３月 ＯＡ機器分野への進出のため、定款の一部を変更し、事業目的に“オフィスオートメーション機

器及び通信機器の設計・製造及び販売”を追加 

３月 宮城県仙台市に東北営業所を設置 

平成２年９月 医療用機器分野の拡大と設計・製造・販売の一体化のため、子会社日本エス・エス・ピー㈱を吸

収合併 

平成６年４月 本店を東京都千代田区飯田橋に移転 

５月 子会社オートマチック工業㈱が子会社フェンオール・システム㈱を吸収合併し、商号をフェンオ

ールアネシス㈱に変更 

平成７年１月 長野県東筑摩郡波田町に波田工場を設置 

７月 防災分野での一貫したサービスの提供と経営効率の改善のため、子会社フェンオールアネシス㈱

を吸収合併 

７月 上記合併により東京都豊島区に大塚分室を設置 

７月 上記合併により横浜市中区に横浜営業所を設置 

平成８年６月 日本証券業協会に株式を店頭登録 

８月 梓川工場（ＰＷＢＡ部門）が㈶日本品質保証機構より、ISO 9002適合の認定を受ける 

平成９年４月 長野工場（既存）の敷地内に、新たに工場を増設し、梓川工場のＰＷＢＡ部門を移管し、長野工

場として統合 

５月 大塚分室を東京都千代田区へ分室として移転 

10月 神奈川県横浜市に防消火設備の企画、設計、施工、監理業務及びコンサルタント業務を目的とし

て、子会社防消火エンジニアリング㈱を設立 

 



年月 事項 

平成10年１月 愛知県豊田市御幸本町にトヨタ営業所を設置 

２月 長野工場（サーマル部門、メディカル部門）がテュフプロダクトサービスジャパン㈱より、IS

O 9002適合の認定を受ける 

３月 八王子センター（現八王子事業所）の敷地内に、実験およびデモンストレーション用の技術開発

実験棟を新設 

平成11年４月 大阪営業所を大阪市西区に移転 

平成12年４月 東京都八王子市に八王子サテライトオフィスを開設 

５月 長野工場、八王子センター（現八王子事業所）［火災報知設備／消火設備、温度制御機器、サー

モカップル（半導体製造装置センサー、熱板）］が㈶日本品質保証機構より、ISO 9001適合の認

定を受ける 

平成14年３月 東京都中央区に設備工事・保守点検を主な事業とする、フェンオール設備㈱を設立 

３月 分室を東京都中央区に移転 

平成15年２月 子会社防消火エンジニアリング㈱の株式1,360株全て売却 

平成15年８月 長野県南安曇郡梓川村に安曇野Ｒ＆Ｄセンターを設置 

平成15年12月 長野工場、八王子事業所のほか各営業所を登録範囲に加え、㈶日本品質保証機構よりISO 9001：

2000品質マネジメントシステムへの移行の適合認定を受ける 

平成16年11月 香港にプリント基板実装組立における部材調達・設計・製造・販売を目的としてFENWAL Control

s of Japan (H.K.) Limited（日本芬翁（香港）有限公司）を設立登記 

平成16年12月 日本証券業協会への店頭登録を取消し、新たにジャスダック証券取引所に株式を上場 

 平成17年１月  FENWAL Controls of Japan (H.K.) Limited (日本芬翁（香港）有限公司)への資本金HK$80,000

を拠出 

 平成17年４月  名古屋営業所とトヨタ営業所を統廃合し、名古屋市天白区平針に中部営業所を新設 

 平成17年10月  長野工場にてトヨタ生産方式を導入 

 平成17年12月  世界最小クラスの光電式煙感知器「Ｆシリーズ」(ＳＳＰ部門)を発表 



３【事業の内容】 

 当社グループは、当社及び連結子会社２社で構成されており、熱のコントロールを基礎として、火災報知・消火シ

ステム、高性能防災システム、半導体製造装置用熱板、人工腎臓透析システム、プリント基板等の分野で製品開発、

システムの販売・設計・工事・メンテナンス等の提供を主な事業活動としております。 

 当社グループの事業に係わる位置づけ及び事業の種類別セグメントとの関連は次のとおりであり、事業の種類別セ

グメントと同一の区分であります。 

※フェンオール設備㈱及びFENWAL Controls of Japan(H.K.) Limited(日本芬翁(香港)有限公司)は当社の連結子 

 会社であります。  

 事業の系統図は次のとおりであります。 

事業区分 事業内容および取引関係 会社名 

防消火事業 

（ＳＳＰ部門） 

火災警報・検知システム、消火システム、爆発抑制システム等の機

器の開発・製造・販売及び同システムの設計・施工・保守および%エ

ンジニアリングサービス 

当社は上記システムの設計・施工・保守を子会社へ発注を行なって

おります。 

当社 

フェンオール設備㈱※ 

温度制御事業 

（サーマル部門） 

温度調節器、ＩＣ／ＬＣＤ用熱板、センサー、その他制御機器等の

開発・製造・販売及び同システムの設計・サービス 

当社 

医療事業 

（メディカル部門） 

人工腎臓透析装置の開発・設計・製造・サービス、 当社 

プリント基板事業 

（ＰＷＢＡ部門） 

アートワーク設計、ノイズ（ＥＭＣ）対策、プリント基板実装組立 当社 

FENWAL Controls of  

Japan(H.K.) Limited

(日本芬翁(香港)有限

公司)※ 



４【関係会社の状況】 

 （注）１ 主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

２ 上記の子会社は、特定子会社ではありません。 

３ 上記の子会社は、有価証券届出書または有価証券報告書を提出している会社ではありません。 

４ FENWAL Controls of Japan（H.K.）Limited（日本芬翁（香港）有限公司）は、平成16年11月26日付で設立

登記し、平成17年１月20日付で資本金の全額を払い込みした新設の連結子会社であります。 

  

５【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注） 従業員数は就業人員であり、嘱託及び臨時従業員は（ ）外数で記載しております。 

(2）提出会社の状況 

 （注）１ 従業員数は就業人員であり、嘱託及び臨時従業員は（ ）外数で記載しております。 

２ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

(3）労働組合の状況 

 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

名称 住所 
資本金又は
出資金 
（千円） 

主要な事
業の内容 

議決権の所有（被
所有）割合 

関係内容 
所有割合
（％） 

被所有
割合
(％) 

(連結子会社)             

フェンオール設備㈱ 東京都中央区 55,000 SSP部門 100.0 0.0 

当社設備工事及び保

守点検業務を委託し

ております。 

役員の兼任 ３名 

(連結子会社)           
  

  

FENWAL Controls of Japan

(H.K.)Limited(日本芬翁

(香港)有限公司) 

Hong Kong 

1,075 

(HK$80,000) 

  

PWBA部門 100.0 0.0 

中国におけるプリン

ト基板事業関連の部

材調達、設計、製造

及び販売を行ってお

ります。 

役員の兼任 ２名 

  平成17年12月31日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（名） 

ＳＳＰ部門 63（ 5） 

サーマル部門 23（ 1） 

メディカル部門 26（ 2） 

ＰＷＢＡ部門 46（10） 

本部 81（ 8） 

合計 239（26） 

  平成17年12月31日現在

従業員数（名） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円） 

218（26） 41.54 12.59 5,885,522 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 当連結会計年度の日本経済を振り返りますと、前半は久々に個人消費が持ち直し、工場建設の活発化などのプラ

ス材料が見られたものの、中国向けの輸出の伸び悩み、原油価格の高騰などマイナス材料もあり景気は「踊り場局

面」が続きました。しかし、後半は生産活動も本格的に回復し、前半弱含みであった中国向け輸出も再び拡大傾向

を見せるなど回復の兆しが明らかになった明るい１年でした。 

 当社グループも創業来の最高益となった前連結会計年度に続き、当連結会計年度もSSP部門の選別受注の徹底に

よる粗利益率を維持したなかでの売上げ増加、サーマル及びメディカル部門の粗利益率改善の寄与などにより２期

連続で好業績を残すことが出来ました。これからも、経営の根幹を「利益」に置き、そのための意識改革と仕組み

づくりに取り組み「強靭な企業体質」を目指してまいります。 

  

 当社グループの新製品について部門別には次のとおりであります。 

 SSP部門では１２月に世界最小クラスの光電式煙検知器「Fシリーズ」を発表いたしました。従来品に比べ容積比

で10分の１（当社比）と今までの常識を破る超小型化に成功し、半導体・液晶向けなどの精細な製造装置や、制御

盤・配電盤の内部といった狭小部にも設置が可能となるなど、従来の常識を打ち破る幅広い用途が考えられます。

 また、同じく１２月にピストンフローFM２００ガス消火システムの高圧化に成功し、当社比で配管の延長や小径

化を図ることが可能となりました。 

 サーマル部門では昨年開発しました汎用温度調節器「AGシリーズ」に続き、同シリーズ比１０倍の精度（１/１

００℃）をもつ高精度温度調節器「AHシリーズ」を開発いたしました。当社の最上位機種として昨年に続き「セミ

コン・ジャパン」に出展し大変好評を得ました。 

 メディカル部門では昨年開発した海外向け高級透析装置「TR－8000」に続き海外向け汎用透析装置も開発中で

す。 

  

 当連結会計年度の業績は次のとおりであります。 

 受注高は前連結会計年度に比べシリコンサイクルの影響でサーマル部門が前年同期比3.0％減少いたしました

が、他の３部門はそれぞれ増加した結果、前年同期比1.9％増の15,565百万円となりました。 

 売上高はサーマル、メディカル両部門が減少しましたが、SSP部門が前年同期比14.5％増加しました。PWBA部門

は中国での委託生産が主要取引先の現地での本格生産が遅れた影響で計画比減となりましたが、一方で、国内生産

が増加したため部門全体では前年同期比1.3％増となりました。結果、全社では前年同期比2.2％増の15,251百万円

となりました。 

 売上総利益はSSP部門が売上増加に伴う増益、メディカル部門も売上は前年同期比で減少しましたが、粗利益率

の改善効果により増益となりました。しかし、PWBA部門で前述の主要取引先の本格生産の遅れなどにより香港子会

社単体の利益が赤字となる影響などがあり、結果は前年同期比2.5％増の2,884百万円となりました。 

 営業利益は香港現地法人の立ち上げ費用の増加などがありましたが、一方で、経費削減の全社的な活動の効果等

により一般管理費を抑えることができ、前年同期比14.8％増の822百万円、経常利益は前年同期比13.2％増の830百

万円となりました。結果、経常利益ベースでは２期連続で創業来の最高利益を更新いたしました。当期純利益は長

期滞留在庫の処分、欠損金の繰り越しの終了などによる法人税等の増加などの影響で前年同期比19.6％減の374百

万円となりました。 



事業の種類別セグメントごとの営業結果の状況は以下のとおりであります。 

  

SSP（Safety Security Protection）部門 

 日本経済は回復から成長に大きく舵を切りつつあるものの、当社グループの主力市場である一般防災設備業界

は依然厳しいコスト競争が続いております。こうした環境下、当社グループは将来の柱になるべき新製品の企

画・開発・販売を一元的に行う社長直轄の部門を新設し将来に備えた営業力を強化いたしました。一方、既存製

品についても前期以上に徹底した選別受注と高付加価値製品を中心とした営業活動を展開しました。この結果、

受注高は4,696百万円（前年同期比1.0％増）、売上高は4,728百万円（前年同期比14.5％増）となりました。 

サーマル部門 

 前連結会計年度は永らく低迷していた主力市場の半導体・液晶市場が本格的に回復した影響で売上・利益共に

大きく伸ばすことが出来ました。しかし、当連結会計年度は早くも「踊り場」の様相を示す市場となりました

が、半導体関連メーカー向けの熱板・センサー、FPD関連メーカー向けのキュア炉などが順調で、その影響を最

小限にとどめることが出来ました。この結果、受注高は2,004百万円（前年同期比3.0％減）、売上高は1,880百

万円（前年同期比14.7％減）となりました。 

メディカル部門 

 透析医療の国内市場は患者数の増加に伴う国からの医療費抑制策の影響によって、また、海外市場もアジア市

場を中心に欧州の大手企業の本格的な海外進出により、共に厳しいコスト競争が続いております。当社グループ

も徹底したV/A活動を展開し原価削減に注力すると共に、海外市場向けに安価な汎用透析装置の開発など対策を

講じました。この結果、受注高は1,500百万円（前年同期比3.9％増）、売上高は1,434百万円（前年同期比3.0％

減）となりました。 

PWBA（Printed Wiring Board Assembly）部門 

 当連結会計年度は主要顧客の中国展開に合わせて、生産委託先への技術指導等を目的に、香港の子会社へ社員

を派遣するなどして本格生産の体制を整えました。しかし、主要顧客の事情で中国での本格生産開始がずれ込み

海外生産の見込みは大幅な変更を余儀なくされました。一方、国内においては、当初計画の海外生産分を国内生

産に切り替えたことと生産数量の増加などにより、部門全体では前連結会計期間を上回る結果となりました。そ

の結果、受注高は7,363百万円（前年同期比3.5%増）、売上高は7,207百万円（前年同期比1.3%増）となりまし

た。 

(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（以下「資金」という）は、前連結会計年度に比べ、64百万円減少

し818百万円となりました。 

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フローの状況） 

 当連結会計年度の営業活動による資金は未成工事受入金などが増加しましたが、棚卸資産、仕入債務の大きな減

少により22百万円の増加(前連結会計年度は1,592百万円の増加)となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フローの状況） 

 当連結会計年度の投資活動による資金は、機械装置等の投資がありましたが、保険の満期による保険積立金等

204百万円の収入があったことにより149百万円の増加(前連結会計年度は54百万円の減少)となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フローの状況） 

 当連結会計年度の財務活動による資金は短期借入金返済、社債の償還などをしたため、254百万円の減少(前連結

会計年度は843百万円の減少)となりました。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 当連結会計年度における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりである。 

 （注）１ 金額は、販売価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３ ＳＳＰ部門の生産高には、防災設備工事で使用する機器も含まれております。 

４ 防災設備工事の施工高は、当期完成工事高＋次期繰越施工高－前期繰越施工高を記載しております。 

５ 繰越施工高は、未成工事支出金より推定したものであります。 

(2）受注実績 

 当連結会計年度における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりである。 

 （注）１ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ ＳＳＰ部門には、完成工事高も含まれております。 

事業の種類別セグメントの名称 生産高（千円） 前年同期比（％） 

ＳＳＰ部門 630,599 128.7 

サーマル部門 1,587,722 95.9 

メディカル部門 1,199,170 93.2 

ＰＷＢＡ部門 6,715,163 96.8 

合計 10,132,655 97.7 

備考 
（ＳＳＰ部門） 

上記生産実績の外、防災設備工事の施工高は下記のとおりであります。 

  4,300,054 100.5 

事業の種類別セグメントの名称 受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％） 

ＳＳＰ部門 4,696,875 101.0 2,650,344 98.8 

サーマル部門 2,004,616 97.0 338,283 157.6 

メディカル部門 1,500,896 103.9 273,671 132.1 

ＰＷＢＡ部門 7,363,106 103.5 504,440 144.7 

合計 15,565,494 101.9 3,766,739 109.1 



(3）販売実績 

 当連結会計年度における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりである。 

 （注）１ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ ＳＳＰ部門には、完成工事高も含まれております。 

３ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

３【対処すべき課題】 

 当連結会計年度は日本経済に久々に明るい兆しが見える環境の下、２期連続で好業績を残すことが出来ました。ま

た、株式市場全体も活況を見せ、やや出遅れ感があった当社の株価も秋口からこの流れに乗ることが出来ました。し

かし、来期以降を見通すと、デフレ経済の下で進んだ市場の国際化によるコスト競争は、たとえ日本経済が活況を呈

しても、弱まることなく益々厳しくなると思われます。 

 この競争に打ち勝つためには自力で生き残ることが出来る強靭な企業体質をつくり上げることが肝要であり、具体

的には、（１）市場競争に勝ち得る強い製造現場の再構築（２）新製品開発力の強化（３）全社員の意識改革が不可

欠と考えます。 

(１) 市場競争に勝ち得る強い製造現場の再構築 

    強い製造現場の再構築として、工場の生産革新を図るためにコンサルタントの指導の下、トヨタ生産方式を 

   導入しました。今までの生産の仕組みをすべて見直し、新しい管理手法によりあらゆる無駄を排除することによ

  って、徐々に意識改革に伴う具体的な成果が出始めております。より以上の利益を生み出す工場（プロフィット 

   ットセンター）に大きく脱皮することを目指してまいります。 

(２) 新製品開発力の強化 

   新製品開発能力を強化するためには、市場のニーズを革新的な発想により実現する能力の涵養が一番必要と考 

   えます。具体的には、市場に一番近い営業担当者と技術者との効果的な連携が必要と考え、トップダウンによる 

   組織の枠を超えた新しい開発チームを作りました。営業と技術のシナジー効果は世界トップクラスの超小型煙検 

   知器の開発など成果が出始めております。 

(３) 社員の意識改革 

   意識改革については、前連結会計年度に人事制度を全面的に見直し、従来の年功的要素が残っていた賃金制度 

   を年齢、属人的な要素をすべて排除した完全な成果主義の賃金制度に改めました。また、競争意欲を高めるため 

   に、当連結会計年度からは厳格な人事考課による適正な成果配分を従来以上に明確にすることにより、社内に競 

  争競争による緊張感を醸成していきたいと考えております。具体的には、特に業績、特許取得などで功績があっ 

   た社員に対しては金銭によるインセンティブを与えるなどその努力と成果に応える仕組みを整備いたしました。 

  

事業の種類別セグメントの名称 販売高（千円） 前年同期比（％） 

ＳＳＰ部門 4,728,509 114.5 

サーマル部門 1,880,986 85.3 

メディカル部門 1,434,402 97.0 

ＰＷＢＡ部門 7,207,380 101.3 

合計 15,251,280 102.2 

相手先 
前連結会計年度 当連結会計年度 

販売高（千円） 割合（％） 販売高（千円） 割合（％） 

富士ゼロックス株式会社 3,318,857 22.2 2,403,471 15.8 



４【事業等のリスク】 

 当社グループの財政状態、経営成績等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあると考えてお

ります。 

 なお、本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、これらは、有価証券報告書提出日平成18年３月

31日現在において判断したものであります。 

(1）政治・経済情勢 

 当社グループの４事業分野のうち、サーマル事業の業績は、取扱製品の都合上、半導体・液晶業界の景気動向等

の外部環境の影響を受けるリスクがあります。 

 また、PWBA事業において、当連結会計年度より本格稼動を始めました香港の部材調達・設計・製造・販売を目的

とした現地法人FENWAL Controls of Japan(H.K.)Limited(日本芬翁(香港)有限公司)は、今後、中国の政治・経済

の趨勢や動向、税制の改正、外国為替等の規制によって同社が影響を受ける可能性が存在します。この結果、同社

に部材を有償支給する当社にとっても、そのリスクが財政状態及び経営成績に影響する可能性が存在します。 

(2）主要取引先の事業動向 

 パートナービジネスであるメディカル事業およびPWBA事業は、限定された取引先との繋がりが強く、その取引先

の事業戦略・展開次第で、当社グループの財政状態及び経営成績が影響を受ける可能性が存在します。 

(3）為替レートの変動 

 従前、当社グループにおける輸出取引の全体売上高に占める割合は小さく、その取引による為替変動リスクの影

響は軽微でありましたが、当連結会計年度から香港現地法人FENWAL Controls of Japan(H.K.) Limited(日本芬翁

(香港)有限公司)との米ドル建てでの部材の有償支給取引が開始され、今後の事業拡大に伴いその部材の売買取引

発生時および決済時における為替変動リスクを負うこととなります。 

 なお、FENWAL Controls of Japan(H.K.)Limited(日本芬翁(香港)有限公司)における当社および第三者との債権

債務の決済条件は、すべて米ドル建てで実施いたしますので、その意味での同社における為替リスクは存在しない

ものと認識しております。 

(4) 製造物責任 

 当社グループにおける既存製品、新製品については、社内における品質維持のための手続きを遵守し、また、国

内外の各種の認定を取得した上で製造・販売しておりますが、当該製品の欠陥、瑕疵によって他者に損害を与える

リスクは存在します。その場合、その負うべき相当の責任(負担)が当社グループにあると認定されれば、当社グル

ープの事業自体の継続、財政状態及び経営成績に多大の影響を与える可能性があります。 

    (5) 法的規制及び変更 

     当社グループにおける取扱製品は、国内外のさまざまな法的規制のもとに置かれており、その規制の動向・変更

   等によっては、当社グループにおける生産や販売へのプラスの効果も期待できますが、逆に、マイナスに作用する

   可能性も含んでおり、結果、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を与える可能性が存在します。 

  



５【経営上の重要な契約等】 

（提出会社） 

(1）販売の提携契約 

(2）その他の重要な契約 

提携先 契約内容 備考 契約期間 

Kidde Fire 

Protection, Ltd 

（英国） 

Distributor agreement 

日本国内における超高感度

煙検知システム（ＨＡＲＴ

システム）の独占販売権 

国内の再販売権を含む 

平成５年９月１日から 

平成８年８月31日まで 

以降、自動継続 

提携先 契約内容 備考 契約期間 

富士ゼロックス㈱ 

ゼログラフィー機械部品製

造契約 

複写機の関連機器の製造

に関する基本契約 

―――――― 

昭和46年６月29日から 

昭和47年６月28日まで 

以降１年ごとの自動更新 

東レ・メディカル㈱ 

透析装置等の製造に関する

基本契約 

人工腎臓透析装置等の製

造、開発に関する基本契

約 

昭和62年10月１日に東レ・

メディカル㈱と日本エス・

エス・ピー㈱との間で契

約。平成２年９月１日に当

社が日本エス・エス・ピー

㈱を吸収合併したことによ

り契約を継承。 

平成２年９月１日から 

平成３年８月31日まで 

以降１年ごとの自動更新 

三井住友海上火災保険㈱ 

技術提携契約 

防災機器・システム・サ

ービスの技術と損害保険

のリスク軽減策・リスク

診断の技術との提携 

―――――― 

平成10年10月29日から 

平成11年10月19日まで 

以降１年ごとの自動更新 



６【研究開発活動】 

 当社グループにおける事業展開は、SSP、サーマル、メディカル、PWBAの４つからなっております。 

 これらの研究開発活動は、下記の共通の基本方針をベースとしつつ、それぞれの市場・ニーズに適ったテーマを設

定し、事業化までの一連の研究開発活動を展開しております。 

 これら研究開発活動は、SSP事業とサーマル事業は八王子事業所の技術統括部が、メディカル事業は八王子事業所

のメディカル技術統括部技術部（ハード面）と八王子サテライトの技術統括部システム開発部（ソフト面）が、PWBA

事業は長野県安曇野R＆Dセンターのシステム技術部が、実施から統括管理まで担当しております。 

 なお、当連結会計年度においても、フェンオール設備㈱及びFENWAL Controls of Japan(H.K.)Limited(日本芬翁

(香港)有限公司)は研究開発活動を行っておりませんので、以下、当社(提出会社)におけるその活動について言及し

ております。 

研究開発活動基本方針 

 １ 熱のコントロールを目的とした、高付加価値の創造的な製品・システムの開発 

 ２ ソフトウェア及びエレクトロニクス技術をベースにした制御に関する顧客満足度の高い商品の研究開発とその

応用 

 ３ 自社のコア・コンピタンスと外部の優れた技術の組み合せによる複合的な新技術の創出 

 当連結会計年度における部門別の研究開発活動の経過および成果は次のとおりであり、当連結会計年度における研

究開発費の総額は530百万円であります。 

SSP部門 

 火災感知、消火装置を中心とした研究開発を推進しております。 

 12月には世界最小クラスの超小型の光電式煙感知器を開発し、発表いたしました。また、大規模設備に対するＦＭ

－２００ガスを使用した消火システムについては、従来より高圧化し、かつ、コスト低減をした新システムを開発し

ました。ともに来期より本格的に販売が開始され、収益に寄与することとなります。 

 現在、研究員を大幅に増員するなどして体制を強化し、小型化した各種火災感知センサー、受信機、消火装置等の

開発を推進しております。 

 当連結会計年度における当部門の研究開発費は154百万円であります。 

サーマル部門 

 温度制御機器、高性能半導体・FPD製造用熱板(ヒーター)、高性能温度センサーを中心とした研究開発を推進して

おります。 

 0.01℃の表示分解能、制御に対応した高精度温度調整器「AHシリーズ」を開発し、12月に行われたセミコンショー

で発表いたしました。顧客の要望に応じた半導体製造用熱板、FPD製造用大型熱板を継続開発し、採用いただいてお

ります。縦型炉用温度センサーについても、顧客の要望に合わせた新しい高性能センサーを開発し、採用の見通しで

あります。 

 当連結会計年度における当部門の研究開発費は160百万円であります。 

メディカル部門 

  年初から販売を開始いたしました海外向け高機能透析装置「TR-8000」は、英文表示に加え、欧州言語対応の一環

としてスペイン語表示機種の開発をいたしました。また、「TR-8000」に続き、同じく海外向けの汎用型透析装置

「TR-FX」を開発し、厚生労働省への製造承認申請の段階に至っております。さらに、透析管理システム「MICS21」

につきましては、データ処理速度の大幅な改善を実施し上市しております。  

 当連結会計年度における当部門の研究開発費は144百万円であります。 

PWBA部門 

 電子機器の高速化、軽量化、小型化が加速し、また、開発期間の短縮化、原価の低減など顧客の抱える課題に対し

て、EMC対応設計、PWBA設計（アートワーク設計）などを基軸とした技術支援を実施いたしました。特に、産業用ロ

ボット、車載機器、複写機などの開発企業からの具体的な開発課題に対して、研究開発を実施してまいりました。 

 当連結会計年度における当部門の研究開発費は70百万円であります。 



７【財政状態及び経営成績の分析】 

(1)重要な会計方針及び見積り 

   当社グループの連結財務諸表の作成における重要な会計方針は、わが国における一般に公正妥当と認められる

  会計基準に準拠しております。また、同作成に当っては、過去の実績や諸般の状況を踏まえた上で、合理的と判 

   断される前提に基づき見積り等を実施しております。但し、これらは見積りその他予測であるため不確定な要素 

   を含んでおり、実際とは異なる場合があります。 

(2)財政状態 

 (資産の状況) 

    当連結会計年度末の資産合計は11,074百万円で、前連結会計年度末11,200百万円に比べ126百万円減少(1.1%減 

   少)しております。これは主に、仕入債務の減少による現預金の64百万円(7.3%)減少、SSP部門の完成工事高及び 

   PWBA部門の売上高の増加に伴う売上債権の143百万円(2.9%)増加、SSP部門の大型工事物件の進捗に伴う未成工事 

   支出金の132百万円(31.4%)増加、売上高の増加に伴う仕掛品及び原材料の117百万円(5.7%)減少、減価償却などに

   よる有形固定資産の73百万円(5.2%)減少、株価上昇に伴う投資有価証券の147百万円(31.6%)の評価増、保険契約 

   の満期による保険積立金の199百万円(95.4%)減少、流動・固定の繰延税金資産の120百万円(41.2%)減少などによ 

   るものです。 

  (負債の状況) 

    当連結会計年度末の負債合計は6,319百万円で、前連結会計年度末6,843百万円に比べ524百万円減少(7.7%減少)

   しております。これは主に、仕入債務の619百万円(13.0%)減少、当連結会計年度における過年度欠損金の控除の 

   終了に伴う未払法人税等の68百万円(77.1%)増加などによるものです。 

  (資本の状況) 

   当連結会計年度末の資本合計は4,754百万円で、前連結会計年度末4,357百万円に比べ397百万円増加(9.1%増加)

   しております。 

  (キャッシュ・フローの状況) 

    キャッシュ・フローの状況は、「第２ 事業等の概況 １ 業績等の概要 (2)キャッシュ・フロー」の状況に記

   載のとおりです。 

(3)経営成績 

  (売上高) 

    当連結会計年度の売上高は、前連結会計年度に比較して321百万円(2.2%)増加して15,251百万円となっており 

   ます。 

    事業の種類別セグメント別には次のとおりであります。 

   ①SSP部門 

      前連結会計年度が4,129百万円に対して当連結会計年度は599百万円(14.5%)増加の4,728百万円となりまし   

     た。機器売上高は506百万円(前年同期比12.3%増加)、工事売上高は4,222百万円(前年同期比14.7%増加)となり 

     ました。 

   ②サーマル部門 

      前連結会計年度が2,204百万円に対して当連結会計年度は1,880百万円(14.7%減少)となっております。主 

   に、半導体・FPD製造装置関連が大幅に減少したためで、その減少幅は288百万円(16.8%)であります。 

   ③メディカル部門 

      前連結会計年度が1,478百万円であるのに対して当連結会計年度は43百万円(3.0%)減少の1,434百万円であり 

     ます。国内向け透析装置や透析管理システムの減少がある一方、海外向け透析装置や透析管理システムの保守 

     が若干の伸びを示しております。 

   ④PWBA部門 

      前連結会計年度が7,118百万円であるのに対して当連結会計年度は89百万円(1.3%)増加の7,207百万円となり 

     ました。中国における組立生産が当初計画を大幅に下回る一方、国内生産が増加するかたちとなりました。 

  (営業費用と営業利益) 

     売上原価は、前連結会計年度が12,117百万円に対し当連結会計年度が12,367百万円と2.1%の増加となっており 

   ますが、売上高対比では81.2%に対して81.1%と0.1%の改善となっております。また、販売費及び一般管理費は、 

   前連結会計年度の2,096百万円に対し当連結会計年度の2,061百万円で1.7%の改善となっております。これは、全

  社的なコスト削減策の効果によるものであります。 

     以上により、当連結会計年度の営業利益は822百万円であり、前連結会計年度の716百万円に対して106百万円  

   (14.8%)増加となり、売上高対比では、前連結会計年度が4.8%であるのに対し当連結会計年度は5.4%と0.6%の上昇

   となっております。 



      (営業外損益) 

