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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．当社は第９期より連結財務諸表を作成しております。 

３．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。 

４．第９期の株価収益率については、当社株式は非上場であり、かつ店頭登録もしておりませんので記載しておりません。

第10期の株価収益率については、平成17年３月31日現在の株主に対し平成17年５月20日付をもって株式１株を２株に株

式分割を致しましたので、平成17年３月31日の株式分割権利落後の株価を権利落前の株価に換算して算出しておりま

す。 

５．従業員数は、就業人員であります。 

６．第９期以降の連結財務諸表については、証券取引法第193条の２の規定に基づき、監査法人トーマツの監査を受けており

ます。 

７．第９期の平成15年10月10日付及び第11期の平成17年５月20日付をもって、株式１株を株式２株に株式分割を致しており

ます。 

回次 第７期 第８期 第９期 第10期 第11期 

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月

売上高 （千円） － － 4,004,006 4,246,839 4,398,297

経常利益 （千円） － － 280,961 372,754 439,082

当期純利益 （千円） － － 145,476 223,138 228,888

純資産額 （千円） － － 1,513,566 2,616,845 2,808,724

総資産額 （千円） － － 4,321,749 5,515,154 5,272,179

１株当たり純資産額 （円） － － 179,067.40 245,598.59 132,015.32

１株当たり当期純利益金
額 

（円） － － 16,273.25 23,185.86 10,324.95

潜在株式調整後１株当た
り当期純利益金額 

（円） － － － － －

自己資本比率 （％） － － 35.0 47.4 53.3

自己資本利益率 （％） － － 9.6 10.8 8.4

株価収益率 （倍） － － － 21.9 31.8

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

（千円） － － 176,950 195,414 325,908

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

（千円） － － △379,890 △700,123 △160,939

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

（千円） － － 277,759 982,454 △24,969

現金及び現金同等物の期
末残高 

（千円） － － 507,342 983,944 1,146,310

従業員数 
(外、平均臨時雇用者数) 

（人） 
－ 

（ －）
－

（ －）
304

（ 28）
360 

（ 10）
429

（  9）



(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. 第10期の１株当たり配当額には、株式公開記念配当1,000円を含んでおります。 

３．第７期から第８期までの潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額は、新株引受権付社債の発行による新株引受権が存

在致しますが、当社株式は非上場であり、かつ店頭登録もしていないため、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。また第９期以降の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額は、潜在株式が存在しないため記載してお

りません。 

４．第７期から第９期までの株価収益率については、当社株式は非上場であり、かつ店頭登録もしておりませんので記載し

ておりません。第10期の株価収益率については、平成17年３月31日現在の株主に対し平成17年５月20日付をもって株式

１株を２株に株式分割を致しましたので、平成17年３月31日の株式分割権利落後の株価を権利落前の株価に換算して算

出しております。 

５．従業員数は、就業人員を表示しております。 

６．第８期から「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成14年９月25日 企業会計基準第２

号）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成14年９月25日 企業会計基

準の適用指針第４号）を適用しております。 

７．第８期以降の財務諸表については、証券取引法第193条の２の規定に基づき、監査法人トーマツの監査を受けております

が、第７期の財務諸表については、監査を受けておりません。 

８．第９期の平成15年10月10日付及び第11期の平成17年５月20日付をもって、株式１株を株式２株に株式分割を致しており

ます。 

  

回次 第７期 第８期 第９期 第10期 第11期 

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月

売上高 （千円） 2,821,577 3,208,492 3,961,170 4,130,306 4,213,094

経常利益 （千円） 194,995 213,948 318,359 355,792 421,924

当期純利益 （千円） 86,474 93,031 165,445 213,256 225,445

資本金 （千円） 552,500 555,000 560,000 974,550 974,550

発行済株式総数 （株） 4,140 4,160 8,400 10,600 21,200

純資産額 （千円） 1,322,736 1,402,669 1,547,974 2,640,454 2,800,212

総資産額 （千円） 3,252,058 3,230,958 4,171,381 5,269,729 4,954,161

１株当たり純資産額 （円） 319,501.55 335,593.54 183,163.58 247,825.91 131,613.81

１株当たり配当額 
（うち１株当たり中間配
当額） 

（円） 
3,000 
（ － ）

5,000
（ － ）

2,500
（ － ）

5,000 
（ － ）

3,000
（ － ）

１株当たり当期純利益金
額 

（円） 20,887.47 20,863.97 18,661.26 22,092.98 10,162.54

潜在株式調整後１株当た
り当期純利益金額 

（円） － － － － －

自己資本比率 （％） 40.7 43.4 37.1 50.1 56.5

自己資本利益率 （％） 6.8 6.8 11.2 10.2 8.3

株価収益率 （倍） － － － 23.0 32.3

配当性向 （％） 14.4 24.0 13.4 22.6 29.5

従業員数 
(外、平均臨時雇用者数) 

（人） 
65 

（ 11）
74

（ 22）
102
（ 28）

108 
（ 10）

109
（ 9）



２【沿革】 

会社設立の経緯及びその後の事業内容の変遷 

 平成７年１月17日に阪神淡路大震災が発生し、構造不況下にあった老舗の自転車メーカー（旧株式会社カワムラサイクル 神

戸市須磨区鷹取町３丁目１番５号）は、極端な経営不振に陥りました。かねて同社の要請により経営再建に協力していた現取締

役社長村山民生は、従業員の雇用の確保の必要性と自転車メーカーの売上高の10％程度を占めていた福祉用具部門に将来性を見

出し、平成７年８月31日埼玉県所沢市北秋津266番地において、グリーンヘルパー株式会社を設立し、同年10月４日、旧株式会社

カワムラサイクルから商標権と営業権を譲受け、グリーンヘルパー株式会社から株式会社カワムラサイクルに商号変更し、車い

す中心の福祉用具専門メーカーとなりました。 

 当社の事業内容の変遷は次のとおりであります。 

年 月 事              項

平成７年８月 グリーンヘルパー株式会社を設立（埼玉県所沢市北秋津266番地） 

平成７年10月 旧株式会社カワムラサイクルから「商標権」並びに「営業権」を営業譲渡により譲受け 

グリーンヘルパー株式会社から株式会社カワムラサイクルへ商号変更 

［本店：神戸市須磨区鷹取３丁目１番５号 工場：兵庫県三木市別所町巴14番地 

東京営業所（現東京サービスセンター）：東京都足立区千住寿町39番８ 

福岡営業所（現福岡サービスセンター）：福岡市中央区平尾３丁目22番29］ 

平成８年６月 神戸市西区南別府４丁目37番１号に本社・工場を移転 

平成８年10月 アルミ製車いすの安全性向上のために「7000系超々ジュラルミン」を採用 

平成９年３月 財団法人兵庫県中小企業振興公社（現財団法人ひょうご産業活性化センター）から新産業創造

キャピタル制度(ＮＥＣＣＳ制度)の事業認定 

平成９年４月 全ての車いすの背シート・座シートをスポンジ（基本的に厚さ10mm以上）入りにする 

平成10年９月 いなみの工場を建設、本社事務所を同所に移転（兵庫県加古郡稲美町蛸草１番13） 

平成11年２月 福岡市西区に福岡営業所（現福岡サービスセンター）を移転 

平成11年７月 財団法人製品安全協会よりＳＧマークの工場認定を取得 

平成11年９月 「レンタルサポートシステム」を発表 

平成12年５月 「２週間オーダーシステム」を発表 

平成12年10月 本社事務所・神戸工場を取得し、本社を現在地である神戸市西区上新地３丁目９番１に移転 

平成13年８月 東京都台東区に東京営業所（現東京サービスセンター）を移転 

平成13年11月 愛知県春日井市に名古屋営業所（現名古屋サービスセンター）を開設 

平成14年６月 大阪府吹田市に大阪店（現大阪サービスセンター）を開設 

平成14年６月 仙台市太白区に仙台店（現仙台サービスセンター）を開設 

平成14年12月 漳州立泰医療康復器材有限公司（中国福建省）へ出資 

平成15年７月 全ての車いすの前輪に衝撃を和らげる「ニューソフトキャスタ」を標準装備 

横浜市西区に横浜サービスセンターを開設 

平成15年10月 本社事務所・神戸工場を増設 

平成15年12月 ＩＳＯ9001(品質マネジメントシステム)、ＩＳＯ14001(環境マネジメントシステム)の統合認

証を取得 

平成16年10月 東京証券取引所マザーズに株式を上場 

神戸第二工場（神戸市西区上新地３丁目７番３）竣工 

平成17年２月 日進医療器株式会社と業務・資本提携締結（平成18年２月 資本提携解消） 

平成18年３月 河村（厦門）貿易有限公司を中国福建省に設立 



３【事業の内容】 

(1）主要製品 

 当社グループは、車いす中心の福祉用具の製造販売を行っており、主要品目は次のとおりであります。 

  

(2）事業の特長 

 当社グループは、市場ニーズを的確に捉えた製品開発や営業活動を行うよう努めており、以下のような事業の特長を有して

おります。 

Ａ．新製品開発 

 当社は、「簡易車いすシリーズ」「姿勢保持車いすシリーズ」「ティルト・リクライニング車いすシリーズ」「モ

ジュール車いすシリーズ」「入浴用車いすＫＳシリーズ」「電動車いすＫＥシリーズ」等の企画・開発の他、大手福祉

用具貸与（卸）事業者向けＯＥＭ製品の製品開発も行っております。こうした製品の開発を支えているのは、自転車製

造で培った開発体制が基本となっております。金属パイプの加工から溶接、シート縫製など全ての開発工程を自前で行

うことは、実際に、見て、使って、初めて製品の良し悪しが判断できる日用生活用品としての福祉用具の開発に最適で

あります。当社では、スピーディーなサンプル生産とモニタリングの繰り返しにより製品を生み出しており、市場ニー

ズを的確に捉えられる開発体制を整えております。そして、安全性を最も重視する方針に沿って、社内の福祉用具試験

センターでテストを繰り返し、「安全性の確保」に取り組んでおります。 

Ｂ．２週間オーダーシステム 

 当社が独自に開発し、平成12年５月に開始した「２週間オーダーシステム」は、「採寸」「設計」「検索」の３つの

プログラムから構成されており、車いすを選ぶ際に、必要な箇所の採寸データを基に、ユーザーの体型・症状・好みに

合った車いすを2,700種類以上の中から選択することができます。適合する車いすが見当たらない場合には、採寸データ

により自動設計し製作することが可能なシステムであります。このようにして車いすのユーザーの適合性を高めるな

ど、市場ニーズに的確に対応すると同時に、かつて２～３ヶ月を要していたオーダーメイドの納期を２週間に短縮致し

ました。 

Ｃ．レンタルサポートシステム 

 当社は、平成12年４月にスタートした介護保険制度による福祉用具のレンタル化に対応して「レンタルサポートシス

テム」を立上げ、福祉用具貸与（卸）事業を、メーカーの立場から支えると同時に、安全性の向上と環境保護の役割を

担っております。レンタルサポートシステムは、福祉用具の安全性を確保するために消毒・洗浄や点検・修理を行って

おります。また、ダンボールの回収や使わなくなった福祉用具の回収も行っております。 

Ｄ．介護保険制度対応 

 平成18年４月施行の新介護保険制度に対応すべく新ブランド「あい＆ゆうき（愛と勇気）」を平成18年３月に立ち上

げました。新ブランド「あい＆ゆうき（愛と勇気）」は、時代の変化を捉え、市場ニーズを的確に製品や販売方法に反

映させ、当社の新しいビジネスモデルとして事業の中核へ成長させるべく推進致します。海外市場でも、積極的に投入

する予定であります。 

  品目別の名称 主要品目等 当社主要販売先
売上構成比 
(平成18年 
３月期実績)