        当連結会計年度の営業外収益は、前連結会計年度の35百万円に対し37百万円と微増となっております。また、 

       営業外費用は前連結会計年度の18百万円に対して29百万円と11百万円の増加となっております。主に、為替差損 

       が7百万円増加したことと新規の私募債の発行に伴う費用7百万円の発生によるものです。 

      (特別損益) 

       特別利益は、貸倒引当金の戻し入れによる利益が39百万円から24百万円と減少しておりますが、投資有価証券 

      の売却による利益が25百万円生じたことによって、前連結会計年度39百万円から当連結会計年度の50百万円と増 

       加しております。 

       一方、特別損失は、前連結会計年度が156百万円であったのに対し、当連結会計年度においては60百万円減少の

       96百万円となっております。これは、前連結会計年度において役員退職に伴う慰労金66百万円があったためであ 

       ります。 

       以上の結果、当連結会計年度の税金等調整前当期純利益は、前連結会計年度の616百万円から167百万円(27.2%)

       増加の784百万円となりました。 

      (当期純利益) 

       当連結会計年度における業績は、前連結会計年度に引き続き良好に推移しましたが、当連結会計年度において 

       は、前連結会計年度におけるような過年度欠損金の繰越控除がなくなったため、法人税、住民税及び事業税が238

       百万円増加し、その結果として、当期純利益は前連結会計年度の466百万円から374百万円へと91百万円(19.6%)減

       少となりました。 

(4)経営成績に重要な影響を与える要因 

    当社グループにおける4事業はそれぞれ個々の市場を形成しており、これまでも事業環境の変化、好不況によっ

  てその時々において影響を受ける事業とそうでない事業とがあり、結果的には、相互補完的な関係にありまし 

  た。今後は、そのような傾向性、事業特性は不可避であるという前提の下、当社グループとして、いかに安定的 

  な経営基盤を構築していくかが重要な課題として残されております。生産調整や在庫調整、原材料価格の高騰等 

   の経営環境の中で、いかに無駄のないスリムな体質を実現し、効率よい経営を図るかが今後の当社グループに課 

   された課題であり、その達成如何が経営成績に顕著に反映されるものと考えております。 

(5)経営戦略の現状と見通し 

    当社グループとして、強固な経営基盤を築くには、利益の極大化を図る必要があると考えます。そのために  

  は、景気の好不況に左右されない事業構成と当社グループのコアの技術を背景にした独自性と差別化をいかに図 

   るかが重要であると考えております。また、社会の責任ある構成員としての立場を認識し、各方面のステークホ 

   ルダーに認められる企業集団としての地位を今以上に築きあげていく必要があります。 

   当連結会計年度末において、次期の連結での業績として目指すところは、売上高15,757百万円、営業利益2,220

  百万円、経常利益900百万円、当期純利益464百万円であります。  

(6)経営者の問題意識と今後の方針について 

  ①製品開発のスピードアップと付加価値の高い差別化した製品の開発 

  ②在庫の低減と生産効率の向上、生産機構の見直しとコストダウン 

  ③海外子会社の生産の軌道化 

  ④意思決定のスピードアップとそのためのインフラの整備 

  ⑤採算性を重視した事業構成 

  ⑥社員の意識改革  

  



第３【設備の状況】 

１【設備投資等の概要】 

 当連結会計年度における設備投資額は、有形固定資産で63,867千円、無形固定資産で13,986千円となっておりま

す。これらの設備投資は、施設や設備の老朽化、旧式化による造作や代替を目的としたものがその多くを占めており

ます。また、新システムの導入に先駆けての先行投資も含まれております。 

 セグメント別投資額は、以下のとおりであります。 

セグメント 
投資額（千円） 

有形固定資産 無形固定資産（ソフトウェア） 

ＳＳＰ 12,842 ―  

サーマル 17,269 ―  

メディカル 10,618 ―  

ＰＷＢＡ 19,721 12,046 

本社その他 3,414 1,940 

合計 63,867 13,986 



２【主要な設備の状況】 

(1）提出会社 

 （注） 上記設備のほか、本社ビル及び営業所は第三者から賃借しているものであります。 

(2）国内子会社 

   (3) 在外子会社 

  (注) 上記在外子会社には当社(提出会社)からの出向者２名がおりますが、当社(提出会社)の従業員数に含めて表示

     しております。 

事業所名 
（所在地） 

事業の種類別セ
グメントの名称 

設備の内容 

帳簿価額（千円） 

合計 
従業員数 
（名） 建物及び構

築物 
機械装置及
び運搬具 

土地 
（面積㎡） 

その他 

本社 

（東京都千代田区） 

ＳＳＰ部門 

サーマル部門 

全社 

販売設備 2,533 2,849 － 8,916 14,299 
32 

(2)

八王子事業所 

八王子サテライト 

（東京都八王子市） 

ＳＳＰ部門 

サーマル部門 

メディカル部門 

ＰＷＢＡ部門 

全社 

研究開発設備 245,432 6,725 
136,620 

(18,720)
25,773 414,551 

55 

(4)

長野工場 

（長野県安曇野市） 

安曇野Ｒ＆Ｄセンター 

 (長野県松本市) 

ＳＳＰ部門 

サーマル部門 

メディカル部門 

ＰＷＢＡ部門 

全社 

生産設備 426,968 159,730 
218,118 

(15,310)
72,085 876,903 

106 

(16)

大阪営業所 

（大阪府大阪市西区） 

他７営業所 

ＳＳＰ部門 

サーマル部門 
販売設備 883 － － 3,452 4,335 

25 

(4)

会社名 
事業所名 
（所在地） 

事業の種類別
セグメントの
名称 

設備の内容 

帳簿価額(千円) 

合計 
従業員数 
（名） 建物及び

構築物 
機械装置及
び運搬具 

土地 
（面積㎡） 

その他 

フェンオール設備

株式会社 

本社 

（東京都中央

区） 

ＳＳＰ部門 本社事務所 437 － － － 437 21 

会社名 
事業所名 
（所在地） 

事業の種類
別セグメン
トの名称 

設備の内容

帳簿価額(千円) 

合計 
従業員数 
（名） 

建物及
び構築
物 

機械装置
及び運搬
具 

土地 
（面積㎡）

その他 

FENWAL Controls of Japan

(H.K.) Limited（日本芬翁

(香港)有限公司) 

本社(香港) 

深圳事務所 

(中国深圳

市) 

ＰＷＢＡ部

門 

什器備品 

  
－ － － 736 736 (5) 



（注）１ 帳簿価額には、建設仮勘定の金額を含んでおりません。 

２ 帳簿価格のうち「その他」は、工具器具備品の合計額であります。なお、金額に消費税等は含んでおり

ません。 

３ 従業員数の（ ）は嘱託及び臨時従業員数を外書しております。 

４ 上記の他、主要なリース設備は次のとおりです。 

(1）提出会社 

(2）国内子会社 

 該当事項はありません。 

３【設備の新設、除却等の計画】 

(1）重要な設備の新設等 

   次期以降、当社(提出会社)は、ネットワーク系及び基幹系のシステムの再構築を予定しております。 

(2）重要な設備の除却等 

 重要な設備の除却等に該当する事項はありません。 

事業所名 セグメントの名称 設備の内容 台数 
リース
期間 

年間リース料 
（千円） 

リース契約残高 
（千円） 

本社他 

（東京都千代田区） 

ＳＳＰ部門 

サーマル部門 

メディカル部門 

販売管理システ

ム、ＣＡＤ他 
一式 ５年 8,640 23,054 

全社 経理システム他 一式 ５年 852 1,278 

八王子事業所 

（東京都八王子市） 

ＳＳＰ部門 

サーマル部門 

メディカル部門 

ＰＷＢＡ部門 

FAX・コピー機他 一式 ５年 4,868 17,039 

長野工場 

（長野県安曇野市） 

ＳＳＰ部門 

サーマル部門 

メディカル部門 

ＰＷＢＡ部門 

生産管理システ

ム、検査装置他 
一式 ５年 21,018 50,206 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

(2）【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 20,713,000 

計 20,713,000 

種類 
事業年度末現在発行数 

（株） 
（平成17年12月31日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成18年３月31日） 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 5,893,000 5,893,000 ジャスダック証券取引所 

完全議決権株式

であり、権利内

容に限定のない

当社における標

準の株式 

計 5,893,000 5,893,000 ― ― 



(3）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

 （注） 上記発行済株式の減少は、「株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律」第３条第１項の規定に基づ

き、利益による株式消却を行なったことによるものであります。 

(4）【所有者別状況】 

 （注） 上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が26単元（2,600株）含まれております。 

(5）【大株主の状況】 

 （注） 株式会社ＵＦＪ銀行は、平成18年１月１日に株式会社東京三菱銀行と合併し、新たに株式会社三菱東京ＵＦＪ

銀行に社名変更いたしております。 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
（株） 

発行済株式 
総数残高 
（株） 

資本金増減額 

（千円） 

資本金残高 

（千円） 

資本準備金 
増減額 
（千円） 

資本準備金 
残高 
（千円） 

平成11年３月31日 △25,000 5,893,000 ― 996,600 ― 1,460,517 

  平成17年12月31日現在

区分 

株式の状況（１単元の株式数100株） 
単元未満 
株式の状況 
(株) 

政府及び 
地方公共 
団体 

金融機関 証券会社 
その他の 
法人 

外国法人等 
個人 
その他 

計 
個人以外 個人 

株主数（人） ― 13 11 51 3 － 1,857 1,935 ― 

所有株式数 

（単元） 
― 13,942 619 20,209 1,447 － 22,713 58,930 ― 

所有株式数 

の割合（％） 
― 23.66 1.05 34.29 2.46 － 38.54 100.0 ― 

  平成17年12月31日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

三井物産株式会社 

(常任代理人：資産管理サービ

ス信託銀行株式会社) 

東京都千代田区大手町1丁目２番１号 

(東京都中央区晴海１丁目８番12号) 
883 14.99 

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１丁目１番２号 294 4.98 

西華産業株式会社 東京都千代田区丸の内３丁目３番１号 250 4.24 

中央三井信託銀行株式会社 

(常任代理人：日本トラスティ 

・サービス信託銀行株式会社) 

東京都港区芝３丁目33番１号 

(東京都中央区晴海１丁目８番11号) 
244 4.14 

九段あずみの会 東京都千代田区飯田橋1丁目５番10号 243 4.13 

株式会社八十二銀行 長野県長野市中御所岡田178番地８ 220 3.73 

株式会社吉田ディベロップメン

ト 
東京都世田谷区岡本３丁目10番12 220 3.73 

竹田和平 愛知県名古屋市天白区表山２丁目209 160 2.71 

三井生命保険株式会社 

(常任代理人：日本トラスティ 

・サービス信託銀行株式会社) 

東京都千代田区大手町１丁目２番３号 

(東京都中央区晴海１丁目８番11号) 
156 2.64 

株式会社ＵＦＪ銀行 愛知県名古屋市中区錦３丁目21番24号 140 2.37 

計   2,811 47.71 



(6）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注） 「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が2,600株（議決権26個）含

まれております。 

②【自己株式等】 

         該当事項はありません。 

(7）【ストックオプション制度の内容】 

該当事項はありません。 

  平成17年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ― 

議決権制限株式（その他） ― ― ― 

完全議決権株式（自己株式等） ― ― ― 

完全議決権株式（その他） 
普通株式 

5,893,000 
58,930 

権利内容に何ら限定

のない当社における

標準となる株式 

単元未満株式 ― ― ― 

発行済株式総数 5,893,000 ― ― 

総株主の議決権 ― 58,930 ― 



２【自己株式の取得等の状況】 

(1）【定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況】 

①【前決議期間における自己株式の取得等の状況】 

      該当事項はありません。 

  

②【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】 

     該当事項はありません。 

(2）【資本減少、定款の定めによる利益による消却又は償還株式の消却に係る自己株式の買受け等の状況】 

①【前決議期間における自己株式の買受け等の状況】 

該当事項はありません。 

②【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況等】 

該当事項はありません。 



３【配当政策】 

 当社は、株主に対する継続的で安定的な利益還元を経営上の重要政策のひとつとして位置づけており、配当につき

ましては企業体質の強化と今後の事業展開に備えるための内部留保を斟酌したうえで、継続的で安定的な配当政策を

基本方針としております。 

 このような基本方針に基づき、当期は前期に引き続き創業以来の最高益を達成することができ、１株当たりの配当

金は普通配当10円に第45周年の記念配当５円と特別配当２円を加えた年17円といたしました。 

 内部留保金については、長期的かつ安定的な経営基盤の確立と事業発展のために、研究開発、事業開発、設備投資

等の活動資金といたします。 

４【株価の推移】 

(1）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、平成16年12月12日までは日本証券業協会におけるものであり、平成16年12月13日以降はジ

ャスダック証券取引所におけるものであります。なお、日本証券業協会は平成16年12月13日付でジャスダック

証券取引所に移行しております。 

(2）【最近６月間の月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。 

回次 第41期 第42期 第43期 第44期 第45期 

決算年月 平成13年12月 平成14年12月 平成15年12月 平成16年12月 平成17年12月 

最高（円） 750 320 465 710 1,080 

最低（円） 271 200 208 280 546 

月別 平成17年７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 

最高（円） 643 630 740 809 933 1,080 

最低（円） 615 605 636 706 755 901 



５【役員の状況】 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
(千株) 

代表取締役 社長 井口 雅雄 昭和23年４月11日生 

昭和44年９月 当社入社 

21 

平成８年４月 大阪営業所長 

平成14年10月 ＳＳＰ営業本部長 

平成15年３月 常務取締役就任 ＳＳＰ営業本部

長 

平成15年８月 代表取締役社長(現任)  

平成18年３月 兼 ＳＳＰ統括部長(現任) 

常務取締役   真野 正敏 昭和22年８月18日生 

昭和60年２月 当社入社 

6 

平成４年３月 長野工場長 

平成７年２月 技術統括部長 

平成７年３月 取締役就任 技術統括部長 

平成９年３月 技術部長 

平成10年７月 技術・製造本部長 

平成11年２月 製造本部長 

平成14年10月 ＰＷＢＡ・メディカル事業責任者 

平成15年３月 常務取締役就任(現任) 

平成17年２月 ＰＷＢＡ事業責任者 兼 ＰＷＢＡ

統括部長 

取締役 管理統括部長 寺本 隆久 昭和29年１月27日生 

昭和51年４月 ㈱三井銀行(現㈱三井住友銀行)入

行 

2 

平成９年６月 当社総務部長 

平成13年１月 管理本部長 

平成13年３月 取締役就任(現任) 

平成14年１月 管理統括部長(現任) 

平成15年８月 兼 社長室長 

取締役 

サーマル統括部

長 兼 技術統

括部長 

川島 憲一 昭和20年12月７日生 

昭和43年４月 富士通㈱入社 

4 

平成10年６月 ㈱半導体先端テクノロジーズ取締

役生産技術部長 

平成13年６月 富士通㈱帰任 

平成14年４月 当社技術統括部長(現任) 

平成15年３月 取締役就任(現任) 

平成17年２月 サーマル事業責任者 兼 サーマル

統括部長(現任) 