  
標準車いす 自走用標準車いす、 

介助用標準車いす 
医療機器及び医薬品商社 
福祉用具貸与事業者 
海外福祉用具メーカー 

56.4％ 

  
特殊車いす ティルト（座角度調整）・リクライニング

（背角度調整）車いす、 
入浴用車いす、姿勢保持車いす、 
オーダーメイド車いす 

福祉用具貸与事業者 
義肢装具及び座位保持装置
メーカー 
海外福祉用具メーカー 

25.4％ 

  
電動車いす 電動車いす、電動カート、 

電動ユニット付車いす 
義肢装具及び座位保持装置
メーカー 

3.8％ 

  
その他の福祉用品 歩行補助具、入浴・トイレ関連用品、 

車いす付属品等 
福祉用具貸与事業者 
海外福祉用具メーカー 

12.6％ 

  
その他 健康器具、シルバーカー等 医療機器及び一般商社 1.8％ 



(3）事業系統図 

当社グループは、当社（株式会社カワムラサイクル）及び連結子会社２社（漳州立泰医療康復器材有限公司及び河村（厦門

（アモイ））貿易有限公司）で構成されております。 

  当社グループの事業は、車いす中心の福祉用具の製造販売であり、市場ニーズを的確に捉えた製品開発や営業活動を行うよう

努めております。当社が製品の企画・開発・設計を行い、量産設計・量産は漳州立泰医療康復器材有限公司及び台湾・中国の生

産委託先企業で行っております。なお、オーダー品生産及び小ロット生産は当社で行っております。国内向け販売は当社が行っ

ており、海外向け販売は主に漳州立泰医療康復器材有限公司及び河村（厦門）貿易有限公司が行っております。 
 

  



４【関係会社の状況】 

 （注）漳州立泰医療康復器材有限公司は特定子会社に該当しております。 

  

  

名称 住所
資本金
(千USドル) 

主要な事業の
内容 

議決権の
所有割合 
(％) 

関係内容 

（連結子会社）   

漳州立泰医療康復器材
有限公司 

中国福建省 3,100
車いす及び福祉
用品の製造 

75

当社製品の一部を製造して
おります。 
当社は、運転資金及び設備
資金の貸付を行っておりま
す。 
役員の兼任４名。 
（当社取締役１名、当社従
業員３名） 

河村（厦門）貿易有限
公司 

中国福建省 200
車いす及び福祉
用品の輸出入及
び販売 

100

当社グループ製品の一部を
販売しております。 
役員の兼任５名。 
（当社取締役３名、当社従
業員２名） 



５【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 当社グループは単一セグメントであるため、事業部門別に従業員数を示すと次のとおりであります。 

 （注）１．従業員数は就業人員（常用パートを含んでおりません。）であり、臨時雇用者数（パートタイマー、人材会社からの派

遣社員、季節工を含みます。）は、年間の平均人員を（ ）外数で記載しております。 

    ２．漳州立泰医療康復器材有限公司の従業員増加68人は、工場増設等で採用したためであります。 

  

(2)提出会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員（常用パートを含んでおりません。）であり、臨時雇用者数（パートタイマー、人材会社からの派

遣社員、季節工を含みます。）は、年間の平均人員を（ ）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、労使関係は良好であります。 

  

  平成18年３月31日現在

事業部門の名称

従業員数（人）

当社
漳州立泰医療康
復器材有限公司 

合計 

営業部門 37（ 1 ） － 37（ 1 ）

生産部門 49（ 7 ） 299 348（ 7 ）

管理部門 19（ 1 ） 21 40（ 1 ）

内部監査部門 4（ - ） － 4（ - ）

合計 109（ 9 ） 320 429（ 9 ）

  平成18年３月31日現在

従業員数（人） 平均年齢（才） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円） 

109（ 9 ） 32.6 4.7 4,058,694 



第２【事業の状況】 

  

１【業績等の概要】 

(1)業績 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、原油価格の高騰やアジア情勢の緊張感の高まり等の不安材料を抱えながらも、企業

収益の改善や設備投資の拡大、雇用情勢の改善や個人消費の穏やかな回復等により、全体としては景気回復の兆しが見え堅調

に推移致しました。 

 当業界におきましては、平成17年10月より、介護施設等において施設給付の見直しが行われ、また、平成18年４月より改正

介護保険制度が施行されることとなり、これらの影響により介護施設等の事業者や貸与事業者らの買い控えが見られ、事業環

境は厳しいものとなりました。 

 一方、介護保険サービス市場は引き続き拡大しており、改正介護保険制度では、軽度者に対する車いすの給付が原則として

なくなることとなりました。平成18年３月審査分（厚生労働省 介護給付費実態調査月報、平成18年３月報告）における要介

護認定者数は前年同月比5.6％増の4,435千人となり、施設サービス受給者数は同3.3％増の813千人に、また、居宅サービス受

給者数は同6.7％増の2,697千人になりました。加えて、平成18年３月の居宅サービス受給者に対する車いすの貸与件数は、前

年同月比11.6％増の412千件となっており、これは居宅サービス受給者の15.3％に貸与されているにすぎません。平成18年３月

審査分に改正介護保険をそのまま適用すると車いすの貸与件数は111千件減少し301千件、居宅サービス受給者の11.2％に貸与

比率が低下することになります。こうした改正介護保険の背景は、高齢者人口の急増による介護費用の拡大を抑制しようとす

ることにあると考えます。平成17年10月１日現在の65才以上の高齢者数は2,560万人(総務省発表)、10年後の平成27年には

3,277万人(国立社会保障・人口問題研究所)となり、実に日本人の４人に１人が高齢者ということになります。車いすの貸与市

場は、一時的に需要と供給のバランスが崩れることとなり停滞が予想されますが、やがて成長軌道に復するものと考えます。

一方、車いすを必要とする軽度者は自費購入をすることとなり、販売市場が拡大するものと想定いたしております。 

 このような事業環境のもと、当社グループは主力製品の拡販、新製品及び国内外の新規ＯＥＭ製品の開発・販売、製造コス

トの削減、将来の業容拡大に備えた設備投資、財務体質の強化、海外展開等に努め、業容の拡大と収益の確保を図ってまいり

ました。 

 具体的には、将来の業容拡大に備えつつ、製造コストの削減を図るため、いなみの工場の隣接地を取得致しました。また、

連結子会社である漳州立泰医療康復器材有限公司に対する投融資を行い、一貫生産体制の構築に着手し、安定稼動による製造

コスト低減を一層図るために、持分比率を従来の59％から75％に引き上げました。加えて、海外展開の拠点とするべく河村

（厦門）貿易有限公司を設立致しました。その他、「車いす保守整備講習会」を東京・大阪をはじめ全国15箇所で開催して、

福祉用具の利用方法や安全な活用方法について理解を広め、市場の開拓に努めてまいりました。 

 これらの結果、当連結会計年度の業績は、売上高4,398百万円（前期比3.6％増）、営業利益430百万円（前期比4.9％増）、

経常利益439百万円（前期比17.8％増）、当期純利益228百万円（前期比2.6％増）となりました。 

 なお、特別損失として、26百万円計上致しておりますが、これは、主に当連結会計年度より通貨オプション取引を時価会計

に基づき処理したためであります。 

  

(2）キャッシュ・フロー 

    当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ162百万円増加し、

1,146百万円となりました。 

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

  

  （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

    営業活動の結果増加した資金は、前期より130百万円増加の325百万円となりました。これは、主に税金等調整前当期純利益

416百万円、減価償却費85百万円による増加と、法人税等支払額204百万円、棚卸資産の増加額72百万円による減少によるもの

であります。 

  

  （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

    投資活動により利用した資金は、前期より539百万円減少の160百万円となりました。これは、主に有形固定資産の取得によ

る支出205百万円、関係会社出資金取得による支出118百万円と投資有価証券の売却による収入201百万円によるものでありま

す。 



  （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

    財務活動の結果減少した資金は、前期より1,007百万円減少の24百万円となりました。これは、主に短期借入金による収入

165百万円と長期借入金の返済による支出140百万円、配当金の支払52百万円によるものであります。 

  

２【生産、受注及び販売の状況】 

 当社グループは単一セグメントであるため、品目別ごとの生産・受注及び販売の状況を記載しております。 

  

(1）生産実績 

 （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．生産実績には仕入製品を含んでおります。 

  

(2）商品仕入実績 

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(3）受注状況 

 当社では、標準品に関しましては受注日に出荷することを原則としております。また、特注品におきましても約２週間で出

荷が可能な体制をとっております。従いまして、受注残高は軽微であり、受注実績の記載を省略しております。 

  

区分 
当連結会計年度

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

前年同期比（％） 

標準車いす     （千円） 2,539,463 102.7 

特殊車いす     （千円） 1,144,594 108.3 

電動車いす     （千円） 155,118 81.7 

その他福祉用品   （千円） 541,917 127.4 

その他       （千円） 32,456 71.2 

合計      （千円） 4,413,549 105.4 

区分 
当連結会計年度

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

前年同期比（％） 

その他福祉用品   （千円） 33,636 98.0 

その他       （千円） 22,462 49.5 

合計      （千円） 56,099 70.4 



(4）販売実績 

 （注）１．上記の台数は、車いす及び電動車いすのみであります。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３．( )内金額は、商品販売額であり内数であります。 

  

３【対処すべき課題】 

（1）教育研修・人材の確保 

 当社グループが今後の成長を実現していくためには、各分野において、優秀な人材を確保していくことが重要な課題であり

ます。当社は、新卒採用と中途採用と合わせてバランスの取れた組織を構築することを人事方針とし、優秀な人材を獲得する

ための努力を行っていく所存であります。また、教育研修では幅広い視野を持った人材の育成を目的に、海外研修も積極的に

実施致します。 

  

（2）生産体制の強化 

当社グループの生産体制は、国内ではオーダー品の生産及び小ロット生産を行っており、当社の企画・開発した製品を中国

及び台湾で量産する体制を敷いております。 

現在、漳州立泰医療康復器材有限公司では、生産設備の増強を行っており、部品から最終製品までの一貫生産体制を構築致

します。その一環として、当連結会計年度は、樹脂工場及び治具金型工場を建設し、同時に平成18年６月の完成を目指して

300名収容の社員寮及び食堂を建設中であります。また、国内では業容の拡大に備え、いなみの工場の隣接地を取得致しまし

た。 

  

（3）品質・安全性の確保 

 平成18年４月１日から改正介護保険制度が施行されました。改正介護保険制度では軽度者に対して原則として車いすが貸与

されないこととなり、また、車いすは特定福祉用具としても指定されておりません。軽度者が安全に安心して車いすを利用す

るにはこころもとない状況となっております。 

このような中、当社では、品質と安全性にこだわり続け、現在、ＳＧマーク認定工場となっており、また、ISO9001（品質

マネジメントシステム）・ISO14001（環境マネジメントシステム）の各認証を、台湾の生産委託先企業ではISO9001の認証を

取得しております。また、漳州立泰医療康復器材有限公司においては、平成17年８月に「医療器械生産企業許可証」を取得

し、平成17年11月にISO9001の認証を取得致しました。さらに、当社、漳州立泰医療康復器材有限公司及び台湾の生産委託先

企業では、ISO13485（医療機器における品質マネジメントシステム）の認証を取得するための準備を致しております。 

  

区分 

当連結会計年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

販売台数（台） 前年同期比（％） 販売額（千円） 前年同期比（％）

標準車いす 112,879 99.1 2,481,613 100.7 

特殊車いす 22,584 101.3 1,118,178 104.7 

電動車いす 947 92.1 167,600 84.6 

その他福祉用品 － －
552,619
（45,736） 

118.1 

その他 － －
78,286
（24,977） 

151.5 

合計 136,410 99.4
4,398,297
（70,714） 

103.5 



（4）新ブランド「あい＆ゆうき（愛と勇気）」シリーズの展開 

 当社グループは、「カワムラサイクル」のブランドにより主として高齢者市場をターゲットとしてまいりましたが、第２ブ

ランド「ジェネレーションズ」により、幼児から高齢者まで世代を越え、身体障害者や高齢者に限らず健常者も対象とした健

康機器・リハビリ機器そして介護予防機器・福祉用具まで幅広く事業展開を行ってまいることを検討しておりました。平成18

年４月の改正介護保険制度の施行を機に、当社グループは、上記「ジェネレーションズ」のコンセプトを継承、発展させた新

ブランド「あい＆ゆうき（愛と勇気）」シリーズを立ち上げることと致しました。 

 「あい＆ゆうき（愛と勇気）」シリーズではさらに幅広く顧客満足度を高めるため、安全性はもとより、デザイン性や新素

材・新技術に工夫を凝らし、また、新しい利用方法や安全な活用方法を提案しております。さらに、介護保険制度によらない

自費購入意欲を高める斬新なデザイン、品揃え、手頃な価格を提案しております。加えて、「あい＆ゆうき（愛と勇気）」シ

リーズを国内のみならず海外展開のための新ブランドとして有効に活用し、世界的な福祉用具の総合メーカーとしての社会的

評価を確立したいと考えております。 

  

（5）海外向け販売の展開と拡充 

 当社グループは、米国及び欧州の福祉用具メーカーからの受託生産を行っております。中国及び台湾での企業活動を通じ、

世界的な高齢化時代に対応して、海外市場への展開と拡充を推進してまいります。その一環として、平成18年３月に中国福建

省に、河村（厦門）貿易有限公司を設立致しました。 



４【事業等のリスク】 

 以下において、当社グループの事業展開その他に関するリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しており

ます。また必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項についても、投資者の投資判断上、重要であると考えられる事項に

ついては、投資者に対する積極的な情報開示の観点から以下に開示しております。また、当社グループは、これらのリスク発生

の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針でありますが、本株式に関する投資判断は、以下の

事業等のリスク及び本項以外の記載事項を慎重に検討した上で行われる必要があると考えております。なお、文中の将来に関す

る事項は、有価証券報告書提出日現在において当社グループが判断したものであります。 

  

(1)事業内容について 

 当社グループは、車いす市場参入に際し、当社製品のエンドユーザーが高齢者や身体障害者を主としていることから、製品

の安全性の確保を最優先課題としてお客様第一主義のもとで品質へのこだわりとサービス体制の構築を行ってまいりました。

しかしながら、我が国の車いす年間販売台数は平成16年度で35万台前後と狭隘な市場と推計されます。当社グループは、具体

的には次の内容の事項を行って、車いす市場の拡大発展に努めております。 

①対象製品（対象ユーザー）について 

当社グループは、設立当初は高齢者用の標準車いすの製造販売を主として手掛けてまいりました。これは、オーダーメイド

中心で単価の高い身体障害者用車いすと比較して、標準車いすの品質には改良の余地が多く、新規参入した当社グループに

とって市場開拓の可能性が高かったためであります。今日では一般的なものとなりましたが、当社グループは、全ての車いす

のシートをクッション性の高いスポンジ入りにしたことをはじめ、各種調整機能の付いたモジュール型車いすを誰にでも調

整・組立ができるように工夫するなど、市場のニーズに対応して高齢者向け標準車いすの安全性・耐久性・快適性・適合性の

向上に努め、福祉用具貸与事業者・介護施設中心に販売してまいりました。 

加えて、平成18年4月の改正介護保険制度の施行により、軽度の要介護認定者に対して車いすの貸与（利用）費につき保険給

付の対象でなくなることにより、車いすが必要な高齢者や身体障害者が自費購入を余儀なくされることとなりました。今後、

一般販売市場が拡大することが推定されるため、当社グループは、高齢者のみならず、身体障害者、健常者の方々にも安全で

魅力的な製品を開発・販売することと致しました。 

  

②品質について 

当社グループは、創業以来、製品の安全性・耐久性・快適性の向上に資する開発を続けてまいりました。 

当社グループは、全てのアルミ製車いすのフレームに、飛行機・新幹線に使用されている7000系超々ジュラルミンを、基本

採用致しました。「7000系アルミ」は、もともと高い強度を持ち、溶接部分も母材に近い強さに回復するという特徴がありま

す。この素材のみを使用することにより、安全性・耐久性という最も重要な品質を確保しております。今日では、同業他社も

「7000系アルミ」を徐々に採用されてきております。また、金属アレルギーを起こしにくいなど生体適合性が高いチタン製品

につきましても積極的に取り入れております。当社グループは、衝撃を和らげる「ニューソフトキャスタ」を標準車いす全車

種に採用し、乗る人にとってのやさしさも追求しております。 

平成10年、車いすに財団法人製品安全協会によるSGマーク制度が導入されると当社はSGマーク認定工場となり、全ての規格

適合製品にSGマークを貼付し、安心という品質も付加致しました。これまでにSGマークを貼付した車いすを54万台以上出荷し

ております。平成15年12月には、ＩＳＯ９００１（品質マネジメントシステム）及びＩＳＯ１４００１（環境マネジメントシ

ステム）の統合認証を取得し、品質の向上に努めるとともに、地球環境にやさしい製品作りを設計理念に加え、安心と高品質

を厳守しております。 

当社グループは、スピードのある一貫した開発体制を敷き、常にエンドユーザーの立場に立った製品を開発することによ

り、市場の信頼を獲得してまいりました。 

  

③サービスについて 

当社グループは、顧客拡大のため様々なビジネスモデルを推進し、同業他社との差別化を図ってまいりました。従来から納

品まで数ヶ月を要することも多いオーダーメイド車いすを２週間以内にお届けする「２週間オーダーシステム」を開発し、身

体障害者向け等の特殊車いすの販売を強化致しました。また、平成12年４月にスタートした公的介護保険制度により、車いす

がレンタル対象種目となることに合わせ、当社は福祉用具貸与事業者のニーズを的確に捉えた調整機能の付いた「簡易モ

ジュール車いすKA800シリーズ」を発売したほか、「レンタルサポートシステム」を導入し、貸与制度の下でメーカーの立場か

ら福祉用具の安全性を可能な限り確保するように事業協力することで、福祉用具貸与事業者向けの販売を拡大することができ

ました。このように当社グループは、様々な角度からお客様をサポートし、サービスを提供する体制を整えることにより、事

業を拡大してまいりました。 

当社グループと致しましては、今後も高齢者や身体障害者がエンドユーザーであるという視点を常に忘れずお客様第一主義

の経営方針のもと、福祉用具の信頼性を高めるため徹底した品質へのこだわりとサービス体制の構築を続けてまいる所存であ



りますが、当社の事業内容には次項に述べるリスクが存在致します。 

  

(2）事業内容に起因するリスクについて 

①生産体制について 

当社グループの生産体制は、国内ではオーダー品の生産及び小ロット生産を行っており、当社の企画・開発した製品を中国

及び台湾で量産する体制を敷いております。当社グループは単なる価格競争のみにこだわらず品質により重点を置いて、競争

力のある製品の製造とコスト削減のために、中国及び台湾における生産及び部品調達の規模拡大を今後も継続する方針であり

ます。 

しかしながら、中国及び台湾における政治または法環境の変化、労働力の不足、ストライキ、経済状況の変化など、予期せ

ぬ事象により生産設備の管理やその他の事業の遂行に問題が生じる可能性があります。従いまして、これらの事象は、当社グ

ループの業績及び財政状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

②新製品開発力・新サービス企画力について 

当社グループのこれまでの成長は、主に新製品の開発とレンタルサポートシステムや２週間オーダーシステム等の新しい

サービスシステムの開発に大きく依存してまいりました。将来の成長も、これらの開発に依存すると予想しております。 

当社グループが属する業界は介護保険の導入を始めとする急速な変化により特徴づけられております。当社グループは継続

して魅力ある新製品・サービスシステムを開発できると考えておりますが、これらの開発は、その性質から複雑かつ不確実な

ものであり、以下をはじめとする様々なリスクが含まれます。 

イ. 新製品や新技術及び新サービスシステムへの投資に必要な資金と資源を、今後十分充当できる保証はありません。 

ロ. 長期的な投資と資源投入が、成功する新製品または新技術及び新サービスシステムの創造へつながる保証はありません。 

ハ. 当社グループが市場からの支持を獲得できる新製品または新技術及び新サービスシステムを正確に予想できるとは限ら

ず、これらの製品の販売・サービスが市場で評価を得て成功する保証はありません。 

ニ. 新たに開発した製品または技術及びサービスが、独自の知的財産権として保護される保証はありません。 

ホ. 技術の急速な進捗と消費者の嗜好の変化により、市場のニーズについていけなくなる可能性があります。 

 上記のリスクをはじめとして、当社グループが業界と市場の変化を十分に予測できず、魅力ある新製品・新技術・新サービ

スを開発できない場合には、当社グループの業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

③車いす市場における競争について 

高齢者人口は、我が国だけでなく世界的に増加する傾向にあります。それにつれて、車いすの需要は今後増大していくもの

と考えております。しかしながら、高齢者人口の増加は緩やかな増加を辿るものであり、爆発的な伸びとなるものではありま

せん。従って、車いすの需要も急激に伸びるものではありません。 

こうした中、当社グループはユーザーの立場に立った製品開発やサービスを提供することで市場における優位性を保ち、事業

の拡大を図る所存であります。しかしながら、競合先にはメーカーと販売業者があり、その一部は当社グループよりも多くの

研究、開発や製造、販売の資源を有しております。また、技術が進歩し、新しい製品が市場の支持を獲得していくと同時に、

新しい競合先または既存競合先間の提携が台頭し、市場での大きなシェアーを急速に獲得する可能性があります。当社グルー

プは、福祉用具市場における有力なメーカーの１社であると考える一方で、将来においてもその地位を保てるという保証はな

く、市場ニーズを満たせないことによる顧客離れは、当社グループの業績と財政状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 



④製品の不具合による自主回収・製品の欠陥 

 当社グループは、中国及び台湾の工場で当社の品質管理基準に従って生産し、当社グループの検査基準に合格した製品のみ

を出荷しております。しかし、全ての製品について欠陥が無く、将来に製品の不具合による自主回収が発生しないという保証

はありません。 

 平成18年４月から改正介護保険制度が施行され、軽度者に対して、車いすの貸与給付が原則認められなくなり貸与対象外と

なる結果として、専門家である貸与事業者に対して求められている車いすの安全性・適合性・廃棄基準・説明責任等の厳しい

ガイドラインが適用されないこととなりました。また、入浴用いす（シャワーチェアー）や腰掛便座（ポータブルトイレ）等

の厚生労働大臣が定める特定福祉用具として指定されている福祉用具は、販売にあたって福祉用具専門相談員の常駐が義務付

けられておりますが、車いすは特定福祉用具として指定されておりません。加えて、海外の多くの国では、薬事法規の規制を

受ける医療機器に分類されているにもかかわらず、日本では薬事法上の規制のない製品として、開発・製造・販売が行われて

おります。 

 当社グループは、制度や法令の有無にかかわらず、車いすは一定の品質と安全性が確保される必要がある製品であると考え

ております。そのため、当社グループは独自の高い品質管理基準による徹底した品質管理を行っており、また、当社、漳州立

泰医療康復器材有限公司及び台湾の生産委託先工場ではISO13485の認証を取得するための準備をすすめております。これらに

より、市場に安価なだけの粗悪品が流出することを防ぎ、エンドユーザーが安心して安全に利用できるよう常に努力しており

ます。 

 当社グループは、このように車いすの一定の品質と安全性を確保するために、これまで過去に販売した当社製品の部品回収

及び製品回収を行った実績があります。その結果、多額の特別損失や費用が発生致しました。当社グループは、製造物責任賠

償については保険に加入しておりますが、この保険が最終的に負担する賠償額を十分にカバーできるという保証はありません

し、発生した不具合等が保険の適用対象となるとは限りません。大規模な製品回収や製造物責任賠償につながるような製品の

欠陥は、多額のコストや当社グループの評価に重大な影響を与え、それにより売上が低下し、当社グループの業績と財政状況

に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑤法的規制・介護行政について 

車いすの製造販売に関連して、以下のような法律が定められております。 

イ．電動車いすについては、道路交通法施行規則第１条の４（電動機を用いる身体障害者用の車いすの基準）、第39条の４

（原動機を用いる身体障害者の車いすの型式認定）により、寸法と速度に制限が定められております。 

ロ．電気用品安全法により電動車いすの外付充電器において、経済産業省の定める技術上の基準に適合させ、ＰＳＥマーク

を表示し、経済産業省に届出を行う必要があります。 

その他電気用品安全法により上記外付充電器と同様の手続きを行う必要のある部品を今後使用することがあります。 

ハ．麻薬及び向精神薬取締法により、電動車いすのバッテリーの輸入については、厚生労働大臣に業務届を行う必要があり

ます。 

ニ．関税定率法第14条により、車いす等（身体障害者用物品）の輸出入については、関税が免除されております。 

ホ．消費税法施行令第14条の３により、身体障害者用物品については、その通関時及び国内販売時に消費税等が非課税と

なっております。 

  

また、福祉用具貸与事業者向けの車いすは介護保険制度の影響を、身体障害者向けの車いすは障害者自立支援法・労働者災

害補償保険法等の影響を受けており、以下のような法律が定められております。 

イ. 介護保険法により、エンドユーザーが車いす・電動車いす・歩行器の貸与を受ける場合、９割の資金補助が支給されま

す。 

ロ. その他、障害者自立支援法により車いす等の補装具費の９割が、また、労働者災害補償保険法等により車いす等の補装具

費の全額が支給されます。 

  