取締役 長野工場長 増田 敏夫 昭和19年１月12日生 

昭和37年４月 神戸工業㈱入社 

2 

昭和40年８月 富士通㈱へ転籍 

平成２年７月 同社電子デバイス第一ＬＳＩ事業

部プロセス製造部長 

平成11年12月 同社ＬＳＩテクニカルセンター長 

平成13年１月 当社入社 

平成13年４月 長野工場長(現任) 

平成15年３月 取締役就任(現任) 

取締役 社長室長 樋川 良 昭和22年４月30日生 

昭和45年10月 当社入社 

9 

昭和62年４月 ＰＷＢＡ事業部業務課長 

平成６年４月 本社業務課長 

平成８年４月 予算管理室長 

平成10年４月 業務部長 

平成12年８月 予算管理部長 

平成13年９月 経理部長 

平成17年２月 社長室長(現任) 

平成17年３月 取締役就任(現任) 

 



役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
(千株) 

取締役   安福 眞民 大正15年11月29日生 

昭和28年10月 富士通㈱入社 

10 

平成元年６月 同社代表取締役副会長 

平成４年６月 富士通ゼネラル㈱代表取締役社長 

平成７年６月 富士通㈱技術相談役 

平成10年７月 当社顧問 

平成10年８月 取締役就任(現任) 

取締役   池田 純明 昭和34年２月２日生 

昭和57年４月 三井物産㈱入社 

－ 

平成２年６月 MITSUI& CO.(U.S.A.),INC.NORTH- 

CENTRAL HEADQUARTERS(CHICAGO) 

Cleveland Office 

平成６年７月 三井物産㈱プラント・プロジェク

ト本部 

平成16年５月 同社プロジェクト本部ＰＦＩ・環

境事業部関連事業推進室長 

平成17年３月 当社取締役就任(現任) 

平成17年９月 三井物産㈱プロジェクト本部戦略

企画室長(現任) 

常勤監査役   髙田 忠夫 昭和25年１月５日生 

昭和61年３月 当社入社 

7 

平成４年12月 経理部長 

平成７年９月 取締役就任 経営管理部長 

平成12年１月 営業本部長 

平成13年１月 ＳＳＰ営業本部長 

平成13年７月 西日本営業担当 

平成14年１月 中部・西日本地盤営業地盤強化テ

ーマリーダー 

平成15年３月 監査役就任(現任) 

監査役   田口 知行 昭和６年６月27日生 

昭和30年４月 東レ㈱入社 

1 

昭和50年４月 同社資材部次長 

昭和55年４月 同社システム機器事業部長 

昭和60年６月 東レエンジニアリング㈱取締役電

子機器事業部長 

昭和62年６月 同社常務取締役 

平成２年６月 ティーディーエス㈱代表取締役社

長 

平成７年４月 当社顧問 

平成14年３月 顧問退任 

平成16年３月 当社監査役就任(現任) 

監査役   村上 哲良  昭和19年８月18日生 

昭和43年４月 富士通㈱入社 

－ 

昭和55年12月 同社法務部海外法務課長  

昭和60年12月 同社法務部長代理  

昭和61年12月 同社兼渉外本部企画部長  

平成４年６月 同社法務・知的財産権本部情報部

長 兼 知財渉外部長  

平成５年６月 同社海外営業本部販売推進統括部

長  

平成６年12月 同社兼営業管理部長  

平成７年12月 同社海外営業本部 ＯＥＭ営業統

括部長 

平成10年６月 同社コンピュータ事業本部長代

理  

平成16年７月 海外契約アドバイザー(自営)  

平成18年３月 当社監査役就任(現任)  

 



※取締役のうち池田純明は、商法第188条第２項第７号ノ２の定める社外取締役であります。 

※監査役のうち村上哲良および新田峰行は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第１項に定め

る社外監査役であります。 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
(千株) 

監査役   新田 峰行 昭和46年６月30日生 

平成６年４月 三井物産㈱入社 

－ 

平成８年５月 同社プラント・プロジェクト本部 

平成13年10月 同社業務部Ｍ＆Ａ・事業開発室 

平成16年４月 同社プロジェクト本部ＰＦＩ・環

境事業部関連事業推進室 

平成17年３月 当社監査役就任(現任) 

平成17年４月 三井物産㈱プロジェクト本部プラ

ント事業部事業投資推進室マネー

ジャー(現任) 

        計   



６【コーポレート・ガバナンスの状況】 

 当社は、経営上の重要課題に対処し、かつ、そのリスクをヘッジするに当たり、以下のようなコーポレート・ガバ

ナンスの充実化、機能化のための施策を講じております。 

＜コーポレート・ガバナンスに関する基本的考え方＞ 

 当社は、コーポレート・ガバナンスの重要性を認識し、「経営理念」にも「法令を遵守し倫理性の高い企業活動を

通じて、透明性の高い企業を目指す」旨を明記し、取り組み姿勢を明確にしております。 

 これは、業務遂行に当たり、社長を含む全役職員がすべての社内外の関係者と公平・公正な取引を心がけ、積極的

な情報開示により透明性を高めることで実現できると考えております。 

 これからも、社員への教育・啓蒙を継続的に実施し、全社に一層浸透させるように不断の努力を続けてまいりま

す。 

＜コーポレート・ガバナンスに関する具体的施策の実施状況＞ 

１.会社の機関の内容 

    当社は取締役会と監査役制度をコーポレート・ガバナンスの維持・強化のための機関として位置づけておりま

 す。その具体的な活動内容は次の通りです。 

  ① 取締役会は社外取締役１名を含む８名で構成されております（平成17年12月末現在）。開催は３ヶ月に１回 

     の定例会合と特別に別途開く必要が生じた場合の臨時会合で運用されています。取締役会では経営方針、 

  その他経営に関する重要事項を決定する場として、業務執行状況を監督する機関として活用しております。 

  ② 監査役制度 

     監査役会は社外監査役１名を含む３名で構成されております（平成17年12月末現在）。取締役会等の重要な 

     会議への出席を含め、経営の適正な監視を行っております。社長を含め経営幹部および監査法人とも定例 

  的に意見交換を行うと共に社内各部署とも連携・協調し問題の早期顕在化に努めるなど現場レベルでの監査機 

  能も強化しております。 

  ③ 経営会議 

     取締役７名と経営幹部３名で構成される経営会議を月１回定期的に開催すると共に、案件内容と緊急性 

  に応じて臨時にも開催するなど臨機応変に運用しております。経営会議は日常業務の意思決定と情報共有の場 

  として活用しております。同会議の討議内容は各参加者を通じて社員にフィードバックしております。なお 

  常勤監査役も毎回出席しております。 

 ④ 内部監査及び監査役監査 

   当社の内部監査は、経理部門が監査役と連携し、年２回、会計監査を中心にそれに付随する業務監査を対象 

   として実施しております。主に、地方の事業所を対象としております。 

  ⑤ 会計監査の状況 

     当社は、証券取引法の規定に基づき、連結財務諸表及び財務諸表について、監査法人トーマツによる監査を

   受けております。当社は、監査法人トーマツとの間で、証券取引法監査について、監査契約書を締結し、そ 

     れに基づき報酬を支払っております。当期において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助 

     者の構成については以下のとおりであります。  

    (業務を執行した公認会計士の氏名) 

        指定社員 業務執行社員 水上亮比呂、三富康史 

   (会計監査業務に係る補助者の構成) 

        公認会計士１名、会計士補５名 

        ⑥ その他 

       当社のコンプライアンスに対する考え方を「日本フェンオール株式会社役職員行動規範」として明文化  

     し、全社員に配布すると共に、その運用に当たっては顧問弁護士との匿名による直接ルートを設け、厳正な運 

         用を確保しております。 

       なお、平成17年12月31日（期末日）現在、当社経営の意思決定、業務執行、監督の体制は以下の通りです。 



  

   ２.社外取締役及び社外監査役との関係 

     社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係については、該

    当する事実はありません。 

 ３.役員報酬及び監査報酬 

  当事業年度における当社の取締役および監査役に対する報酬は以下の通りです。 

         役員報酬(年額)    57,975千円   

      監査役報酬(年額)   13,200千円 

        計                71,175千円 



       ②監査報酬の内容 

      監査報酬 

      公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬    17百万円 

      上記以外の業務に基づく報酬                 0百万円 

                 合計                17百万円 



第５【経理の状況】 

１ 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。

以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 ただし、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30

日内閣府令第５号）附則第２項のただし書きにより、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 ただし、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30

日内閣府令第５号）附則第２項のただし書きにより、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

２ 監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度（平成16年１月１日から平成16年12月31日ま

で）及び前事業年度（平成16年１月１日から平成16年12月31日まで）並びに当連結会計年度（平成17年１月１日から

平成17年12月31日まで）及び当事業年度（平成17年１月１日から平成17年12月31日まで）の連結財務諸表及び財務諸

表について、監査法人トーマツにより監査を受けております。 



１【連結財務諸表等】 

(1）【連結財務諸表】 

①【連結貸借対照表】 

   
前連結会計年度 

（平成16年12月31日） 
当連結会計年度 

（平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金  882,792 818,055 

２ 受取手形、完成工事未
収入金及び売掛金 

※３ 4,954,450 5,097,910 

３ たな卸資産  2,767,310 2,782,569 

４ 繰延税金資産  123,705 70,530 

５ その他  62,539 56,076 

６ 貸倒引当金  △28,139 △3,268 

流動資産合計  8,762,658 78.2 8,821,873 79.7

Ⅱ 固定資産    

(1）有形固定資産    

１ 建物及び構築物 ※1,2 730,374 676,256 

２ 機械装置及び車両運
搬具 

※１ 200,996 169,305 

３ 土地 ※２ 354,738 354,738 

４ その他 ※１ 115,770 128,074 

有形固定資産計  1,401,880 12.5 1,328,374 12.0

(2）無形固定資産  42,383 0.4 44,587 0.4

(3）投資その他の資産    

１ 投資有価証券  467,869 615,791 

２ 繰延税金資産  169,106 101,695 

３ その他  532,186 326,251 

４ 貸倒引当金  △175,322 △164,550 

投資その他の資産計  993,839 8.9 879,187 7.9

固定資産合計  2,438,103 21.8 2,252,150 20.3

資産合計  11,200,761 100.0 11,074,023 100.0 

     
 



   
前連結会計年度 

（平成16年12月31日） 
当連結会計年度 

（平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１ 支払手形、工事未払金
及び買掛金 

 4,756,760 4,137,733 

２ 短期借入金  300,000 200,000 

３ １年内償還予定社債 ※２ 260,000 60,000 

４ 未払法人税等  88,778 157,269 

５ 賞与引当金  53,643 59,395 

６ 繰延税金負債   ― 294 

７ その他  425,343 600,333 

流動負債合計  5,884,526 52.5 5,215,026 47.1

Ⅱ 固定負債    

１ 社債   480,000 620,000 

２ 退職給付引当金  478,924 483,615 

３ その他  ― 524 

固定負債合計  958,924 8.6 1,104,140 10.0

負債合計  6,843,451 61.1 6,319,166 57.1

（資本の部）    

Ⅰ 資本金  ※４ 996,600 8.9 996,600 9.0

Ⅱ 資本剰余金  1,460,517 13.0 1,460,517 13.2

Ⅲ 利益剰余金  1,812,347 16.2 2,087,402 18.8

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

 87,845 0.8 178,028 1.6

Ⅴ 為替換算調整勘定  ― 0.8 32,307 0.3

資本合計  4,357,310 38.9 4,754,856 42.9

負債及び資本合計  11,200,761 100.0 11,074,023 100.0 

     



②【連結損益計算書】 

   
前連結会計年度 

（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高  14,930,130 100.0 15,251,280 100.0 

Ⅱ 売上原価 ※２  12,117,160 81.2 12,367,269 81.1

売上総利益  2,812,969 18.8 2,884,011 18.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1,2 2,096,880 14.0 2,061,855 13.5

営業利益  716,088 4.8 822,155 5.4

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  155 150   

２ 受取配当金  9,511 10,139   

３ 保険配当金  10,852 11,879   

４ 仕入割引  6,403 8,523   

５ 保険解約益  2,638 7,049   

６ その他  5,879 35,440 0.2 ― 37,743 0.2

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  12,735 9,379   

２ 支払手数料  5,267 3,880   

３ 社債発行費  ― 7,350   

４ 為替差損  ― 7,842   

５ その他  152 18,155 0.1 1,206 29,659 0.2

経常利益  733,373 4.9 830,239 5.4

Ⅵ 特別利益    

１ 固定資産売却益 ※３ 776 ―   

２ 投資有価証券売却益  ― 25,706   

３ 貸倒引当金戻入益  39,120 39,897 0.3 24,913 50,620 0.3

 



   
前連結会計年度 

（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅶ 特別損失    

１ 固定資産除却損 ※４ 18,674 2,965   

２ たな卸資産除却損 ※５ 64,765 67,775   

３ たな卸資産評価損   ― 16,386   

４ 役員退職慰労金  66,464 ―   

５ 解約違約金  6,300 ―   

６ 会員権評価損  100 ―   

７ その他  ― 156,304 1.0 8,888 96,015 0.6

税金等調整前当期純利
益 

 616,966 4.1 784,843 5.1

法人税、住民税及び事
業税 

 112,557 351,083   

法人税等調整額  38,408 150,965 1.0 59,009 410,093 2.6

当期純利益  466,000 3.1 374,750 2.5

     



③【連結剰余金計算書】 

   
前連結会計年度 

（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

（資本剰余金の部）   

Ⅰ 資本剰余金期首残高  1,460,517  1,460,517

Ⅱ 資本剰余金増加高  ―  ―

Ⅲ 資本剰余金減少高  ―  ―

Ⅳ 資本剰余金期末残高  1,460,517  1,460,517

（利益剰余金の部）   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  1,405,277  1,812,347

Ⅱ 利益剰余金増加高   

１  当期純利益  466,000 466,000 374,750 374,750

Ⅲ 利益剰余金減少高   

１  配当金  58,930   88,395 

２  取締役賞与   ― 58,930 11,300 99,695

Ⅳ 利益剰余金期末残高  1,812,347  2,087,402

    



④【連結キャッシュ・フロー計算書】 

   
前連結会計年度 

（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

   

１ 税金等調整前当期純利益  616,966 784,843 

２ 減価償却費  156,443 159,911 

３ 貸倒引当金の増加額（減
少額△） 

 △52,825 △35,643 

４ 賞与引当金の増加額(減
少額△) 

 19,685 5,751 

５ 退職給付引当金の増加額
（減少額△） 

 27,024 4,691 

６ 受取利息及び配当金  △9,666 △10,290 

７ 支払利息  12,735 9,379 

８ 社債発行費  ― 7,350 

９ 投資有価証券売却益  ― △25,706 

10 たな卸資産除却損  64,765 67,775 

11  たな卸資産評価損  ― 16,386 

12 固定資産除却損  18,674 2,965 

13 会員権評価損  100 ― 

14 売上債権の減少額（増加
額△） 

 302,251 △135,615 

15 棚卸資産の減少額（増加
額△） 

 △776,576 △85,273 

16 前渡金の減少額（増加額
△） 

 22,701 ― 

17 仕入債務の増加額(減少
額△) 