さらに、車いす等の福祉用具は、海外では多くの国で、薬事法規の規制を受ける医療機器に分類されております。しかし、

日本では車いす等の福祉用具は、補聴器など一部を除き、薬事法上の規制のない製品として、開発・製造・販売が行われてお

ります。エンドユーザーの多くが高齢者及び身体障害者であることから、車いす等の福祉用具について、品質の確保、安全性

の確認、エンドユーザーをとりまくサービス提供者の一定の技術品質の確保、不定期・定期的なメンテナンス等が必要不可欠

と想像されますが、現在は、何ら規制がない状況であります。 

当社は、車いすの生産の大半を海外に委託していること、及び当社の販売先には介護保険法による福祉用具の貸与事業者数

がおよそ半数であること、当社の仕入れは課税品が相当程度ある一方、販売は非課税品が多くあること等から、これらの法令

が変更された場合、当社グループの業績と財政状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

(3）デリバティブ取引について 

 当社グループが生産を行う地域の通貨価値の上昇は、それらの地域における製造と調達のコストを押し上げる可能性があり



ます。コストの増加は、当社グループの利益率と価格競争力を低下させ、業績に悪影響を及ぼす可能性があります。そこで当

社グループは、通貨ヘッジ取引を行い、米ドルの為替レートの変動による悪影響を最小限に止め、計画された調達、製造、流

通及び販売活動を確実に実行できるように努めております。 

当該デリバティブ取引のヘッジ対象は、外貨建仕入取引であり、ヘッジ手段として為替予約及び通貨オプションを用いて外

貨建仕入債務の固定化を進め、円安による仕入コスト上昇リスクをヘッジする目的で取り組んでおります。今後、大幅な円高

が進んだ場合、当社グループの業績と財政状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

  



５【経営上の重要な契約等】 

 該当事項はありません。 

  

６【研究開発活動】 

 当社グループは、製品企画・研究開発型企業を目指しております。現在、当社が主に製品の企画・開発・設計を行っており、

漳州立泰医療康復器材有限公司が主に量産品の開発・設計を行っております。福祉用具は日用生活用品として「使い勝手」が大

切で、マーケットニーズを的確に製品企画に反映させる必要があります。当社は、自転車製造で培った技術を活かして、福祉用

具のサンプルを短時間で作ることができます。顧客ニーズをいち早くサンプルとして製品化し、モニタリングにより改良改善を

重ねて量産化に結び付けております。 

 また、当社グループは、当社及び漳州立泰医療康復器材有限公司においてそれぞれ社内に福祉用具試験センターを設置して、

各種安全性テストを実施しており、製品の品質の維持・向上に努めております。 

 当社グループの日本における研究開発活動は、新製品・新技術の開発と既存製品の改良・改善及び応用であり、開発部（14

名）が担当しております。平成18年３月期の研究開発費は、69,246千円となりました。 

 今後の方針として、漳州立泰医療康復器材有限公司では、現在14名の開発スタッフを１～２年で50名程度へ増員し、本格的な

Ｒ＆Ｄセンターとして国際的ニーズに迅速に適応する体制を構築致します。 

 当社グループは、海外を含む各地の展示会へ積極的に参加すると共に、本店・東京・大阪等各サービスセンターの展示場を利

用した顧客との交流会や勉強会を通じ、顧客情報と開発情報の情報一元化を図り、より顧客ニーズを的確に掴み、素早く開発活

動へ活かして参りたいと考えております。 

  



７【財政状態及び経営成績の分析】 

(1）当連結会計年度における経営成績の分析 

＜売上高＞ 

 当期の売上高は4,398,297千円（前年度比3.6％増）となりました。主力製品である新リクライニング機構付車いす「ＫＰ

Ｆ」シリーズ、簡易モジュール車いす「ＢＭ」シリーズや低床型簡易モジュール車いす「ＫＺ」シリーズを中心とした機能性

の高い車いすの販売が増加したこと等により、順調に推移致しました。 

＜売上総利益＞ 

 当期の売上総利益は1,672,736千円（前年度比12.3％増）となりました。また、中国連結子会社の安定稼動による仕入コスト

低減等により売上総利益率は前期35.1％から当期38.0％へ改善致しました。 

＜販売費及び一般管理費＞ 

 当期の販売費及び一般管理費は1,242,188千円（前年度比15.1％増）となりました。売上高の増加に伴う人件費等の増加があ

りました。 

＜営業利益＞ 

 当期の営業利益は430,547千円（前年度比4.9％増）となりました。また、売上高営業利益率は前期9.7％から当期9.8％とな

りました。 

＜営業外損益＞ 

 当期の営業外収益は、31,215千円（うち受取利息533千円）となりました。また、営業外費用は22,681千円（うち支払利息

17,312千円）となりました。 

＜特別損益＞ 

 当期は特別損失としてデリバティブ評価損25,932千円を含め26,323千円を計上致しました。 

＜当期純利益＞ 

 以上の結果、当期純利益は228,888千円となりました。また、ＲＯＥ（株主資本当期純利益率）は、8.4％となりました。 

＜連結子会社について＞ 

 漳州立泰医療康復器材有限公司は、当連結会計年度におきまして売上高638,186千円（前年度比196.3％増）、経常利益

34,058千円、当期純利益34,058千円を計上致しました。 

  
(2）資本の財源及び資金の流動性についての分析 

＜財政状態＞ 

当連結会計年度末の資産合計は5,272,179千円（前年度比4.4％減）であり、このうちいなみの工場の隣接地の取得等により

有形固定資産は、2,106,820千円（同8.3％増）となりました。 

   負債合計は2,366,188千円（前年度比14.6％減）であり、このうち長期借入金及び短期借入金は、1,684,429千円（同2.4％

増）となりました。 

 資本合計は2,808,724千円（前年度比7.3％増）となりました。この結果、自己資本比率は前年度末に比して5.9ポイント上昇

して53.3％となりました。 

  

＜資金の流動性＞ 

 当社グループの資金状況と致しましては、当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は

1,146,310千円となりました。当連結会計年度末において営業活動によるキャッシュ・フローでは325,908千円の資金を得てお

ります。また、投資活動によるキャッシュ・フローでは有形固定資産の取得による支出等により160,939千円の資金は減少し、

財務活動によるキャッシュ・フローでは24,969千円の資金減少となりました。 

  

  



第３【設備の状況】 

  

１【設備投資等の概要】 

 当期は、業容の拡大への備えと製造コストの削減を図るため、平成17年9月にいなみの工場の隣接地（土地2,702.16㎡、投資金

額114,572千円）を取得致しました。 

  

２【主要な設備の状況】 

 当社グループ（当社及び連結子会社）における主要な設備は、以下のとおりであります。 

(1）提出会社 

 （注）従業員数の（外書）は、臨時従業員数であります。 

  

        平成18年３月31日現在 

事業所名 
(所在地) 

区分 設備の内容 

帳簿価額（千円）
従業員
数 
(人) 

建物及び
構築物 

機械装置
及び運搬
具 

土地
(面積㎡) 

その他 合計 

本社・神戸工場・
本店サービスセン
ター 
（神戸市西区） 

統括業務 
生産業務 
販売業務 

統括施設 
生産設備 
物流倉庫 
試験センター 
販売施設 
社員寮 

192,181 11,298
306,000
(2,886.30)

21,839 531,319 
47
(1)

神戸第二工場 
（神戸市西区） 

生産業務 
生産設備 
物流倉庫 

233,387 269
119,386
(2,301.00)

603 353,647 
8
(1)

いなみの工場 
(兵庫県加古郡稲
美町) 

生産業務 
生産設備 
開発設備 
物流倉庫 

140,922 15,694
418,769
(7,490.73)

8,604 583,991 
31
(6)

東京サービスセン
ター 
(東京都台東区) 

販売業務 販売施設 36,900 ─
63,489

( 155.49) 
77 100,466 

9
(1)

福岡サービスセン
ター 
(福岡市西区) 

販売業務 販売施設 3,579 ─
4,794

(  35.18)
84 8,458 

3
(-)

大阪サービスセン
ター 
(大阪府吹田市) 

販売業務 
販売施設 
社員寮 

24,449 ─
50,563

( 208.72)
33 75,046 

5
(-)

名古屋サービスセ
ンター 
(愛知県春日井市) 

販売業務 
販売施設 
社員寮 

15,947 ─
19,941

( 162.92)
769 36,658 

2
(-)

仙台サービスセン
ター 
(仙台市太白区) 

販売業務 
販売施設 
社員寮 

─ ─
─

(  ― )
58 58 

1
(-)

横浜サービスセン
ター 
(横浜市西区) 

販売業務 
販売施設 
社員寮 

21,352 ─
30,885

(  98.28)
23 52,261 

3
(-)



(2）在外子会社 

 （注）土地 66,874.39㎡（50年使用権）、20,005.31㎡（借用農場土地） 

建物 19,726㎡ 

  

３【設備の新設、除却等の計画】 

 当社グループの設備投資については、部品から最終製品までの一貫生産体制を構築するため、生産設備の増強及び、優秀な人

材の確保のため、福利厚生面の充実に努めて参ります。 

 なお、当連結会計年度末における重要な設備の新設、増強計画は次のとおりであります。 

(1）重要な設備の新設 

 （注）１．上記金額には消費税等は含まれておりません。 

２．前連結会計年度に計画しておりました当社関東メンテナンスセンターの洗浄設備・修理設備については、設備投資の見

直しを行った結果、効率的に運用するため、さいたまサービスセンター（賃借）を開設し対応することと致しました。 

３．前連結会計年度に計画しておりました漳州立泰医療康復器材有限公司の社員寮については、設備投資計画の見直しを

行った結果、社員食堂を併設することとし、設備の内容、投資予定金額、完了予定時期及び完成後の増加能力を修正致

しました。 

４．前連結会計年度に計画しておりました漳州立泰医療康復器材有限公司の樹脂成型工場については、設備投資計画の見直

しを行った結果、完成車組立工場、部品組立工場とは別に建設することとし、効率的な生産体制を構築するために、金

属加工工場、治具金型製作工場と共用するとともに、安全性試験センターを併設することとし、区分、設備の内容、投

資予定金額、完了予定時期及び完成後の増加能力を修正致しました。 

５．前連結会計年度に計画しておりました漳州立泰医療康復器材有限公司の安全性試験センター、事務所、Ｒ＆Ｄセンター

については、設備投資計画の見直しを行った結果、上記４．に記載のとおり、安全性試験センターについては、事務所

及びＲ＆Ｄセンターとは別に、樹脂成型工場等に併設することとし、設備の内容、投資予定金額、完了予定時期及び完

成後の増加能力を修正致しました。 

６．前連結会計年度に計画しておりました漳州立泰医療康復器材有限公司の完成車組立工場・部品組立工場については、設

備投資計画の見直しを行った結果、樹脂形成工場とは別に建設することとし、かつ、効率的な生産設備とするために、

設備の内容、投資予定金額、完了予定時期及び完成後の増加能力を修正致しました。 

  

(2）重要な設備の除却等 

 該当事項はありません。 

  

        平成18年３月31日現在  

事業所名 
(所在地) 

区分 設備の内容 

帳簿価額（千円）
従業員
数 
(人) 

建物及び
構築物 

機械装置
及び運搬
具 

土地
(面積㎡) 

その他 合計 

漳州立泰医療康復
器材有限公司 
（中国福建省） 

統括業務 
生産業務 

統括施設 
生産設備 

122,466 155,996 (86,879.70) 7,305 285,768 320 

会社名 
事業所名 

所在地 区分 設備の内容 

投資予定金額
資金調
達方法 

着手及び完了予定 
完成後の増
加能力 
（建築㎡） 

総額
(千円) 

既支払額
（千円）

着手 完了 

漳州立泰医療
康復器材有限
公司 

中国福建省 社員厚生
施設 

社員食堂・ 
社員寮 42,000 32,000

自己資金
借入金 平成17年７月 平成18年６月 

社員福利厚生
（2,448㎡） 

漳州立泰医療
康復器材有限
公司 

中国福建省 生産業務 
開発業務 

樹脂成型工場 
金属加工工場 
治具金型製作
工場 
安全性試験セ
ンター 

18,000 10,000
自己資金
借入金 平成17年９月 平成18年７月 

品質管理増強
生産設備 
（1,263㎡） 

漳州立泰医療
康復器材有限
公司 

中国福建省 統括業務 
開発業務 

事務所改築 
Ｒ＆Ｄセンター 1,100 180

自己資金
借入金 平成17年６月 平成18年４月 

品質管理増強
事務作業効率化
（300㎡） 

漳州立泰医療
康復器材有限
公司 

中国福建省 生産業務 
完成車組立工
場 
部品組立工場 

5,200 －
自己資金
借入金 平成17年９月 平成18年10月 

生産設備 
（600㎡） 



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。 

  

(3）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

 （注）１．新株引受権の行使による増加であります。 

２．株式１株を２株に株式分割を致しました。 

３．有償一般募集（ブックビルディング方式による募集） 

発行株数    1,300株   

発行価格   300,000円   

引受価額   280,500円 

発行価格   221,000円 

資本組入額  110,500円 

４．第三者割当 900株 発行価格 602,000円 資本組入額 301,000円 

割当先：日進医療器株式会社他２名 

５．株式１株を２株に株式分割を致しました。 

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 80,000 

計 80,000 

種類 
事業年度末現在発行数

（株） 
（平成18年３月31日） 

提出日現在発行数（株）
（平成18年６月26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 21,200 21,200
東京証券取引所
（マザーズ） 

－ 

計 21,200 21,200 － － 

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15年２月12日
（注）１ 

20 4,160 2,500 555,000 2,500 510,000

平成15年９月22日
（注）１ 

40 4,200 5,000 560,000 5,000 515,000

平成15年10月10日
（注）２ 

4,200 8,400 － 560,000 － 515,000

平成16年10月25日
（注）３ 

1,300 9,700 143,650 703,650 221,000 736,000

平成17年２月28日
（注）４ 

900 10,600 270,900 974,550 270,900 1,006,900

平成17年５月20日
（注）５ 

10,600 21,200 － 974,550 － 1,006,900



(4）【所有者別状況】 

  

(5）【大株主の状況】 

  

       平成18年３月31日現在

区分 

株式の状況

端株の状
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） 

－ 7 11 23 4 2 1,877 1,924 － 

所有株式数 
（株） 

－ 1,979 239 6,857 274 793 11,058 21,200 － 

所有株式数
の割合 
（％） 

－ 9.33 1.13 32.34 1.29 3.74 52.16 100.00 － 

    平成18年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

村山 民生 兵庫県明石市 3,360 15.84

極東開発工業株式会社 兵庫県西宮市甲子園口６丁目１－45 1,700 8.01

日進医療器株式会社 愛知県西春日井郡西春町沖村権現35－２ 1,460 6.88

ヤング開発株式会社 兵庫県高砂市米田町島２ 1,243 5.86

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１丁目２－10 1,120 5.28

株式会社ハートウェル 
京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町
671 
損保ジャパンユニバース京都ビル８階 

1,056 4.98

林 慶旭 
（常任代理人） 
徳岡 裕史 

台湾南投市 
（常任代理人） 
神戸市西区上新地３丁目９－１ 
㈱カワムラサイクル管理本部内 

760 3.58

新家工業株式会社 大阪市中央区南船場２丁目12－12 400 1.88

株式会社ヤング開発流通 兵庫県高砂市米田町米田149－２ 390 1.83

カワムラサイクル従業員持株
会 

神戸市西区上新地３丁目９－１
㈱カワムラサイクル内 

335 1.58

計 － 11,824 55.77



(6）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

  

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18年３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

21,200 
21,158

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 

端株 － － － 

発行済株式総数 21,200 － － 

総株主の議決権 － 21,158 － 



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、株主の皆様への利益還元を経営の重要な政策と位置付けており、利益の状況や将来の事業展開などを総合的に勘案し

ながら、配当による利益還元（目標配当性向30％）を行って参る所存であります。 

 当期の配当につきましては、上記方針に基づき創業10周年記念として1株当たり500円の配当を加え、１株当たり3,000円の配当

を実施することを決定致しました。この結果、当期の配当性向は29.5％、株主資本配当率は2.3％となりました。 

 また、業界における環境の変化や競争の激化に耐え得る企業体質の強化並びに将来の積極的な事業展開に備えるための内部留

保の充実も図って参ります。 

  

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）１．最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。 

なお、平成16年10月26日付をもって同取引所に株式を上場致しましたので、それ以前の株価について該当事項はありま

せん。 

２．平成17年３月31日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記録された株主の所有株式数を１株につき２株の割合をもって分

割しております。 

３．□印は、株式分割による権利落後の株価であります。 

  

(2）【最近６月間の月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。 

  

  

回次 第７期 第８期 第９期 第10期 第11期 

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 

最高（円） － － －
893,000
□284,000 

390,000 

最低（円） － － －
343,000
□251,000 

218,000 

月別 平成17年10月 11月 12月 平成18年１月 ２月 ３月 

最高（円） 241,000 242,000 252,000 390,000 375,000 345,000 

最低（円） 226,000 227,000 230,000 249,000 296,000 318,000 



５【役員の状況】 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式
数（株） 

取締役社長 

(代表取締役) 

  村山 民生 昭和23年６月17日 平成７年８月 グリーンヘルパー株式

会社（現株式会社カワ

ムラサイクル）設立 

代表取締役社長就任

（現任） 

平成18年１月 漳州立泰医療康復器材

有限公司総監事就任

（現任） 

平成18年３月 河村（厦門）貿易有限

公司董事長就任（現

任） 

3,360 

専務取締役 管理 

本部長 

久保 拓司 昭和37年11月30日 平成11年２月 日興ソロモン・スミ

ス・バーニー証券会社

（現日興シティグルー

プ証券株式会社）入社 

平成17年５月 同社退社 

平成17年６月 当社入社 

       常務取締役管理本部長 

平成18年１月 漳州立泰医療康復器材

有限公司董事長就任

（現任） 

平成18年６月 専務取締役管理本部長

就任（現任） 

  1 

常務取締役 ＣＳ 

本部長 

杉原 克明 昭和36年４月４日 平成７年10月 当社入社 

平成９年６月 取締役 

平成16年６月 取締役生産本部長 

平成18年６月 常務取締役ＣＳ本部長

就任（現任） 

 28 

常務取締役 生産 

本部長 

内田 桂治 昭和21年３月10日 平成７年10月 当社入社 

平成８年１月 取締役 

平成12年７月 常務取締役 

平成14年４月 取締役 

平成14年11月 漳州立泰医療康復器材

有限公司（中国）董事 

平成16年６月 取締役辞任 

平成17年６月 常勤監査役 

平成18年６月 常勤監査役辞任 

平成18年６月 常務取締役生産本部長

就任（現任） 

 32 

常務取締役 ＣＳＲ 

本部長 

徳岡 裕史 昭和41年５月21日 平成13年９月 当社入社 

平成17年６月 取締役ＣＳ本部長 

平成18年６月 常務取締役ＣＳＲ本部

長就任（現任） 

  8 



役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式
数（株） 

取締役 ＣＳ 

副本部長 

野上 英樹 昭和38年１月19日 平成12年４月 当社入社 

平成15年７月 当社横浜サービスセン

ター長 

平成17年５月 当社執行役員 東日本

ＣＳ統括（現任） 

平成18年６月 当社取締役ＣＳ副本部

長就任（現任） 

 29 

取締役 ＣＳ 

副本部長 

村上 伸美 

  

昭和33年１月11日 平成９年３月 当社入社 

平成14年６月 当社大阪サービスセン

ター長 

平成17年５月 当社執行役員 西日本

ＣＳ統括（現任） 

平成18年６月 当社取締役ＣＳ副本部

長（現任） 

 32 

取締役 ＣＳＲ 

副本部長

兼経営企 

 画部長 

妹尾 啓子 

  

昭和42年８月18日 平成９年７月 当社入社 

平成17年５月 当社執行役員 経営企

画部長 

平成18年６月 当社ＣＳＲ副本部長兼

経営企画部長（現任） 

平成18年６月 当社取締役（現任） 

 71 

監査役 

（常勤） 

  鹿戸 照夫 昭和９年11月３日 平成10年６月 美津濃株式会社専務取

締役退任 

平成10年６月 同社顧問 

平成12年６月 同社顧問退任 

平成13年６月 当社監査役就任 

平成15年６月 専務取締役就任 

平成16年１月 専務取締役辞任 

平成16年２月 顧問 

平成16年６月 監査役就任（現任） 

  4 

監査役   泉谷  隆 昭和９年12月14日 昭和62年６月 株式会社兵庫相互銀行

（現株式会社みなと銀

行）退社 

兵銀キャピタル株式会

社取締役 

平成８年３月 同社退社 

平成８年４月 財団法人兵庫県中小企

業振興公社（現財団法

人ひょうご産業活性化

センター）入社 

平成11年４月 同公社新事業部次長兼

投資業務課長 

平成13年３月 同公社退職 

平成13年４月 同公社マネージャー 

委嘱 

平成14年３月 委嘱期間満了 

平成15年６月 当社監査役就任（現

任） 

 － 



 （注）監査役 泉谷 隆、川崎隆司及び山田讓二氏は、会社法第2条第16号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（株） 

監査役   川崎 隆司 昭和11年11月23日 昭和30年４月 日興證券株式会社（現

日興コーディアル証券

株式会社）入社 

平成４年２月 日興ビルディング株式

会社入社 

平成７年６月 同社取締役 

平成８年６月 同社常務取締役 

平成９年６月 同社常務取締役退任 

平成９年７月 株式会社ビル代行顧問 

平成14年12月 同社顧問退任 

平成15年６月 当社監査役就任（現

任） 

 － 

監査役   山田 讓二 

  
昭和17年４月５日 昭和36年４月 日興証券株式会社（現 

日興コーディアル証券

株式会社）入社 

平成11年３月 同社退社 

平成18年６月 当社監査役就任（現

任） 

 － 

計 3,565 



６【コーポレート・ガバナンスの状況】 

（1）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

 当社は、企業の安全性・健全性を保ち、経営の透明性・効率性を高め、企業価値をさらに向上させて株主の利益を積極的

に高める努力を継続することで、企業の社会的責任を果たすことをコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としており

ます。 

  

（2）コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 

① 会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 

当社は、経営の意思決定の迅速化と事業執行の責任の明確化を図るため執行役員制度を導入致しました。現在、執行役員

会は８名で構成しており、あらゆる法律を遵守し、お客様第一主義に徹し、人権尊重を訴える当社の企業理念を忠実に遂行

する代表者としての責任を厳正に課しております。 

取締役会につきましては８名で構成しており、全体の能力を高めることに努め、技術革新、新製品開発、法律や制度の改

革に関する的確な情報収集と遵守確認、人材の発掘と育成、その他戦略的及び重要な会社の取り組むべき課題について評価

を行います。取締役は、その責任を明確に自覚し、取締役会を効果的に運営することで取り組むべき重要な経営課題を把握

し、職責を果たす義務があります。 

当社は監査役制度を採用しており、社外監査役３名、社内監査役１名からなる監査役会を設置して経営監視を図ると共

に、取締役社長の直轄部門としてＣＳＲ本部を置き、コンプライアンス担当部署（内部監査室・経営企画部）を設置し、業

務活動の効率性や法令遵守の状況等について、監査役とも連携して改善に向けた助言・勧告を行っております。 

会計監査については監査法人トーマツとの間で監査契約を締結しております。会計監査人、監査役、内部監査室は、必要

に応じて随時情報の交換を行い相互の連携を深めております。 

情報開示につきましても株主の権利を保護する立場から、反社会勢力との断絶、少数株主や外国人株主等を含める株主の

平等性の確保等を推進すると共に、会社の財政状況、業績やガバナンスを含む全ての重要事項について適時適切なディスク

ロージャーを実施しております。また当社は、あらゆるステークホルダーとの円滑な関係の構築を通じて企業価値や雇用の

創造、さらに健全な企業経営の維持に努めております。 

  

業務を執行した公認会計士の氏名 所属する監査法人名 

指定社員 業務執行社員 川﨑洋文 監査法人トーマツ 

指定社員 業務執行社員 仲尾彰記 監査法人トーマツ 

監査業務に係わる補助者の構成 

公認会計士 ６名 

会計士補  ５名 

監査法人トーマツ 



②会社の構図・内部統制の図表 

  

 

  

③社外監査役との関係 

    社外監査役と当社との間に取引関係はありません。 

  

（3）リスク管理体制の整備の状況 

 当社のリスク管理体制は、取締役社長及び各業務本部の本部長、副本部長を兼ねる取締役と各業務部門の担当部長を兼ね

る執行役員で構成される執行役員会において法令遵守について確認し、執行役員各部門長がこれを部内に周知徹底させると

ともに、各部門より選抜した10名からなるＩＲ・コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスの意識向上を図って