 1,179,721 △618,491 

18 未払金の増加額（減少額
△） 

 △6,930 △7,804 

19 未成工事受入金の増加額
（減少額△） 

 △2,308 153,994 

20 その他  49,186 △9,556 

21 取締役賞与金の支払額  ― △11,300 

小計  1,621,948 273,369 

 



   
前連結会計年度 

（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

22 利息及び配当金の受取額  9,660 10,283 

23 利息の支払額  △11,051 △8,940 

24 法人税等の支払額  △29,397 △252,304 

25 法人税等の還付額  1,008 ― 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 1,592,168 22,408 

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

   

１ 有形固定資産の取得によ
る支出 

 △94,754 △63,592 

２ 有形固定資産の売却によ
る収入 

 2,198 ― 

３ 投資有価証券の取得によ
る支出 

 △677 △662 

４ 投資有価証券の売却によ
る収入 

 ― 30,502 

５ 保険金の積立による支出  △3,692 △963 

６ 保険積立金の解約による
収入 

 43,487 204,046 

７ 貸付けによる支出  △2,700 △24,600 

８ 貸付金の回収による収入  6,115 23,482 

９ その他  △3,991 △18,993 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △54,015 149,218 

 



   
前連結会計年度 

（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

   

１ 短期借入金の純増減額  △600,000 △99,195 

２ 長期借入金の返済による
支出 

 △25,000 ― 

３ 社債の発行による収入  ― 492,650 

４ 社債の償還による支出  △160,000 △560,000 

５ 配当金の支払額  △58,451 △88,165 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △843,451 △254,710 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

 ― 18,347 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加
額(減少額△) 

 694,701 △83,084 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高 

 188,090 882,792 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末
残高 

 882,792 818,055 

     



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 前連結会計年度 
（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

１ 連結の範囲に関する事項 子会社はすべて連結されております。当

該連結子会社は、フェンオール設備㈱の

１社であります。 

子会社はすべて連結されております。当

該連結子会社は、フェンオール設備㈱と

日本芬翁(香港)有限公司の２社でありま

す。 

日本芬翁(香港)有限公司については当連

結会計年度にすべての株式を取得したた

め連結の範囲に含めております。 

２ 持分法の適用に関する事

項 

該当事項はありません。 同左 

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項 

連結子会社の事業年度は連結会計年度と

一致しております。 

同左 

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 

(イ)その他有価証券 

時価のあるもの 

決算末日の市場価格等に基づく

時価法 

但し、評価差額は全部資本直入

法により処理し売却原価は総平

均法により算出 

① 有価証券 

(イ)その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

総平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

  ② たな卸資産 

(イ)製品・原材料 

総平均法による原価法 

 

  

   

(ロ)仕掛品・未成工事支出金 

個別法による原価法 

 

  

  

② たな卸資産 

(イ)製品・原材料 

   当社及び国内連結子会社 

    総平均法による原価法 

   在外連結子会社 

    総平均法による低価法  

(ロ)仕掛品・未成工事支出金 

   当社及び国内連結子会社 

    個別法による原価法 

   在外連結子会社 

    個別法による低価法 

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

① 有形固定資産 

定率法 

但し、平成10年４月１日以降取得の

建物（建物付属設備を除く）は、定

額法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

建物…………………３年～38年 

機械装置……………２年～14年 

① 有形固定資産 

同左 

  ② 無形固定資産 

定額法 

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）に基づく定額法によってお

ります。 

② 無形固定資産 

同左 

 



項目 前連結会計年度 
（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

(3) 繰延資産の処理方法   

    ―――――― 

① 社債発行費 

  支払時全額費用処理 

   

(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 

従業員に対する賞与の支給に備える

ため、翌連結会計年度の支給見込額

のうち、当連結会計年度に負担すべ

き金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

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、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（５年）による定額法によ

り按分した額を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。 

③ 退職給付引当金 

同左 

(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

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 

(6) 重要なヘッジ会計の方

法 

① ヘッジ会計の方法 

特例処理の要件を満たす金利スワッ

プについては、特例処理を採用して

おります。 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…金利スワップ取引 

ヘッジ対象…キャッシュ・フローが

固定化されその変動が

回避されるもの。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 



表示方法の変更 

項目 前連結会計年度 
（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

  ③ ヘッジ方針 

金利の変動による調達コスト（支払

利息）に及ぼす影響を回避する為、

ヘッジ会計を行なう方針でありま

す。 

③ ヘッジ方針 

同左 

  ④ ヘッジの有効性評価の方法 

金利スワップ取引について、特例処

理の要件に該当すると判定されたた

め、その判定をもって有効性の判定

にかえております。 

④ ヘッジの有効性評価の方法 

同左 

  ⑤ その他のリスク管理 

ヘッジ会計に係る契約締結業務は経

理部が担当しております。取引に関

する規定は特に設けておりません

が、一般の稟議規程に従い管理され

ております。 

⑤ その他のリスク管理 

同左 

(7) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項 

① 消費税等の会計処理 

税抜き方式によっております。 

① 消費税等の会計処理 

同左 

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しておりま

す。 

同左 

６ 連結調整勘定の償却に関

する事項 

該当事項ありません。 同左 

７ 利益処分項目等の取扱い

に関する事項 

連結剰余金計算書は、連結会社の利益処

分について連結会計年度中に確定した利

益処分または損失処理に基づいて作成し

ております。 

同左 

８ 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。 

同左 

前連結会計年度 
(自 平成16年１月１日 
   至 平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
(自 平成17年１月１日 
   至 平成17年12月31日） 

（連結損益計算書） （連結損益計算書） 

 前連結会計年度まで営業外費用の「その他」に含めて

表示しておりました「支払手数料」については、当連結

会計年度において営業外費用の100分の10を超えることと

なったため、区分掲記することといたしました。 

 なお、前連結会計年度の「支払手数料」は1,380千円で

あります。 

 前連結会計年度まで営業外費用の「その他」に含めて

表示しておりました「為替差損」については、当連結会

計年度において営業外費用の100分の10を超えることとな

ったため、区分掲記することといたしました。 

 なお、前連結会計年度の「為替差損」は112千円であり

ます。   



追加情報 

前連結会計年度 
(自 平成16年１月１日 
   至 平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
(自 平成17年１月１日 
   至 平成17年12月31日） 

  

────── 

  

 (法人事業税における外形標準課税部分の連結損益計算書

の表示について) 

    法人事業税の「外形標準課税制度」の導入に伴って、

  法人事業税における付加価値割及び資本割の相当額につ

  いては、実務対応報告第12号「法人事業税における外形

  標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の

  取扱い」(企業会計基準委員会 平成16年2月13日)に基づ

  き、当連結会計年度より販売費及び一般管理費として処

  理しております。 

   なお、これにより、販売費及び一般管理費が14,993千

  円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純

  利益が同額減少しております。 



注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
（平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（平成17年12月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は2,281,210千円で

あります。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は2,403,927千円で

あります。 

※２ 担保に供している資産及びこれに対応する債務は

次のとおりであります。 

※２       ―――――――― 

(イ)工場財団   

建物 236,776千円

土地 136,620千円

計 373,396千円

   

      

   

上記に対応する債務   

１年内償還予定社債 200,000千円    

※３ 連結会計年度末日満期手形の処理 

連結会計年度末日満期手形については、手形交換

日をもって決済処理しておりますが、当連結会計

年度末日は金融機関の休日であり、次の連結会計

年度末日満期手形が連結会計年度末残高に含まれ

ております。 

※３ 連結会計年度末日満期手形の処理 

連結会計年度末日満期手形については、手形交換

日をもって決済処理しておりますが、当連結会計

年度末日は金融機関の休日であり、次の連結会計

年度末日満期手形が連結会計年度末残高に含まれ

ております。 

受取手形 157,532千円 受取手形 200,795千円

 ※４       ――――――――  ※４ 当社の発行済株式総数は、普通株式5,893,000株で

    あります。  

前連結会計年度 
（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

給料手当 668,370千円

賞与引当金繰入額 32,534千円

退職給付費用 81,220千円

給料手当 817,540千円

賞与引当金繰入額 36,974千円

退職給付費用 78,451千円

※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、540,960千円であります。 

※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、530,692千円であります。 

※３ 固定資産売却益の内訳は、次のとおりでありま

す。 

※３        ――――――― 

車両運搬具 776千円    

※４ 固定資産除却損 ※４ 固定資産除却損 

建物附属設備 1,508千円

構築物 160千円

機械装置 8,409千円

車両運搬具 206千円

工具器具備品 8,389千円

計 18,674千円

建物附属設備 2,011千円

機械装置 85千円

工具器具備品 868千円

計 2,965千円

※５ たな卸資産除却損 ※５ たな卸資産除却損 

製品 12,667千円

原材料 45,395千円

仕掛品 6,701千円

計 64,765千円

製品 8,387千円

原材料 53,102千円

仕掛品 6,285千円

計 67,775千円



（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

（リース取引関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12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 

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 

現金及び預金勘定 882,792千円

現金及び現金同等物 882,792千円

現金及び預金勘定 818,055千円

現金及び現金同等物 818,055千円

前連結会計年度 
（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12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 

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 

  

取得価格 

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) 

機械装置及び車両運

搬具 
90,513  32,243  58,269 

有形固定資産その他 117,650  87,881  29,769 

無形固定資産 135,953  110,025  25,927 

合計 344,118  230,151  113,966 

  

取得価格

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) 

機械装置及び車両運

搬具 
101,457  53,684  47,772 

有形固定資産その他 53,369  24,151  29,218 

無形固定資産 37,481  22,894  14,587 

合計 192,309  100,730  91,578 

（注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有

形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定しております。 

（注）        同左 

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年以内 40,193千円

１年超 73,773千円

合計 113,966千円

１年以内 32,576千円

１年超 59,002千円

合計 91,578千円

（注）未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース

料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法により算定して

おります。 

（注）        同左 

３ 当期の支払リース料、減価償却費相当額 ３ 当期の支払リース料、減価償却費相当額 

支払リース料 57,996千円

減価償却費相当額 57,996千円

支払リース料 35,379千円

減価償却費相当額 35,379千円

４ 減価償却費相当額の算定方法 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。 

同左 



（有価証券関係） 

前連結会計年度(平成16年12月31日現在) 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 （注） 当連結会計年度において、その他有価証券で時価のあるものについて減損処理を行なったものはありません。

なお、当社及び連結子会社は、当該有価証券の減損にあたっては、期末決算日の時価が取得原価に比べて50％

以上下落したものを対象としております。 

２ 時価のない有価証券の主な内容 

  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 294,577 442,689 148,112 

(2) 債券 ― ― ― 

(3) その他 ― ― ― 

小計 294,577 442,689 148,112 

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 ― ― ― 

(2) 債券 ― ― ― 

(3) その他 ― ― ― 

小計 ― ― ― 

合計 294,577 442,689 148,112 

  
連結貸借対照表計上額 

（千円） 

その他有価証券   

非上場株式 25,180 



当連結会計年度(平成17年12月31日現在) 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 （注） 当連結会計年度において、その他有価証券で時価のあるものについて減損処理を行なったものはありません。

なお、当社及び連結子会社は、当該有価証券の減損にあたっては、期末決算日の時価が取得原価に比べて50％

以上下落したものを対象としております。 

２ 時価のない有価証券の主な内容 

（デリバティブ取引関係） 

前連結会計年度(自 平成16年１月１日 至 平成16年12月31日) 

当社におけるデリバティブ取引は全てヘッジ会計を適用しているため、記載を省略しております。 

当連結会計年度(自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日) 

当社におけるデリバティブ取引は全てヘッジ会計を適用しているため、記載を省略しております。 

  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 290,444 590,611 300,166 

(2) 債券 ― ― ― 

(3) その他 ― ― ― 

小計 290,444 590,611 300,166 

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 ― ― ― 

(2) 債券 ― ― ― 

(3) その他 ― ― ― 

小計 ― ― ― 

合計 290,444 590,611 300,166 

  
連結貸借対照表計上額 

（千円） 

その他有価証券   

非上場株式 

  
25,180 



（退職給付関係） 

前連結会計年度 
（平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（平成17年12月31日） 

１ 採用している退職給付制度の概要 １ 採用している退職給付制度の概要 

 当社グループは、適格退職年金制度を採用し、加え

て調整年金制度を設けております。また、従業員の退

職等に際して、退職給付会計に準拠した数理計算によ

る退職給付債務の対象とされない割増退職金を支払う

場合があります。 

 なお、当社グループは、総合設立型の厚生年金基金

（東京都電機厚生年金基金）に加入しており、掛金拠

出割合により算定した年金資産の額は、1,001,543千円

であります。 

 当社グループは、適格退職年金制度を採用し、加え

て調整年金制度を設けております。また、従業員の退

職等に際して、退職給付会計に準拠した数理計算によ

る退職給付債務の対象とされない割増退職金を支払う

場合があります。 

 なお、当社グループは、総合設立型の厚生年金基金

（東京都電機厚生年金基金）に加入しており、掛金拠

出割合により算定した年金資産の額は、1,194,387千円

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 

退職給付債務 △864,576千円

年金資産 409,755千円

未積立退職給付債務 △454,820千円

未認識数理計算上の差異 △24,104千円

貸借対照表計上純額 △478,924千円

退職給付引当金 △478,924千円

退職給付債務 △921,582千円

年金資産 492,429千円

未積立退職給付債務 △429,152千円

未認識数理計算上の差異 △54,463千円

貸借対照表計上純額 △483,615千円

退職給付引当金 △483,615千円

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 

勤務費用 52,899千円

利息費用 17,346千円

数理計算上の差異の費用処理額 7,264千円

厚生年金基金掛金 61,529千円

退職給付費用 139,039千円

勤務費用 50,842千円

利息費用 17,291千円

数理計算上の差異の費用処理額 2,134千円

厚生年金基金掛金 70,388千円

退職給付費用 140,657千円

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 

割引率 2.0％

期待運用収益率 0.0％

退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

数理計算上の差異の処理年数 ５年

割引率 2.0％

期待運用収益率 0.0％

退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

数理計算上の差異の処理年数 ５年



（税効果会計関係） 

前連結会計年度 
（平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（平成17年12月31日） 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産（流動）  

 たな卸資産 90,617千円

 貸倒引当金繰入超過額 8,958千円

 賞与引当金繰入超過額 21,179千円

 その他 2,949千円

  繰延税金資産（流動）の純額 123,705千円

繰延税金資産（固定）  

  退職給付引当金 194,609千円

  貸倒引当金繰入超過額 68,024千円

  投資有価証券評価損 65,530千円

  ゴルフ会員権評価損 18,970千円

  繰延税金資産（固定）小計 347,135千円

  評価性引当金 △117,761千円

  繰延税金資産（固定）合計 229,373千円

  繰延税金負債（固定）との相殺 △60,266千円

  繰延税金資産（固定）の純額 169,106千円

繰延税金負債（固定）  

  その他有価証券評価差額金 △60,266千円

  繰延税金負債（固定）合計 △60,266千円

  繰延税金資産（固定）との相殺 60,266千円

  繰延税金負債（固定）の純額 ― 千円

繰延税金資産（流動）  

  たな卸資産 81,742千円

  賞与引当金 26,328千円

  その他 △36,624千円

 繰延税金資産（流動）の小計 71,446千円

繰延税金負債（流動）  

  棚卸資産評価差額 △1,210千円

繰延税金資産（流動）の純額 70,236千円

繰延税金資産（固定）  

  退職給付引当金 195,798千円

    貸倒引当金繰入超過額 57,975千円

  投資有価証券評価損 58,260千円

    ゴルフ会員権評価損 17,058千円

 繰延税金資産（固定）小計 329,093千円

   評価性引当金 △105,260千円

  繰延税金資産（固定）合計 223,832千円 

繰延税金負債（固定）  

   その他有価証券評価差額金 △122,137千円

 繰延税金資産（固定）の純額  101,695千円

 繰延税金資産の純額 171,931千円

(注)繰延税金資産（流動）の純額は、連結貸借対照

  表の以下の項目に含まれております。 

  流動資産－繰延税金資産          70,530千円

  流動負債－繰延税金負債           △294千円

 