おります。また、ＣＳＲ本部は社長直轄として、定期的な内部監査の実施により、法令の遵守及びリスク管理について問題

がないかどうかを検証する仕組みとなっております。 

  

（4）役員報酬及び監査報酬 

当連結会計年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬ならびに監査法人トーマツに対する監査報酬は以下のと

おりであります。 

  

  役員報酬：     監査法人に対する報酬：   

        公認会計士法（昭和23年法律第103号）  

  取締役に支払った報酬 62,598千円   第２条第１項に規定する業務に基づく報酬 10,000千円 

  監査役に支払った報酬 10,210千円      

  計 72,808千円      



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、前連結会計年度（平成16年４月１日から平成17年３月31日まで）については、「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、前事業年度（平成16年４月１日から平成17年３月31日まで）については、「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４月１日から平成17年３月31日まで）及び当連結

会計年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）の連結財務諸表並びに前事業年度（平成16年４月1日から平成17年３月

31日まで）及び当事業年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）の財務諸表について、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17年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年３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   1,002,821 1,208,744 

２．受取手形及び売掛金   853,291 795,298 

３．有価証券   10,058 10,059 

４．たな卸資産   613,251 698,737 

５．繰延税金資産   30,526 28,242 

６．デリバティブ資産   ― 60,585 

７．繰延ヘッジ損失   125,716 ― 

８．その他   57,266 69,982 

貸倒引当金   △2,366 △558 

流動資産合計   2,690,565 48.8 2,871,091 54.5

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

(1）建物及び構築物 ※1 919,213 1,011,470  

減価償却累計額  146,347 772,866 191,154 820,315 

(2）機械装置及び運搬具  189,033 255,255  

減価償却累計額  48,653 140,379 71,997 183,258 

(3）土地 ※1  927,597 1,042,169 

(4）建設仮勘定   65,248 34,665 

(5）その他  106,398 107,414  

減価償却累計額  67,118 39,279 81,002 26,411 

有形固定資産合計   1,945,371 35.3 2,106,820 40.0

２．無形固定資産    

(1）連結調整勘定   72,769 110,859 

(2）その他   39,516 54,143 

無形固定資産合計   112,286 2.0 165,003 3.1

３．投資その他の資産    

(1）投資有価証券   230,976 47,528 

(2）繰延税金資産   37,223 61,333 

(3）繰延ヘッジ損失   446,149 ― 

(4）その他   54,745 20,640 

貸倒引当金   △2,163 △237 

投資その他の資産合計   766,930 13.9 129,264 2.4

固定資産合計   2,824,588 51.2 2,401,088 45.5

資産合計   5,515,154 100.0 5,272,179 100.0

     



  

  

   
前連結会計年度

（平成17年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年３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．支払手形及び買掛金   148,303 224,551 

２．短期借入金 ※1  650,000 815,000 

３．一年以内返済予定の 
長期借入金 

※1  140,772 140,772 

４．未払法人税等   14,361 110,614 

５．賞与引当金   43,280 51,776 

６．デリバティブ負債   125,716 33,133 

７．その他   148,817 102,492 

流動負債合計   1,371,250 24.9 1,478,341 28.0

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金 ※1  854,861 728,657 

２．退職給付引当金   16,227 19,773 

３．役員退職慰労引当金   61,739 59,773 

４．デリバティブ負債   446,149 79,642 

５．その他   19,785 ― 

固定負債合計   1,398,762 25.4 887,846 16.9

負債合計   2,770,013 50.3 2,366,188 44.9

     
（少数株主持分）    
少数株主持分   128,295 2.3 97,266 1.8

     
（資本の部）    

Ⅰ 資本金 ※2  974,550 17.7 974,550 18.5

Ⅱ 資本剰余金   1,006,900 18.2 1,006,900 19.1

Ⅲ 利益剰余金   646,186 11.7 808,575 15.3

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

  2,731 0.0 3,543 0.1

Ⅴ 為替換算調整勘定   △13,522 △0.2 15,156 0.3

資本合計   2,616,845 47.4 2,808,724 53.3

負債、少数株主持分及び
資本合計 

  5,515,154 100.0 5,272,179 100.0

     



②【連結損益計算書】 

  

  

   
前連結会計年度

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３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   4,246,839 100.0 4,398,297 100.0

Ⅱ 売上原価   2,757,234 64.9 2,725,561 62.0

売上総利益   1,489,605 35.1 1,672,736 38.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

１．運賃  137,474 167,579  

２．報酬・給料及び諸手当  352,336 408,326  

３．賞与引当金繰入額  28,881 38,022  

４．退職給付引当金繰入額  3,174 2,885  

５．役員退職慰労引当金繰
入額 

 13,326 8,208  

６．貸倒引当金繰入額  1,019 ―  

７．その他 ※1 542,783 1,078,997 25.4 617,165 1,242,188 28.2

営業利益   410,607 9.7 430,547 9.8

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  499 533  

２．受取配当金  3,074 3,566  

３．受取家賃  3,249 3,224  

４．補助金収入  6,000 ―  

５．為替差益  ― 17,780  

６．その他  4,084 16,907 0.4 6,110 31,215 0.7

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  20,797 17,312  

２．新株発行費  20,559 485  

３．為替差損  11,036 ―  

４．部品交換損  ― 3,845  

５．その他  2,367 54,760 1.3 1,038 22,681 0.5

経常利益   372,754 8.8 439,082 10.0

Ⅵ 特別利益    

１．貸倒引当金戻入益  3,186 1,957  

２．固定資産売却益 ※2 ― 1,469  

３．関係会社出資金売却益  31,386 34,572 0.8 ― 3,427 0.1

Ⅶ 特別損失    

１．固定資産除却損 ※3 ― 390  

２．デリバティブ評価損  ― 25,932  

３．部品交換損失  10,027 10,027 0.2 ― 26,323 0.6

税金等調整前当期純利
益 

  397,300 9.4 416,186 9.5

法人税、住民税及び事
業税 

 179,626 196,350  

法人税等調整額  △15,358 164,267 3.9 △22,377 173,973 4.0

少数株主利益   9,894 0.2 13,324 0.3

当期純利益   223,138 5.3 228,888 5.2

     



③【連結剰余金計算書】 

  

  

    
前連結会計年度

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３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  515,000 1,006,900 

Ⅱ 資本剰余金増加高  

１．増資による新株発行  491,900 491,900 ― ― 

Ⅲ 資本剰余金期末残高  1,006,900 1,006,900 

   
（利益剰余金の部）  

Ⅰ 利益剰余金期首残高  453,448 646,186 

Ⅱ 利益剰余金増加高  

１．当期純利益  223,138 223,138 228,888 228,888 

Ⅲ 利益剰余金減少高  

１．配当金  21,000 53,000

２．役員賞与  9,400 30,400 13,500 66,500 

Ⅳ 利益剰余金期末残高  646,186 808,575 

   



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４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３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  397,300 416,186 

２．減価償却費  77,192 85,295 

３．連結調整勘定償却額  2,826 15,443 

４．貸倒引当金の減少額  △2,570 △3,734 

５．賞与引当金の増加額  2,700 8,496 

６．退職給付引当金の増加額  3,692 3,546 

７．役員退職慰労引当金の増減額（△減少）  12,665 △1,966 

８．受取利息及び受取配当金  △3,573 △4,100 

９．支払利息  20,797 17,312 

10．為替差損益  3,114 △14,066 

11．関係会社出資金売却益  △31,386 ― 

12．固定資産売却益  ― △1,469 

13．固定資産除却損  ― 341 

14．役員賞与支払額  △9,400 △13,500 

15．売上債権の増減額（△増加）  △93 67,478 

16．たな卸資産の増加額  △118,835 △72,328 

17．仕入債務の増減額（△減少）  △53,584 77,185 

18．その他  87,063 △36,066 

小計  387,905 544,052 

19．利息及び配当金の受取額  3,573 4,100 

20．利息の支払額  △19,389 △17,733 

21．法人税等の支払額  △176,674 △204,511 

営業活動によるキャッシュ・フロー  195,414 325,908 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

１．定期預金の預入による支出  △13,714 △44,551 

２．定期預金の払戻による収入  9,410 994 

３．有形固定資産の取得による支出  △462,528 △205,320 

４．有形固定資産の売却による収入  ― 4,908 

５．無形固定資産の取得による支出  △8,179 △14,058 

６．投資有価証券の取得による支出  △198,318 △17,932 

７．投資有価証券の売却による収入  ― 201,280 

８．出資金の取得による支出  △500 ― 

９．出資金の回収による収入  8,382 31,794 

10．関係会社出資金取得による支出  △162,254 △118,052 

11．関係会社出資金売却による収入  104,854 ― 

12．貸付金の回収による収入  22,724 ― 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △700,123 △160,939 



  

  

  次へ 

    
前連結会計年度

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３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．短期借入金の増加額  113,000 165,000 

２．長期借入れによる収入  326,989 2,807 

３．長期借入金の返済による支出  △396,100 △140,772 

４．株式の発行による収入  906,450 ― 

５．少数株主による出資  53,115 ― 

６．配当金の支払額  △21,000 △52,005 

財務活動によるキャッシュ・フロー  982,454 △24,969 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △1,144 22,366 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  476,602 162,366 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  507,342 983,944 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  983,944 1,146,310 



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４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数  １社 

 子会社は全て連結しております。 

連結子会社名 

漳州立泰医療康復器材有限公司 

(1) 連結子会社の数  ２社 

  子会社は全て連結しております。 

  連結子会社名 

   漳州立泰医療康復器材有限公司 

   河村（厦門）貿易有限公司 

 当連結会計年度中に設立した河村（厦

門）貿易有限公司を新たに連結の範囲

に含めております。 

２．持分法の適用に関する事

項 

 持分法の適用対象となる関連会社等は

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 

 連結子会社の漳州立泰医療康復器材有

限公司の決算日は、12月31日でありま

す。 

 連結財務諸表の作成に当たっては、同

決算日現在の財務諸表を使用しておりま

す。ただし、１月１日から連結決算日３

月31日までの期間に発生した重要な取引

については、連結上必要な調整を行って

おります。 

連結子会社の漳州立泰医療康復器材

有限公司及び河村（厦門）貿易有限公

司の決算日は、12月31日であります。 

 連結財務諸表の作成に当たっては、

同決算日現在の財務諸表を使用してお

ります。ただし、１月１日から連結決

算日３月31日までの期間に発生した重

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 

 決算日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部資本直入法

により処理し、売却原価は移動平

均法により算定）を採用しており

ます。 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

 移動平均法による原価法を採用

しております。 

時価のないもの 

同左 

  ② デリバティブ 

  時価法を採用しております。 

② デリバティブ 

同左 

  ③ たな卸資産 

ａ 製品、商品、原材料、仕掛品 

 当社及び在外連結子会社は主とし

て総平均法による原価法を採用して

おります。ただし、受注生産の製

品・仕掛品は個別法による原価法に

よっております。 

③ たな卸資産 

ａ 製品、商品、原材料、仕掛品 

同左 

  ｂ 貯蔵品 

 最終仕入原価法を採用しておりま

す。 

ｂ 貯蔵品 

同左 



項目 
前連結会計年度

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

① 有形固定資産 

 当社は定率法を、また在外連結子会

社は当該国の会計基準の規定に基づく

定額法を採用しております。 

 ただし、当社は平成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。 

建物及び構築物    ８～47年 

機械装置及び運搬具  ２～15年 

① 有形固定資産 

同左 

  

  

  

  

  ② 無形固定資産 

 定額法を採用しております。 

 なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間

（５年）に基づいております。 

② 無形固定資産 

同左 

  

(3）重要な繰延資産の処理

方法 

新株発行費 

 支出時に全額費用として処理してお

ります。 

 平成16年10月25日付一般募集による

新株式の発行は、引受証券会社が引受

価額で引受を行い、これを引受価格で

一般投資家に販売する買取引受契約

（「新方式」という）によっておりま

す。新方式では、発行価格と引受価額

との差額は、引受証券会社に対する事

実上の引受手数料となることから、当

社から引受証券会社への引受手数料の

支払はありません。 

 平成16年10月25日付一般募集による

新株式の発行に際し、発行価格と引受

価額との差額総額は、25,350千円であ

り、引受証券会社が発行価格で引受を

行い、同一の価額で一般投資家に販売

する買取引受契約（「従来方式」とい

う）による新株式発行であれば、新株

発行費として処理されていたものであ

ります。 

 このため、「新方式」では「従来方

式」に比べ、新株発行費は25,350千円少

なく計上され、また経常利益及び税引前

当期純利益は、同額多く計上されており

ます。 

新株発行費 

 支出時に全額費用として処理しており

ます。 

  



項目 
前連結会計年度

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(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勘案し、回

収不能見込額を計上しております。 

① 貸倒引当金 

同左 

  ② 賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備えるため、

支給見込額のうち当期負担額を計上し

ております。 

② 賞与引当金 

同左 

  ③ 退職給付引当金 

 従業員の退職金の支給に備えるた

め、当連結会計年度末における退職給

付債務を計上しております。 

 なお、退職給付引当金の対象従業員

が 300名未満であるため、簡便法によ

っており、退職給付債務の金額は当連

結会計年度末自己都合要支給額として

おります。 

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出に備えて、

当社内規に基づく期末要支給額を計上

しております。 

④ 役員退職慰労引当金 

同左 

(5) 重要な外貨建の資産及

び負債の本邦通貨への

換算の基準 

 外貨建金銭債権債務は、連結決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理しております。な

お、在外子会社の資産及び負債は、連結

決算日の直物為替相場により円貨に換算

し、収益及び費用は期中平均相場により

円貨に換算し、換算差額は少数株主持分

及び資本の部に含めて計上しておりま

す。 

同左 

(6）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 



  

項目 
前連結会計年度

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(7）重要なヘッジ会計の方

法 

① ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理によっております。 

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…通貨オプション、為替

予約 

ヘッジ対象…外貨建予定取引 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  ③ ヘッジ方針 

 将来の為替変動によるリスク回避を

目的に行っており、投機的な取引は行

っておりません。 

③ ヘッジ方針 

同左 

  ④ ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ手段の想定元本とヘッジ対象

に関する重要な条件が同一であり、か

つ、ヘッジ開始時及びその後も継続し

て、相場変動またはキャッシュ・フロ

ーの変動を完全に相殺するものと想定

することができるため、ヘッジの有効

性の判定は省略しております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(8）その他連結財務諸表作

成のための基本となる

重要な事項 

 消費税及び地方消費税の会計処理は税

抜方式によっております。また、控除対

象外消費税等については、当連結会計年

度の負担すべき期間費用として処理して

おります。ただし、固定資産に係る控除

対象外消費税等については、投資その他

の資産の「その他」に計上し、法人税法

に規定する期間（５年間）にわたり償却

しております。 

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 

 連結調整勘定の償却については、５年

間の均等償却を行っております。 

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、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない

取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。 

同左 



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 

   表示方法の変更 

  

  

  次へ 

前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
  至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
  至 平成18年３月31日） 

  

────── 

  

  

 固定資産の減損に係る会計基準 

 当連結会計年度から「固定資産の減損に係る会計基

準」（固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する

意見書（企業会計審議会 平成14年８月９日））及び

「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業

会計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適

用指針第６号）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

    

前連結会計年度
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（連結貸借対照表関係） 

１．「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16

年法律第97号）が平成16年６月９日に公布され、

平成16年12月１日より適用となったこと及び「金

融商品会計に関する実務指針」（会計制度委員会

報告第14号）が平成17年２月15日付で改正された

ことに伴い、前連結会計年度まで投資その他の資

産の「その他」に含めて表示しておりました投資

事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資

（証券取引法第２条第２項により有価証券とみな

されるもの）を当連結会計年度より投資有価証券

として表示する方法に変更いたしました。なお、

当連結会計年度の「投資有価証券」に含まれる当

該出資の金額は9,951千円で前連結会計年度の投資

その他の資産の「その他」に含めておりました当

該出資額は8,282千円であります。 

―――――― 

（連結損益計算書関係） 

１．補助金収入は営業外収益の10/100を超えたため、

区分掲記することと致しました。 

なお、前連結会計年度は営業外収益の「その他」

に578千円含まれております。 

２．新株発行費は営業外費用の10/100を超えたため、

区分掲記することと致しました。なお、前連結会

計年度は営業外費用の「その他」に1,560千円含ま

れております。 

３．為替差損は営業外費用の10/100を超えたため、区

分掲記することと致しました。なお、前連結会計

年度は営業外費用の「その他」に251千円含まれて

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） 

  

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

  

  

  次へ 

前連結会計年度
（平成17年３月31日） 

当連結会計年度
（平成18年３月31日） 

※１ 担保資産及び担保付債務 ※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。 

 担保に供している資産は次のとおりでありま

す。 
  

建物 707,291千円

土地 913,594 

計 1,620,885 

建物 677,319千円

土地 913,594 

計 1,590,914 

 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。 
  

短期借入金 47,960千円

１年以内返済予定の長期借入金 122,772 

長期借入金 718,005 

計 888,737 

短期借入金 73,784千円

１年以内返済予定の長期借入金 122,772 

長期借入金 595,233 

計 791,789 

※２ 発行済株式数 ※２ 発行済株式数 
  

発行済株式数  普通株式 10,600株 発行済株式数  普通株式 21,200株

前連結会計年度
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１ 一般管理費に含まれる研究開発費は73,049千円

であります。 

※２       ────── 

  

※３       ────── 

※１ 一般管理費に含まれる研究開発費は69,246千円

であります。 

※２ 固定資産売却益は工具器具及び備品1,469千円で

あります。 

※３ 固定資産除却損は構築物390千円であります。 

前連結会計年度
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日） 

※ 現金及び現金同等物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17年３月31日現在） 

※ 現金及び現金同等物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18年３月31日現在） 
  
現金及び預金勘定 1,002,821千円

有価証券勘定 10,058 

預金期間が３か月 
を超える定期預金 

△28,936 

現金及び現金同等物 983,944 

現金及び預金勘定 1,208,744千円

有価証券勘定 10,059 

預金期間が３か月 
を超える定期預金 

△72,493 

現金及び現金同等物 1,146,310 



（リース取引関係） 

  

  

  次へ 

前連結会計年度
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 
  

  
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円） 

機械装置及び
運搬具 

6,366 1,909 4,456

合計 6,366 1,909 4,456

取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円） 

機械装置及び
運搬具 

6,366 3,183 3,183 

合計 6,366 3,183 3,183 

（注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残高等に

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）取得価額相当額は、未経過リース料期末残高等に

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。 

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額 
  

１年内 1,273 千円

１年超 3,183  

合計 4,456  

１年内 1,273 千円

１年超 1,909  

合計 3,183  

 なお、未経過リース料期末残高相当額は、有形固定

資産の期末残高等に占める未経過リース料期末残高の

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。 

 なお、未経過リース料期末残高相当額は、有形固定

資産の期末残高等に占める未経過リース料期末残高の

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。 

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

支払リース料 1,273千円

減価償却費相当額 1,273千円

支払リース料 1,273千円

減価償却費相当額 1,273千円

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 

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。 

  

（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。 



（有価証券関係） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  

２．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

 該当事項はありません。 

  

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

４．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額 

  

  

  次へ 

  種類 

前連結会計年度（平成17年３月31日） 当連結会計年度（平成18年３月31日） 

取得原価 
（千円） 

連結貸借対照
表計上額 
（千円） 

差額（千円）
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 1,555 4,065 2,509 16,582 20,508 3,926

(2）その他 1,747 2,653 905 1,747 3,801 2,054

小計 3,302 6,718 3,415 18,330 24,310 5,980

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 － － － 409 378 △31

(2)その他 － － － － － －

小計 － － － 409 378 △31

合計 3,302 6,718 3,415 18,739 24,688 5,949

種類 

前連結会計年度
（平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円） 

(1)その他有価証券 

① 非上場株式 214,306 17,100 

② 中期国債ファンド 10,058 10,059 

③ その他 9,951 5,739 

種類 

前連結会計年度（平成17年３月31日） 当連結会計年度（平成18年３月31日） 

１年以内 
（千円） 

１年超５年
以内 
（千円） 

５年超10年
以内 
（千円） 

10年超
（千円） 

１年以内
（千円） 

１年超５年
以内 
（千円） 

５年超10年
以内 
（千円） 

10年超 
（千円） 

その他 － 1,504 － － 7,703 － － －

合計 － 1,504 － － 7,703 － － －



（デリバティブ取引関係） 

１．取引の状況に関する事項 

  

前連結会計年度
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(1）取引の内容 (1）取引の内容 

 当社の利用しているデリバティブ取引は為替予約

取引及び通貨オプション取引であります。 

同左 

(2）取引に対する取組方針 (2）取引に対する取組方針 

 当社のデリバティブ取引は、将来の為替の変動に

よるリスク回避を目的としており、外貨建仕入実績

等を踏まえ、必要な範囲内でデリバティブ取引を取

組むこととしております。従って、投機的な取引は

行わない方針であります。 

同左 

(3）取引の利用目的 (3）取引の利用目的 

 当社のデリバティブ取引は、通常の営業過程にお

ける外貨建仕入取引の為替変動によるリスクを回避

し、安定的な利益の確保を図る目的で利用しており

ます。 

 なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を

行っております。 

 同左 

① ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…通貨オプション、為替予約 

ヘッジ対象…外貨建予定取引 

① ヘッジ手段とヘッジ対象 

 同左 

② ヘッジ方針 

 将来の為替変動によるリスク回避を目的に行っ

ており、投機的な取引は行っておりません。 

② ヘッジ方針 

 同左 

③ ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ手段の想定元本とヘッジ対象に関する重

要な条件が同一であり、かつ、ヘッジ開始時及び

その後も継続して、相場変動またはキャッシュ・

フローの変動を完全に相殺するものと想定するこ

とができるため、ヘッジの有効性の判定は省略し

ております。 

③ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(4）取引に係るリスクの内容 (4）取引に係るリスクの内容 

 当社が利用している為替予約取引及び通貨オプシ

ョン取引は為替変動によるリスクを有しておりま

す。なお、当社のデリバティブ取引の契約先はいず

れも信用度の高い金融機関であるため、相手方の契

約不履行によるリスクはほとんどないと判断してお

ります。 

同左 

(5）取引に係るリスク管理体制 (5）取引に係るリスク管理体制 

 デリバティブ取引の執行・管理については、取引

権限及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、

資金担当部門が決裁担当者の承認を得て行っており

ます。 

同左 



２．取引の時価等に関する事項 

  

前連結会計年度（平成17年３月31日） 

為替予約取引及び通貨オプション取引を行っておりますが、いずれもヘッジ会計を適用しておりますので、注記の対象から除

いております。 

  

当連結会計年度（平成18年３月31日） 

通貨関連 

  

（注）１．時価の算定方法 

    期末時価は、当該契約を締結している取引金融機関から提示された価格によっております。 

   ２．通貨オプション取引は、売建・買建オプション料を相殺するゼロコストオプション取引であり、オプション料は発生して

おりません。 

  

  

  次へ 

区 

分 
種類 契約額等（千円）

契約額等のうち 

１年超（千円） 
時価（千円） 評価損益（千円）

市 

場 

取 

引 

以 

外 

の 

取 

引 

為替予約取引  

買建  

米ドル 12,650 ― 11,703 △946

通貨オプション取引  

売建  

プット  

米ドル 
3,553,467
（―） 

1,415,513
（―） △163,645 △163,645 

   

買建  

コール  

米ドル 
3,553,467
（―） 

1,415,513
（―） 

115,306 115,306

合計 ― ― ― △49,285



（退職給付関係） 

１．採用している退職給付制度の概要 

 当社は確定給付型の制度として退職一時金制度を採用しております。 

  

２．退職給付債務及びその内訳 

  

３．退職給付費用の内訳 

  

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  

    
前連結会計年度

（平成17年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

(1）退職給付債務 （千円） △16,227 △19,773 

(2）退職給付引当金 （千円） △16,227 △19,773 

    （注）退職給付債務の算定に

あたり、期末自己都合

要支給額を退職給付債

務とする簡便法を採用

しております。 

同左 

    
前連結会計年度

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

退職給付費用   

(1）勤務費用 （千円） 4,238 4,219 

(2) 退職給付費用 （千円） 4,238 4,219 

    （注）当社は簡便法を採用し

ているため、退職給付

費用はすべて勤務費用

としております。 

同左 

前連結会計年度
（平成17年３月31日） 

当連結会計年度
（平成18年３月31日） 

 当社は簡便法の退職給付に係る期末自己都合要支給

額を退職給付債務とする方法を採用しているため、基

礎率等について記載しておりません。 

同左 



（税効果会計関係） 

  

  

前連結会計年度
（平成17年３月31日） 

当連結会計年度
（平成18年３月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

    