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 40.69％

（調整）  

繰延税金資産評価性引当額 △21.62％

交際費等永久に損金に算入されない項

目 

1.24％

住民税均等割等 1.71％

受取配当金 △0.30％

その他 2.74％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 24.47％

法定実効税率 40.69％

（調整）  

繰延税金資産評価性引当額 △1.59％

交際費等永久に損金に算入されない項

目 

0.84％

住民税均等割等 1.47％

受取配当金 △0.26％

連結子会社当期損失        5.22% 

未実現利益に対する税効果未認識額 4.92% 

その他 0.96％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 52.25％



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度（自平成16年１月１日 至平成16年12月31日） 

  
ＳＳＰ部門 
（千円） 

サーマル
部門 
（千円） 

メディカ
ル部門 
（千円） 

ＰＷＢＡ
部門 
（千円） 

合計 
（千円） 

消去また
は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益               

(1）外部顧客に対する

売上高 
4,129,407 2,204,091 1,478,303 7,118,327 14,930,130 ― 14,930,130 

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

― ― ― ― ― ― ― 

計 4,129,407 2,204,091 1,478,303 7,118,327 14,930,130 ― 14,930,130 

営業費用 3,569,904 1,924,170 1,469,227 6,806,843 13,770,145 443,895 14,214,041 

営業利益 559,502 279,921 9,076 311,484 1,159,984 (443,895) 716,088 

Ⅱ 資産、減価償却費及

び資本的支出 
              

資産 2,935,072 1,049,102 1,231,114 4,141,246 9,356,535 1,844,225 11,200,761 

減価償却費 21,076 26,578 27,671 77,522 152,850 3,592 156,443 

資本的支出 10,103 28,555 7,842 37,483 83,985 10,768 94,754 



当連結会計年度（自平成17年１月１日 至平成17年12月31日） 

 （注）１ 事業区分の方法 

 事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各区分に属する主要な製品 

(1）ＳＳＰ部門…………火災報知設備、超高感度煙検知システム、ＦＭ200ガス高速消火設備、二酸化炭素消

火設備、スプリンクラー消火設備、保守点検サービス 

(2）サーマル部門………半導体製造装置用熱板、温度センサー、デジタル温度調節器、恒温恒湿槽用温度調節

器 

(3）メディカル部門……人口腎臓透析装置 ＭＩＣＳ21  ＭＩＣＳ21メンテナンス 

(4）ＰＷＢＡ部門………プリント基板の実装組立 

３ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は前連結会計年度443,895千円、当連

結会計年度407,863千円であり、その主なものは、親会社の本社管理部門に係る費用他であります。 

４ 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前連結会計年度1,844,225千円、当連結会計年度 

717,224千円であり、その主なものは、親会社での余資運用資金(現金、預金、有価証券)、長期投資資金(投

資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。 

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度（自平成16年１月１日 至平成16年12月31日） 

 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「本邦」の割合がいずれも

90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

当連結会計年度（自平成17年１月１日 至平成17年12月31日） 

 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「本邦」の割合がいずれも

90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

【海外売上高】 

前連結会計年度（自平成16年１月１日 至平成16年12月31日） 

 海外売上高は連結売上高の10％未満のため、その記載を省略しております。 

当連結会計年度（自平成17年１月１日 至平成17年12月31日） 

 海外売上高は連結売上高の10％未満のため、その記載を省略しております。 

  
ＳＳＰ部門 
（千円） 

サーマル
部門 
（千円） 

メディカ
ル部門 
（千円） 

ＰＷＢＡ
部門 
（千円） 

合計 
（千円） 

消去また
は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益               

(1）外部顧客に対する

売上高 
4,728,509 1,880,986 1,434,402 7,207,380 15,251,280 ― 15,251,280 

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

― ― ― ― ― ― ― 

計 4,728,509 1,880,986 1,434,402 7,207,380 15,251,280 ― 15,251,280 

営業費用 4,144,063 1,619,734 1,389,318 6,868,145 14,021,261 407,863 14,429,125 

営業利益 584,446 261,252 45,084 339,235 1,230,019 (407,863) 822,155 

Ⅱ 資産、減価償却費及

び資本的支出 
              

資産 3,704,994 1,023,752 1,363,482 4,264,569 10,356,798 717,224 11,074,023 

減価償却費 20,800 29,046 23,521 69,738 143,108 5,254 148,362 

資本的支出 12,842 17,269 10,618 19,721 60,452 3,414 63,867 



【関連当事者との取引】 

前連結会計年度（自平成16年１月１日 至平成16年12月31日） 

１ 親会社及び法人主要株主等 

(1）取引条件及び取引条件の決定方針等 

 製品の販売、工事請負及び販売手数料については、市場価格、当社希望価格等を提示し、価格交渉の上、 

一般的取引条件と同様に決定しております。 

(2）上記取引金額には、消費税等は含まれておりません。（但し、期末残高には、消費税等を含みます。） 

当連結会計年度（自平成17年１月１日 至平成17年12月31日） 

１ 親会社及び法人主要株主等 

(1）取引条件及び取引条件の決定方針等 

 製品の販売、工事請負及び販売手数料については、市場価格、当社希望価格等を提示し、価格交渉の上、 

一般的取引条件と同様に決定しております。 

(2）上記取引金額には、消費税等は含まれておりません。（但し、期末残高には、消費税等を含みます。） 

属性 
会社等の名
称 

住所 
資本金又
は出資金 
（百万円） 

事業の内
容又は職
業 

議決権等
の被所有
割合（直
接） 
（％） 

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 

主要株主 三井物産㈱ 
東京都 

千代田区 
192,487 総合商社 14.99 兼任２名 

営業上の

取引 

製品の販売 218 売掛金 4,351 

工事請負 248,720 
完成工事 

未収入金 
138,484 

販売手数料

の支払 
75,708 未払金 30,677 

属性 
会社等の名
称 

住所 
資本金又
は出資金 
（百万円） 

事業の内
容又は職
業 

議決権等
の被所有
割合（直
接） 
（％） 

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 

主要株主 三井物産㈱ 
東京都 

千代田区 
192,759 総合商社 14.99 兼任２名 

営業上の

取引 

製品の販売 5,121 売掛金 2,496 

工事請負 266,103 
完成工事 

未収入金 
121,725 

販売手数料

の支払 
25,783 未払金 0 



（１株当たり情報） 

 １株当たり当期純利益の算定上の基礎 

（重要な後発事象） 

前連結会計年度 
（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

１株当たり純資産額 737円49銭

１株当たり当期純利益 77円16銭

１株当たり純資産額 804円25銭

１株当たり当期純利益 60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。 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

１株当たり当期純利益     

当期純利益 466,000千円 374,750千円 

普通株主に帰属しない金額 11,300千円 15,400千円 

（うち利益処分による取締役賞与金） (11,300千円) (15,400千円) 

普通株式に係わる当期純利益 454,700千円 359,350千円 

普通株式の期中平均株式数 5,893千株 5,893千株 

前連結会計年度 
(平成16年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成17年12月31日) 

該当事項はありません。 該当事項はありません。 



⑤【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

 （注) １ （ ）内書は、１年以内の償還予定額であります。 

２ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は次のとおりであります。 

【借入金等明細表】 

 （注） 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。 

(2）【その他】 

該当事項はありません。 

会社名 銘柄 発行年月日 
前期末残高 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

利率 
（％） 

担保 償還期限 

日本フェンオール㈱ 
第６回物上 

担保附社債 

平成14年 

３月28日 

200,000 

(200,000)

－   

( － )
0.68 担保付社債 

平成17年 

３月28日 

日本フェンオール㈱ 
第７回 

無担保社債 

平成15年 

６月30日 
300,000 －   0.25 無担保 

平成18年 

６月26日 

日本フェンオール㈱ 
第８回 

無担保社債 

平成15年 

７月30日 

240,000 

(60,000)

180,000 

(60,000)
0.56 無担保 

平成20年 

７月30日 

（６ヵ月毎

３千万円部

分償還） 

日本フェンオール㈱ 
第９回 

無担保社債  

平成17年  

３月14日 
－ 200,000 0.68 無担保  

平成20年  

３月14日 

日本フェンオール㈱ 
第１０回 

無担保社債 

平成17年 

12月30日  
－ 300,000 0.73 無担保  

平成20年  

12月30日  

合計 ― ― 
740,000 

(260,000)

680,000 

(60,000)
― ― ― 

１年以内（千円） 
１年超２年以内 
（千円） 

２年超３年以内 
（千円） 

３年超４年以内 
（千円） 

４年超５年以内 
（千円） 

60,000 60,000 560,000 －  －  

区分 
前期末残高 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

平均利率 
（％） 

返済期限 

短期借入金 300,000 200,000 1.08 ― 

合計 300,000 200,000 ― ― 



２【財務諸表等】 

(1）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

   
前事業年度 

（平成16年12月31日） 
当事業年度 

（平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金  841,397 554,144 

２ 受取手形 ※３ 1,792,242 2,158,324 

３ 売掛金  2,122,980 2,117,397 

４ 完成工事未収入金  1,036,466 1,180,048 

５ 製品  293,266 251,752 

６ 原材料  1,246,502 1,168,507 

７ 仕掛品  803,596 604,332 

８ 未成工事支出金  418,144 463,879 

９ 前払費用  23,834 25,925 

10 繰延税金資産  123,418 108,508 

11  未収入金   ― 1,297 

12  関係会社未収入金  ― 141,204 

13 その他  41,825 8,603 

14 貸倒引当金  △28,139 △3,268 

流動資産合計  8,715,533 77.8 8,780,659 79.3

 



   
前事業年度 

（平成16年12月31日） 
当事業年度 

（平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

Ⅱ 固定資産    

(1) 有形固定資産    

１ 建物 ※１ 1,619,232 1,620,319   

減価償却累計額  935,191 684,040 985,570 634,748 

２ 構築物  123,969 123,969   

減価償却累計額  78,255 45,713 82,899 41,069 

３ 機械装置  655,449 665,499   

減価償却累計額  458,737 196,711 499,021 166,477 

４ 車両運搬具  11,752 11,752   

減価償却累計額  7,467 4,284 8,924 2,827 

５ 工具器具備品  912,495 936,297   

減価償却累計額  800,510 111,984 826,069 110,227 

６ 土地 ※１ 354,738 354,738 

７ 建設仮勘定  3,786 17,110 

有形固定資産合計  1,401,260 12.5 1,327,200 12.0

(2) 無形固定資産    

１ 借地権  887 887 

２ 商標権  1,006 748 

３ ソフトウェア  32,751 35,213 

４ 電話加入権  6,988 6,988 

無形固定資産合計  41,634 0.4 43,838 0.4

 



   
前事業年度 

（平成16年12月31日） 
当事業年度 

（平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

(3) 投資その他の資産    

１ 投資有価証券  467,869 615,791 

２ 関係会社株式  55,182 56,257 

３ 長期貸付金  100 ― 

４ 従業員長期貸付金  2,456 1,401 

５ 破産債権、更生債権
その他これらに準ず
る債権 

 170,103 156,034 

６ 長期前払費用  3,737 5,185 

７ 敷金保証金  85,010 88,144 

８ 会員権  55,600 56,300 

９ 保険積立金  208,726 9,690 

10 繰延税金資産  168,422 98,601 

11 貸倒引当金  △175,322 △164,550 

投資その他の資産合計  1,041,885 9.3 922,854 8.3

固定資産合計  2,484,780 22.2 2,293,893 20.7

資産合計  11,200,314 100.0 11,074,552 100.0 

     
 



   
前事業年度 

（平成16年12月31日） 
当事業年度 

（平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１ 支払手形  2,417,651 2,360,451 

２ 買掛金  1,993,142 1,491,896 

３ 工事未払金  371,343 330,532 

４ 短期借入金  300,000 200,000 

５ １年内償還予定社債 ※１ 260,000 60,000 

６ 未払金  119,677 103,092 

７ 未払法人税等  86,658 190,357 

８ 未払消費税等  ― 18,976 

９ 未払費用  70,224 72,321 

10 前受金  123,119 76,973 

11 未成工事受入金  87,512 141,424 

12 預り金  7,893 19,978 

13 賞与引当金  50,788 57,055 

14 その他  4,520 3,899 

流動負債合計  5,892,532 52.6 5,126,959 46.3

Ⅱ 固定負債    

１ 社債   480,000 620,000 

２ 退職給付引当金  476,592 473,590 

固定負債合計  956,592 8.6 1,093,590 9.9

負債合計  6,849,124 61.2 6,220,550 56.2

 



   
前事業年度 

（平成16年12月31日） 
当事業年度 

（平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（資本の部）    

Ⅰ 資本金 ※２ 996,600 8.9 996,600 9.0

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金  1,460,517 1,460,517   

資本剰余金合計  1,460,517 13.0 1,460,517 13.2

Ⅲ 利益剰余金    

１ 利益準備金  103,589 103,589 

２ 任意積立金    

(1) 役員退職慰労積立金  11,075 48,075   

(2) 別途積立金  1,077,055 1,088,131 1,377,055 1,425,131 

３ 当期未処分利益  614,505 690,135 

利益剰余金合計  1,806,226 16.1 2,218,856 20.0

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

※４ 87,845 0.8 178,028 1.6

資本合計  4,351,189 38.8 4,854,002 43.8

負債資本合計  11,200,314 100.0 11,074,552 100.0 

     



②【損益計算書】 

   
前事業年度 

（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高    

１ 製品売上高  11,251,913 11,147,662   

２ 完成工事高 ※１ 3,669,493 14,921,407 100.0 4,208,891 15,356,554 100.0 

Ⅱ 売上原価    

１ 製品売上原価  9,511,219 9,381,638   

２ 完成工事原価  2,618,351 12,129,570 81.3 3,140,414 12,522,053 81.5

売上総利益  2,791,836 18.7 2,834,500 18.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※２ 2,074,896 13.9 2,043,838 13.3

営業利益  716,939 4.8 790,662 5.2

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  155 93   

２ 受取配当金  9,511 10,139   

３ 保険配当金  10,852 11,879   

４ 仕入割引  2,493 1,012   

５ 保険解約益  2,638 ―   

６ 受取手数料  ― 131,000   

７ その他  5,761 31,412 0.2 6,615 160,741 1.0

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  8,965 6,077   

２ 社債利息  3,769 3,302   

３ 支払手数料  5,267 3,880   

４ 社債発行費  ― 7,350   

５  為替差損  ― 4,403   

６ その他  152 18,155 0.1 1,206 26,220 0.2

経常利益  730,196 4.9 925,184 6.0

 



   
前事業年度 

（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅵ 特別利益    

１ 固定資産売却益 ※３ 776 ―   

２ 投資有価証券売却益  ― 25,706   

３ 貸倒引当金戻入益  39,120 39,897 0.3 24,913 50,620 0.3

Ⅶ 特別損失    

１ 固定資産除却損 ※４ 18,674 2,965   

２ たな卸資産除却損 ※５ 64,765 67,775   

３ たな卸資産評価損   ― 16,386   

４ 退職金  ― 2,479   

５ 会員権評価損  100 ―   

６ 会員権売却損    5,000   

７ 役員退職慰労金  66,464 ―   

８ 解約違約金  6,300 ―   

９ その他  ― 156,304 1.1 741 95,348 0.6

税引前当期純利益  613,789 4.1 880,455 5.7

法人税、住民税及び事
業税 

 109,887 345,270   

法人税等調整額  39,367 149,254 1.0 22,860 368,131 2.4

当期純利益  464,535 3.1 512,324 3.3

前期繰越利益  83,505 177,810 

退職慰労積立金取崩額  66,464 ― 

当期未処分利益  614,505 690,135 

     



(イ）売上原価明細書 

(a) 売上原価明細書 

（脚注） 

   
前事業年度 

（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

期首製品棚卸高  199,367 293,266 

当期製品製造原価  9,630,681 9,362,361 

計  9,830,048 9,655,627 

他勘定へ振替高 ※１ 25,563 22,236 

期末製品棚卸高  293,266 251,752 

当期製品売上原価  9,511,219 9,381,638 

前事業年度 
（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

※１ 他勘定へ振替高は次のとおりであります。 ※１ 他勘定へ振替高は次のとおりであります。 

販売費及び一般管理費への振替高 12,647千円

特別損失への振替高 12,667千円

その他 249千円

計 25,563千円

販売費及び一般管理費への振替高 13,848千円

特別損失への振替高 8,387千円

その他 ― 千円

計 22,236千円



(b) 完成工事原価明細書 

（脚注） 

   
前事業年度 

（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ 材料費  799,439 30.6 709,971 23.4

Ⅱ 労務費  69,458 2.7 72,012 2.4

Ⅲ 外注費  1,632,270 62.6 2,088,697 68.7

Ⅳ 経費  108,317 4.1 168,129 5.5

当期工事費用合計  2,609,485 100.0 3,038,810 100.0 

期首未成工事支出金繰
越高 

 351,888 418,144 

他勘定より受入高 ※１ 90,776 167,996 

計  3,052,150 3,624,950 

他勘定へ振替高 ※２ 15,655 20,656 

期末未成工事支出金繰
越高 

 418,144 463,879 

当期完成工事原価  2,618,351 3,140,414 

前事業年度 
（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

１ 原価計算の方法 

原価計算の方法は、実際原価による個別原価計算で

あります。 

１ 原価計算の方法 

同左 

２ ※１ 他勘定より受入高は次のとおりであります。 ２ ※１ 他勘定より受入高は次のとおりであります。 

製品より受入高 90,776千円 製品より受入高 167,996千円

※２ 他勘定へ振替高は次のとおりであります。 ※２ 他勘定へ振替高は次のとおりであります。 

販売費及び一般管理費への

振替高 
15,655千円

販売費及び一般管理費への

振替高 
20,656千円



(ロ）製造原価明細書 

（脚注） 

   
前事業年度 

（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ 材料費  8,279,350 83.5 7,779,308 84.5

Ⅱ 労務費  873,415 8.8 772,629 8.4

Ⅲ 外注加工費  463,643 4.7 390,530 4.2

Ⅳ 経費 ※１ 296,698 3.0 264,783 2.9

当期総製造費用  9,913,107 100.0 9,207,251 100.0 

期首仕掛品棚卸高  553,131 803,596 

計  10,466,239 10,010,847 

他勘定へ振替高 ※２ 31,961 44,153 

期末仕掛品棚卸高  803,596 604,332 

当期製品製造原価  9,630,681 9,362,361 

前事業年度 
（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

１ 原価計算の方法 

原価計算の方法は、予定単価に基づく実際個別原価

計算（ロット別）であり、原価差額は期末に調整を

行っております。 

１ 原価計算の方法 

同左 

２ ※１ 減価償却費97,964千円を含んでおります。 ２ ※１ 減価償却費91,791千円を含んでおります。 

※２ 他勘定へ振替高は次のとおりであります。 ※２ 他勘定へ振替高は次のとおりであります。 

販売費及び一般管理費への

振替高 
23,783千円

その他 8,176千円

計 31,961千円

販売費及び一般管理費への

振替高 
20,077千円

その他 24,075千円

計 44,153千円



③【利益処分計算書】 

 (注)日付は株主総会承認年月日であります。 

   
前事業年度 

（平成17年３月30日） 
当事業年度 

（平成18年３月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益  614,505  690,135

Ⅱ 利益処分額   

１ 配当金  88,395 100,181 

２ 取締役賞与金  11,300 15,400 

３ 任意積立金   

(1）役員退職慰労積立金  37,000 15,000 

(2）別途積立金  300,000 436,695 300,000 430,581

Ⅲ 次期繰越利益  177,810  259,554

    



重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1) 子会社株式 

総平均法による原価法 

(1) 子会社株式 

同左 

  (2) その他有価証券 

時価のあるもの 

決算末日の市場価格等に基づく時

価法 

但し評価差額は、全部資本直入法

により処理し、売却原価は、総平

均法により算出 

(2) その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

総平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

２ 棚卸資産の評価基準及び

評価方法 

(1) 製品・原材料 

総平均法による原価法 

(1) 製品・原材料 

同左 

  (2) 仕掛品・未成工事支出金 

個別法による原価法 

(2) 仕掛品・未成工事支出金 

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 

但し、平成10年４月１日以降取得の

建物（建物附属設備は除く）は、定

額法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

建物…………………３年～38年 

機械装置……………２年～14年 

工具器具備品………２年～20年 

(1) 有形固定資産 

同左 

  (2) 無形固定資産 

定額法 

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）に基づく定額法によってお

ります。 

(2) 無形固定資産 

同左 

４ 繰延資産の処理方法             

         ────── 

  

社債発行費  

   支払時全額費用処理 

   なお、社債発行費は損益計算書上、営

  業外費用に表示しております。 

５ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については、貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については、個別に回収可能性を

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 

 



項目 
前事業年度 

（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

  (2) 賞与引当金 

従業員に対する賞与の支給に備える

ため、翌期の支給見込額のうち、当

期に負担すべき金額を計上しており

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、各事業年度の

発生時の従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（５年）による定

額法により按分した額をそれぞれ発

生の翌事業年度から費用処理するこ

ととしております。 

(3) 退職給付引当金 

同左 

６ 収益及び費用の計上基準 完成工事高の計上基準 

工期１年６ヶ月以上、かつ請負金額 

30百万円以上の工事 工事進行基準 

その他の工事    工事完成基準 

完成工事高の計上基準 

同左 

７ 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 

８ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

特例処理の要件を満たす金利スワッ

プについては、特例処理を採用して

おります。 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

  (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…金利スワップ取引 

ヘッジ対象…キャッシュ・フローが

固定化されその変動が

回避されるもの。 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  (3) ヘッジ方針 

金利の変動による調達コスト(支払利

息)に及ぼす影響を回避する為、ヘッ

ジ会計を行なう方針であります。 

(3) ヘッジ方針 

同左 

  (4) ヘッジの有効性評価の方法 

金利スワップ取引について、特例処

理の要件に該当すると判定されたた

め、その判定をもって有効性の判定

にかえています。 

(4) ヘッジの有効性評価の方法 

同左 

 



表示方法の変更 

項目 
前事業年度 

（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

  (5) その他のリスク管理 

ヘッジ会計に係る契約締結業務は経

理部が担当しております。取引に関

する規定は特に設けておりません

が、一般の稟議規程に従い管理され

ております。 

(5) その他のリスク管理 

同左 

９ 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方法 

税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理方法 

同左 

前事業年度 
（自 平成16年１月１日 

    至 平成16年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年１月１日 

     至 平成17年12月31日）  

（損益計算書）  (貸借対照表） 

  前事業年度まで営業外費用の「その他」に含めて表示

しておりました「支払手数料」については、当事業年度

において営業外費用の100分の10を超えることとなったた

め、区分掲記することといたしました。 

  なお、前事業年度の「支払手数料」は1,380千円であり

ます。 

  前事業年度まで流動資産の「その他」に含めて表示し

ておりました「未収入金」については、当事業年度にお

いて総資産額の100分の1を超えることとなったため、区

分掲記することといたしました。 

  なお、前事業年度の「未収入金」は3,475千円でありま

す。 

 (損益計算書) 

 前事業年度まで営業外費用の「その他」の中に含めて

表示しておりました「為替差損」は、当事業年度におい

て営業外費用の100分の10を超えることとなったため、区

分掲記することといたしました。 

  なお、前事業年度の「為替差損」は112千円でありま

す。 



追加情報 

前事業年度 
（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

  

  

   (法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書の 

  表示について) 

 ────── 

  

    法人事業税の「外形標準課税制度」の導入に伴って、

  法人事業税における付加価値割及び資本割の相当額につ

   いては、実務対応報告第12号「法人事業税における外形

   標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の

   取扱い」(企業会計基準委員会 平成16年2月13日)基づ 

  き、当事業年度より販売費及び一般管理費として処理し

  ております。 

    なお、これにより、販売費及び一般管理費が14,993千

   円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が

   同額減少しております。  



注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成16年12月31日） 

当事業年度 
（平成17年12月31日） 

※１ 担保に供している資産及びこれに対応する債務は

次のとおりであります。 

※１                 ―――――― 

(イ)工場財団   

建物 236,776千円

土地 136,620千円

計 373,396千円

      

      

   

上記に対応する債務   

１年内償還予定社債 200,000千円    

※２ 会社が発行する株式の総数 ※２ 会社が発行する株式の総数 

普通株式 20,713,000株 普通株式 20,713,000株

発行済株式の総数 発行済株式の総数 

普通株式 5,893,000株 普通株式 5,893,000株

※３ 期末日満期手形の処理について 

期末日満期手形については、手形交換日をもって

決済処理しておりますが、当期末は金融機関の休

業日であり、次の当期末満期手形が当期末残高に

含まれております。 

※３ 期末日満期手形の処理について 

期末日満期手形については、手形交換日をもって

決済処理しておりますが、当期末は金融機関の休

業日であり、次の当期末満期手形が当期末残高に

含まれております。 

受取手形 157,532千円 受取手形 200,795千円

※４ 配当制限 

有価証券の時価評価により、純資産額が87,845千

円増加しております。 

なお、当該金額は商法施行規則第124条第３号の規

定により、配当に充当することが制限されており

ます。 

※４ 配当制限 

有価証券の時価評価により、純資産額が178,028千

円増加しております。 

なお、当該金額は商法施行規則第124条第３号の規

定により、配当に充当することが制限されており

ます。 



（損益計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

※１ 完成工事高 ※１ 完成工事高 

工事進行基準による完成工事高 72,983千円 工事進行基準による完成工事高 268,351千円

※２ 販売費及び一般管理費 ※２ 販売費及び一般管理費 

販売費に属する費用のおおよその割合は40.0％で

あり一般管理費に属する費用のおおよその割合は 

60.0％であります。 

主要な費用及び金額は次のとおりであります。 

販売費に属する費用のおおよその割合は39.0％で

あり一般管理費に属する費用のおおよその割合

は 61.0％であります。 

主要な費用及び金額は次のとおりであります。 

荷造運搬費 103,501千円

販売手数料 107,983千円

旅費交通費 58,560千円

役員報酬 74,985千円

給与手当 562,606千円

賞与 217,383千円

賞与引当金繰入額 29,679千円

法定福利費 89,596千円

福利厚生費 61,818千円

退職給付費用 76,373千円

賃借料 84,042千円

減価償却費 55,869千円

外部委託費 116,537千円

荷造運搬費 110,731千円

販売手数料 74,453千円

旅費交通費 57,738千円

役員報酬 71,175千円

給与手当 603,283千円

賞与 201,302千円

賞与引当金繰入額 34,634千円

法定福利費 91,358千円

福利厚生費 51,584千円

退職給付費用 77,139千円

賃借料 77,039千円

減価償却費 52,967千円

外部委託費 91,444千円

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は540,960千円であります。 

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は530,692千円であります。 

※３ 固定資産売却益の内訳 ※３                  

車両運搬具 776千円                   ―――――  

※４  固定資産除却損の内訳 ※４  固定資産除却損の内訳  

建物（建物附属設備） 1,508千円

構築物 160千円

機械装置 8,409千円

車両運搬具 206千円

工具器具備品 8,389千円

計 18,674千円

建物（建物附属設備） 2,011千円

機械装置 85千円

工具器具備品 868千円

計 2,965千円

※５ たな卸資産除却損の内訳 ※５ たな卸資産除却損の内訳 

製品 12,667千円

原材料 45,395千円

仕掛品 6,701千円

計 64,765千円

製品 8,387千円

原材料 53,102千円

仕掛品 6,285千円

計 67,775千円



（リース取引関係） 

（有価証券関係） 

 前事業年度（自平成16年１月１日至平成16年12月31日)及び当事業年度（自平成17年１月１日至平成17年12月

31日）における子会社株式で時価のあるものはありません。 

前事業年度 
（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12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 

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）

機械及び装置 48,420   12,597   35,823 

車両運搬具 42,093   19,646   22,446 

工具器具備品 117,650   87,881   29,769 

ソフトウェア 135,953   110,025   25,927 

合計 344,118   230,151   113,966 

  

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 48,420   20,667   27,753 

車両運搬具 53,037   33,017   20,019 

工具器具備品 53,369   24,151   29,218 

ソフトウェア 37,481   22,894   14,587 

合計 192,309   100,730   91,578 

（注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残高

が有形固定資産の期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法により算定してお

ります。 

（注）        同左 

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年以内 40,193千円

１年超 73,773千円

合計 113,966千円

１年以内 32,576千円

１年超 59,002千円

合計 91,578千円

（注）未経過リース料期末残高相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資産の期末残高等

に占める割合が低いため、支払利子込み法に

より算定しております。 

（注）        同左 

３ 当期の支払リース料及び減価償却費相当額 ３ 当期の支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 57,996千円

減価償却費相当額 57,996千円

支払リース料 35,379千円

減価償却費相当額 35,379千円

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 



（税効果会計関係） 

前事業年度 
（平成16年12月31日） 

当事業年度 
（平成17年12月31日） 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産（流動）  

 たな卸資産 90,617千円

 貸倒引当金繰入超過額 8,958千円

 賞与引当金 20,665千円

 その他 3,176千円

 繰延税金資産（流動）小計 123,418千円

   

繰延税金資産（固定）  

 退職給付引当金 193,925千円

 貸倒引当金繰入超過額 68,024千円

 投資有価証券評価損 65,530千円

 ゴルフ会員権評価損 18,970千円

 繰延税金資産（固定）小計 346,450千円

 評価性引当金 △117,761千円

 繰延税金資産（固定）合計 228,689千円

繰延税金負債（固定）  

 その他有価証券評価差額金 △60,266千円

 繰延税金資産（固定）の純額 168,422千円

 繰延税金資産の純額 291,841千円

繰延税金資産（流動）  

 たな卸資産 81,742千円

 賞与引当金繰入超過額 25,642千円

 その他 1,124千円

 繰延税金資産（流動）小計 108,508千円

   

繰延税金資産（固定）  

 退職給付引当金 192,704千円

 貸倒引当金繰入超過額 57,975千円

 投資有価証券評価損 58,260千円

 ゴルフ会員権評価損 17,058千円

 繰延税金資産（固定）小計 325,998千円

 評価性引当金 △105,260千円

 繰延税金資産（固定）合計 220,738千円

繰延税金負債（固定）  

 その他有価証券評価差額金 △122,137千円

 繰延税金資産（固定）の純額 98,601千円

 繰延税金資産の純額 207,109千円

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 40.69％

（調整）  

繰延税金資産評価性引当額 △21.73％

交際費等永久に損金に算入されな

い項目 
1.19％

住民税均等割等 1.67％

受取配当金 △0.30％

その他 2.80％

税効果会計適用後の法人税等の

負担率 
24.32％

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分の５以下で

あるため注記を省略しております。 

 

  

 

               

   

   

   



（１株当たり情報） 

１株当たり当期純利益の算定上の基礎 

（重要な後発事象） 

項目 
前事業年度 

（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

１株当たり純資産額 736円45銭 821円08銭 

１株当たり当期純利益 76円91銭 84円32銭 

潜在株式調整後 

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

益金額については、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。 

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。 

  
前事業年度 

（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

１株当たり当期純利益     

当期純利益 464,535千円 512,324千円 

普通株主に帰属しない金額 11,300千円 15,400千円 

（うち利益処分による取締役賞与金） (11,300千円) (15,400千円) 

普通株式に係る当期純利益 453,235千円 496,924千円 

普通株式の期中平均株式数 5,893千株 5,893千株 

前事業年度 
（平成16年12月31日） 

当事業年度 
（平成17年12月31日） 

該当事項はありません。 該当事項はありません。 



④【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

その他有価証券 

銘柄 株式数（株） 貸借対照表計上額（千円） 

（投資有価証券）     

西華産業㈱ 640,000 197,120 

三浦印刷㈱ 161,000 69,713 

理研計器㈱ 45,000 52,785 

㈱三井住友フィナンシャルグループ 38.3 47,875 

協和日成㈱ 130,000 42,900 

㈱八十二銀行 28,000 24,948 

㈱チノー 49,927.744 19,621 

㈱丹青社  37,000 19,351 

フジ日本精糖㈱ 48,000 16,656 

三井リース事業㈱  21,100 14,770 

その他（14銘柄） 159,301.636 110,051 

計 1,319,367.68 615,791 



【有形固定資産等明細表】 

資産の種類 
前期末残高 
（千円） 

当期増加額 
（千円） 

当期減少額 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額 
（千円） 

当期償却額 
（千円） 

差引当期末残
高（千円） 

有形固定資産               

建物 1,619,232 10,164 9,077 1,620,319 985,570 58,074 634,748 

構築物 123,969 － － 123,969 82,899 4,644 41,069 

機械装置 655,449 11,763 1,714 665,499 499,021 41,912 166,477 

車両運搬具 11,752 － － 11,752 8,924 1,456 2,827 

工具器具備品 912,495 40,990 17,188 936,297 826,069 41,882 110,227 

土地 354,738 － － 354,738 － － 354,738 

建設仮勘定 3,786 17,110 3,786 17,110 － － 17,110 

有形固定資産計 3,681,422 80,029 31,765 3,729,686 2,402,485 147,969 1,327,200 

無形固定資産               

営業権 － － － － － － － 

借地権 887 － － 887 － － 887 

商標権 2,626 － 65 2,560 1,811 216 748 

ソフトウェア 59,806 13,986 － 73,793 38,579 11,524 35,213 

電話加入権 6,988 － － 6,988 － － 6,988 

無形固定資産計 70,308 13,986 65 84,229 40,391 11,741 43,838 

 長期前払費用 4,228 1,827 － 5,564 － 379 5,185 

繰延資産 － － － － － － － 

     繰延資産計 － － － － － － － 



【資本金等明細表】 

 （注）任意積立金の当期増加額は前期決算の利益処分によるものであります。 

【引当金明細表】 

 （注） 貸倒引当金の当期減少額「その他」は、洗替によるものであります。 

区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

資本金（千円） 996,600 ― ― 996,600 

資本金のうち

既発行株式 

普通株式 （株） (5,893,000) （    ―  ) （     ― ) (5,893,000) 

普通株式 （千円） 996,600 ― ― 996,600 

計 （株） (5,893,000) （    ―  ) （    ―  ) (5,893,000) 

計 （千円） 996,600 ― ― 996,600 

資本準備金及

びその他資本

剰余金 

資本準備金           

株式払込剰余金 （千円） 1,460,517 ― ― 1,460,517 

計 （千円） 1,460,517 ― ― 1,460,517 

利益準備金及

び任意積立金 

利益準備金   103,589 ― ― 103,589 

任意積立金           

役員退職慰労積立金 （千円） 11,075 37,000 ― 48,075 

別途積立金 （千円） 1,077,055 300,000 ― 1,377,055 

計 （千円） 1,191,720 337,000 ― 1,528,720 

区分 
前期末残高 
（千円） 

当期増加額 
（千円） 

当期減少額 
当期末残高 
（千円） 目的使用 

（千円） 
その他 
（千円） 

貸倒引当金 203,462 5,747 11,042 30,348 167,818 

賞与引当金 50,788 57,055 50,788 ― 57,055 



(2）【主な資産及び負債の内容】 

(1）資産の部 

１）現金及び預金 

２）受取手形 

(イ）相手先別内訳 

(ロ）期日別内訳 

区分 金額（千円） 

現金 2,226 

銀行預金   

当座預金 548,619 

別段預金 402 

普通預金 2,895 

通知預金 ― 

小計 551,918 

合計 554,144 

相手先 金額（千円） 

東レ・メディカル㈱ 619,845 

西華産業㈱ 318,526 

理想科学工業㈱ 153,684 

大日本スクリーン製造㈱ 72,159 

㈱イシカワ製作所 54,539 

その他 939,569 

合計 2,158,324 

期日別 金額（千円） 

平成18年１月 598,279 

平成18年２月 419,491 

平成18年３月 342,694 

平成18年４月 647,762 

平成18年５月 143,971 

平成18年６月以降 6,125 

合計 2,158,324 



３）売掛金 

(イ）相手先別内訳 

(ロ）売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 

 （注） 当期発生高は消費税等を含んでおります。 

４）完成工事未収入金 

(イ）相手先別内訳 

(ロ）完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況 

 （注） 当期発生高は消費税等を含んでおります。 

相手先 金額（千円） 

富士ゼロックス㈱ 561,304 

FENWAL Controls of Japan(H.K.) Limited(日本芬翁

(香港)有限公司) 
447,627 

東レ・メディカル㈱ 232,656 

鈴鹿富士ゼロックス㈱ 178,281 

理想科学工業㈱ 53,110 

その他 644,417 

合計 2,117,397 

前期繰越高 

(Ａ) 

（千円） 

当期発生高 

(Ｂ) 

（千円） 

当期回収高 

(Ｃ) 

（千円） 

次期繰越高 

(Ｄ) 

（千円） 

回収率（％） 滞留期間（日） 

(Ｃ) 
───── 
(Ａ)＋(Ｂ) 

× 100 

(Ａ)＋(Ｄ) 
───── 
２ 

────── 
(Ｂ) 

───── 
365 

2,122,980 11,604,976 11,610,559 2,117,397 84.58 66.7 

相手先 金額（千円） 

西華産業㈱ 383,282 

三井物産㈱ 121,725 

深田工業㈱ 81,957 

三機工業㈱ 47,102 

日本放送協会 39,065 

その他 506,914 

合計 1,180,048 

前期繰越高 

(Ａ) 

（千円） 

当期発生高 

(Ｂ) 

（千円） 

当期回収高 

(Ｃ) 

（千円） 

次期繰越高 

(Ｄ) 

（千円） 

回収率（％） 滞留期間（日） 

(Ｃ) 
───── 
(Ａ)＋(Ｂ) 

× 100 

(Ａ)＋(Ｄ) 
───── 
２ 

────── 
(Ｂ) 

───── 
365 

1,036,466 4,419,209 4,275,627 1,180,048 78.37 91.5 



５）製品 

６）原材料 

７）仕掛品 

８）未成工事支出金 

品目 金額（千円） 

防災設備用機器 24,635 

産業用温度調節器・制御機器 19,543 

人工腎臓透析装置 8,338 

プリント基板実装組立 199,234 

合計 251,752 

品目 金額（千円） 

防災設備用部材 282,984 

産業用温度調節器・制御機器用部材 77,693 

人工腎臓透析装置用部材 68,121 

プリント基板実装用部材 739,708 

合計 1,168,507 

区分 金額（千円） 

防災設備用機器 47,885 

産業用温度調節器・制御機器 85,857 

人工賢蔵透析装置 109,781 

プリント基板実装組立 360,808 

合計 604,332 

区分 金額（千円） 

防災設備工事 463,879 

合計 463,879 



(2）負債の部 

１）支払手形 

(イ）相手先別内訳 

(ロ）期日別内訳 

２）買掛金 

相手先 金額（千円） 

㈱メイコー 187,293 

新日エレクトロニクス㈱ 171,154 

㈱立花エレテック 89,247 

㈱丸谷工業 84,037 

エスケイシリンダー㈱ 72,757 

その他 2,025,961 

合計 2,360,451 

期日別 金額（千円） 

平成18年１月 941,168 

平成18年２月 521,453 

平成18年３月 448,389 

平成18年４月 435,434 

平成18年５月 14,004 

合計 2,360,451 

相手先 金額（千円） 

富士ゼロックス㈱ 639,101 

丸文㈱ 81,793 

平河ヒューテック㈱ 42,588 

㈱ＦＦＣ 36,154 

タイコエレクトロニクスアンプ㈱ 31,407 

その他 660,850 

合計 1,491,896 



３）工事未払金 

４）短期借入金 

     ５）１年以内償還予定社債 

      内訳は、１ 連結財務諸表等 (１) 連結財務諸表 ⑤ 連結附属明細表 社債明細表に記載しております。 

  

     ６) 社債 

      内訳は、１ 連結財務諸表等 (１) 連結財務諸表 ⑤ 連結附属明細表 社債明細表に記載しております。 

  

(3）【その他】 

 該当事項はありません。 

相手先 金額（千円） 

フェンオール設備㈱ 145,556 

エムイーシーテクノ㈱ 23,284 

初田製作所㈱ 20,974 

ＨＳＧ㈱ 13,290 

(有)東豊防災設備 11,970 

その他 115,456 

合計 330,532 

区分 金額（千円） 

㈱八十二銀行 100,000 

中央三井信託銀行㈱ 100,000 

合計 200,000 



第６【提出会社の株式事務の概要】 

決算期 12月31日 

定時株主総会 ３月中 

基準日 12月31日 

株券の種類 1,000株券、10,000株券 

中間配当基準日 ６月30日 

１単元の株式数 100株 

株式の名義書換え   

取扱場所 東京都港区芝三丁目33番１号 中央三井信託銀行株式会社 本店 

代理人 東京都港区芝三丁目33番１号 中央三井信託銀行株式会社 

取次所 
中央三井信託銀行株式会社 全国各支店 

日本証券代行株式会社 本店及び全国各支店 

名義書換手数料 無料 

新券交付手数料 
不所持株券の交付、喪失による再発行及び汚損又は毀損による再発行の

場合、株券１枚につき50円に印紙税相当額を加算した額 

単元未満株式の買取り   

取扱場所 東京都港区芝三丁目33番１号 中央三井信託銀行株式会社 本店 

代理人 東京都港区芝三丁目33番１号 中央三井信託銀行株式会社 

取次所 
中央三井信託銀行株式会社 全国各支店 

日本証券代行株式会社 本店及び全国各支店 

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 

公告掲載新聞名 日本経済新聞 

株主に対する特典 該当事項はありません。 



第７【提出会社の参考情報】 

１【提出会社の親会社等の情報】 

 当社は、親会社等ではありません。 

２【その他の参考情報】 

 当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1) 
有価証券報告書 

及びその添付書類 

事業年度 

(第44期) 

自 平成16年１月１日 

至 平成16年12月31日 
 
平成17年３月31日 

関東財務局長に提出。 

(2) 半期報告書 (第45期中) 
自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日 
 
平成17年９月30日 

関東財務局長に提出。 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独立監査人の監査報告書 

      平成17年３月30日 

日本フェンオール株式会社       

  取締役会 御中   

  監査法人トーマツ   

  
代表社員 

関与社員 
  公認会計士 水上 亮比呂  印 

  関与社員   公認会計士 三富 康史   印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている日本フ

ェンオール株式会社の平成16年１月１日から平成16年12月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借

対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行っ

た。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明

することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体とし

ての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日本

フェンオール株式会社及び連結子会社の平成16年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経

営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 ※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

社）が別途保管しております。 



独立監査人の監査報告書 

      平成18年３月30日 

日本フェンオール株式会社       

  取締役会 御中   

  監査法人トーマツ   

  
指 定 社 員 

業務執行社員
  公認会計士 水上 亮比呂  印 

  
指 定 社 員 

業務執行社員
  公認会計士 三富 康史   印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている日本フ

ェンオール株式会社の平成17年１月１日から平成17年12月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借

対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行っ

た。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明

することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体とし

ての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日本

フェンオール株式会社及び連結子会社の平成17年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経

営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 ※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

社）が別途保管しております。 



独立監査人の監査報告書 

      平成17年３月30日 

日本フェンオール株式会社       

  取締役会 御中   

  監査法人トーマツ   

  
代表社員 

関与社員 
  公認会計士 水上 亮比呂  印 

  関与社員   公認会計士 三富 康史   印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている日本フ

ェンオール株式会社の平成16年１月１日から平成16年12月31日までの第44期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監

査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎とし

て行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての

財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日本フェ

ンオール株式会社の平成16年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点

において適正に表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 ※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

社）が別途保管しております。 



独立監査人の監査報告書 

      平成18年３月30日 

日本フェンオール株式会社       

  取締役会 御中   

  監査法人トーマツ   

  
指 定 社 員 

業務執行社員
  公認会計士 水上 亮比呂  印 

  
指 定 社 員 

業務執行社員
  公認会計士 三富 康史   印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている日本フ

ェンオール株式会社の平成17年１月１日から平成17年12月31日までの第45期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監

査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎とし

て行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての

財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日本フェ

ンオール株式会社の平成17年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点

において適正に表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 ※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

社）が別途保管しております。 
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