繰延税金資産（流動）      

未払事業税 9,252 千円 

賞与引当金 17,502     

その他 3,771     

計 30,526     

繰延税金資産（固定）       

貸倒引当金繰入限度超過額 477     

退職給付引当金繰入限度超
過額 

6,485     

役員退職慰労引当金 24,967     

子会社繰越欠損金 6,426     

その他 7,739     

小計 46,095     

評価性引当額 △6,426     

計 39,669     

繰延税金負債（固定）       

有価証券評価差額 2,446     

計 2,446     

繰延税金資産の純額 37,223     

繰延税金資産（流動）      

未払事業税 7,017 千円 

賞与引当金 20,938     

その他 11,388     

計 39,343     

繰延税金負債（流動）       

デリバティブ評価益 11,101     

計 11,101     

繰延税金資産の純額（流動） 28,242     

繰延税金資産（固定）       

貸倒引当金繰入限度超過額 65     

退職給付引当金 7,996     

役員退職慰労引当金 24,172     

デリバティブ評価損 31,032     

その他 473     

計 63,739     

繰延税金負債（固定）       

有価証券評価差額 2,405     

計 2,405     

繰延税金資産の純額（固定） 61,333     

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の

負担率との間に重要な差異があるときの、当該差

異の原因となった主要な項目別の内訳 

  

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下

であるため注記を省略しております。 

  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の

負担率との間に重要な差異があるときの、当該差

異の原因となった主要な項目別の内訳 

            

同左 

  



（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４月１日 至平成17年３月31日） 

 当企業グループの主たる事業は、車いす製造、販売であり、製品の種類、性格、販売市場等の類似性から判断して、事

業の種類別セグメント情報を記載しておりません。 

  

当連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

 当企業グループの主たる事業は、車いす製造、販売であり、製品の種類、性格、販売市場等の類似性から判断して、事

業の種類別セグメント情報を記載しておりません。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３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合計額に占める「日本」の割合がいずれも90％を超えているた

め、記載を省略しております。 

  

当連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３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合計額に占める「日本」の割合がいずれも90％を超えているた

め、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４月１日 至平成17年３月31日） 

 海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

  

当連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

 海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

  

  



【関連当事者との取引】 

前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

  

(1）役員及び個人主要株主等 

 （注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。 

２．賃貸料については、近隣の家賃を参考に決定しております。なお、当該社宅の賃貸及びそれに伴う賃貸料の受入は平成

16年７月31日付をもって解消されております。 

３．当社は金融機関借入に対して取締役社長村山民生より債務保証を受けておりましたが、保証料の支払は行っておりませ

ん。なお、当該被債務保証は平成16年12月14日付をもって解消されております。 

４．当社代表取締役社長村山民生の義弟であります。 

５．資金の貸付は市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。なお、当該資金の貸付及びそれに伴う利息の受取

は平成16年７月30日付をもって貸付金の全額が返済され解消されております。 

  

当連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

  

(1）役員及び個人主要株主等 

 （注）１．取引条件及び取引条件の決定方針 

      取引条件は当社と関係を有しない一般取引先と同様の表件であります。 

２．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まず、期末残高は消費税等を含んでおります。 

３．林口儀器工業股份有限公司は当社取締役林慶旭及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社（86％）として関

連当事者に該当しておりますが、その取引等については、役員及びその近親者に記載のとおりです。 

４．林慶旭は平成17年６月29日をもって取締役に就任し、平成17年12月31日をもって辞任しているため、取引金額は、同氏

が取締役に該当した期間のものであります。また、期末残高については辞任日の残高を記載しております。 

  

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 

役員及び個
人主要株主
及びその近
親者 

村山民生 ― ― 
当社 
取締役社長 

(被所有)
直接 

15.8 
― ―

当社社宅
の賃貸料
の受入 
(注2) 

400 ─ ─

被債務保
証(注3) 

─ ─ ─

石岡寛士 
（注4） 

― ― 当社従業員 
(被所有)

― 
― ―

資金の貸
付(注5) 

─ 

短期貸付
金 

─

長期貸付
金 

─

利息の受
取(注5) 

224 ─ ─

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 

役員及びそ
の近親者 

林 慶旭 － － 

当社取締役 
林口儀器工
業股份有限
公司総経理 

(被所有)
直接 3.58 

－ －
製品、原
材料の購
入 

371,787 買掛金 36,292



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

  

前連結会計年度
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  

１株当たり純資産額 245,598円59銭

１株当たり当期純利益金額 23,185円86銭

１株当たり純資産額 132,015円32銭

１株当たり当期純利益金額 10,324円95銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式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。 

  

 当社は、平成17年５月20日付で株式１株につき２株の

株式分割を行っております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場

合の前連結会計年度における１株当たり情報について

は、以下のとおりとなります。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

１株当たり純資産額 122,799円29銭

１株当たり当期純利益金額 11,592円93銭

  
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当期純利益（千円） 223,138 228,888 

普通株主に帰属しない金額（千円） 13,500 10,000 

（うち利益処分による役員賞与金） (13,500) (10,000) 

普通株式に係る当期純利益（千円） 209,638 218,888 

期中平均株式数（株） 9,042 21,200 



（重要な後発事象） 

  

  

前連結会計年度
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

平成17年２月22日開催の当社取締役会の決議に基づ

き、次のように株式分割による新株式を発行しておりま

す。 

 当社株式分割の内容は以下のとおりであります。 

１．平成17年５月20日をもって平成17年３月31日最終の 

 株主名簿及び実質株主名簿に記録された株主の所有株

式数を1株につき２株の割合をもって分割する。 

２．分割により増加する株式数 

   普通株式         10,600株 

３．配当起算日 

   平成17年４月１日 

 前期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合にお

ける（１株当たり情報）の各数値はそれぞれ以下のと

おりであります。 

前連結会計年度 当連結会計年度 

１株当たり純資産額 

89,533円70銭 

１株当たり当期純利益 

8,136円63銭 

１株当たり純資産額 

122,799円29銭 

１株当たり当期純利益 

11,592円93銭 

  

────── 



⑤【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

 該当事項はありません。 

  

【借入金等明細表】 

 （注）１．平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。 

２．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。 

  

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

  

  

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 650,000 815,000 0.5 － 

１年以内に返済予定の長期借入金 140,772 140,772 1.3 － 

長期借入金（１年以内に返済予定の
ものを除く。） 

854,861 728,657 1.8
平成18年４月３日 
～平成25年11月20日 

その他の有利子負債 － － － － 

計 1,645,633 1,684,429 － － 

  
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） 

長期借入金 137,772 124,902 104,852 95,772 



２【財務諸表等】 

(1）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

  

    
前事業年度

（平成17年３月31日） 
当事業年度 

（平成18年３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   803,647 953,103 

２．受取手形   276,521 262,136 

３．売掛金   559,876 517,505 

４．有価証券   10,058 10,059 

５．商品   24,452 13,684 

６．製品   295,878 326,376 

７．原材料   165,442 192,392 

８．仕掛品   19,825 15,440 

９．貯蔵品   12,756 8,396 

10．前渡金   26,991 178 

11．前払費用   12,390 14,508 

12．繰延税金資産   30,526 28,242 

13．デリバティブ資産   ― 60,585 

14．繰延ヘッジ損失   125,716 ― 

15．その他   12,756 19,575 

貸倒引当金   △2,366 △558 

流動資産合計   2,374,473 45.1 2,421,627 48.9

Ⅱ 固定資産    

(1)有形固定資産    

１．建物 ※1 838,475 843,735  

減価償却累計額  123,930 714,545 159,535 684,200 

２．構築物  32,512 34,862  

減価償却累計額  18,125 14,386 21,214 13,647 

３．機械及び装置  57,854 58,556  

減価償却累計額  27,301 30,553 31,937 26,619 

４．車輌及び運搬具  5,220 5,220  

減価償却累計額  4,276 943 4,577 642 

５．工具器具及び備品  100,394 96,363  



  

    
前事業年度

（平成17年３月31日） 
当事業年度 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円）
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

減価償却累計額  65,526 34,867 77,256 19,106 

６．土地 ※1  927,597 1,042,169 

有形固定資産合計   1,722,894 32.7 1,786,386 36.0

(2）無形固定資産    

１．ソフトウェア   10,372 6,890 

２．その他   990 6,379 

無形固定資産合計   11,362 0.2 13,269 0.3

(3）投資その他の資産    

１．投資有価証券   230,976 47,528 

２．出資金   30,965 635 

３．関係会社出資金   281,287 423,174 

４．関係会社長期貸付金   112,780 181,608 

５．破産債権、更生債権
その他これらに準ず
る債権 

  2,163 237 

６．長期前払費用   196 152 

７．繰延税金資産   37,223 61,333 

８．繰延ヘッジ損失   446,149 ― 

９．その他   21,420 18,445 

貸倒引当金   △2,163 △237 

投資その他の資産合計   1,160,998 22.0 732,877 14.8

固定資産合計   2,895,256 54.9 2,532,533 51.1

資産合計   5,269,729 100.0 4,954,161 100.0

     



  

    
前事業年度

（平成17年３月31日） 
当事業年度 

（平成18年３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   19,826 18,630 

２．買掛金   67,718 93,241 

３．短期借入金 ※1  650,000 815,000 

４．１年以内返済予定の長
期借入金 

※1  140,772 140,772 

５．未払金   56,073 55,141 

６．未払費用   21,618 28,288 

７．未払法人税等   114,361 110,614 

８．預り金   62,506 3,347 

９．賞与引当金   43,280 51,776 

10．デリバティブ負債   125,716 33,133 

11．その他   6,496 8,580 

流動負債合計   1,308,369 24.8 1,358,526 27.4

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金 ※1  777,005 636,233 

２．退職給付引当金   16,227 19,773 

３．役員退職慰労引当金   61,739 59,773 

４．デリバティブ負債   446,149 79,642 

５．長期前受収益   19,785 ― 

固定負債合計   1,320,906 25.1 795,421 16.1

負債合計   2,629,275 49.9 2,153,948 43.5



  

  

    
前事業年度

（平成17年３月31日） 
当事業年度 

（平成18年３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  974,550 18.5 974,550 19.7

Ⅱ 資本剰余金    

資本準備金  1,006,900 1,006,900  

資本剰余金合計   1,006,900 19.1 1,006,900 20.3

Ⅲ 利益剰余金    

１．利益準備金  1,300 1,300  

２．当期未処分利益  654,973 813,919  

利益剰余金合計   656,273 12.4 815,219 16.4

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

  2,731 0.1 3,543 0.1

資本合計   2,640,454 50.1 2,800,212 56.5

負債・資本合計   5,269,729 100.0 4,954,161 100.0

     



②【損益計算書】 

    
前事業年度

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３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  4,062,146 4,142,379  

２．商品売上高  68,160 4,130,306 100.0 70,714 4,213,094 100.0

Ⅱ 売上原価    

(1)製品売上原価    

１．製品期首たな卸高  292,989 295,878  

２．当期製品製造原価  415,632 362,270  

３．当期製品仕入高  2,056,769 2,050,071  

４．他勘定よりの振替高 ※1 165,951 194,629  

５．合計  2,931,341 2,902,849  

６．製品期末たな卸高  295,878 326,376  

製品売上原価  2,635,463 2,576,473  

(2)商品売上原価    

１．商品期首たな卸高  4,959 24,452  

２．当期商品仕入高  79,729 56,099  

３．合計  84,688 80,551  

４．他勘定への振替高 ※2 9,380 14,748  

５．商品期末たな卸高  24,452 13,684  

商品売上原価  50,855 2,686,318 65.0 52,119 2,628,592 62.4

売上総利益   1,443,987 35.0 1,584,501 37.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

１．運賃  135,513 156,308  

２．荷造費  14,101 14,355  

３．広告宣伝費  34,695 40,776  

４．支払手数料  48,810 54,750  

５．報酬・給料及び諸手当  348,554 390,883  

６．賞与引当金繰入額  28,881 38,022  

７．法定福利厚生費  － 63,226  

８．退職給付引当金繰入額  3,174 2,885  

９．役員退職慰労引当金繰
入額 

 13,326 8,208  

10．租税公課  82,031 89,726  



    
前事業年度

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円）
百分比
（％） 

金額（千円） 
百分比
（％） 

11．研究開発費 ※3 73,049 69,246  

12．減価償却費  38,690 41,986  

13．貸倒引当金繰入額  1,019 ―  

14．その他  232,033 1,053,883 25.5 205,285 1,175,663 27.9

営業利益   390,104 9.5 408,838 9.7

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息 ※4 2,289 4,681  

２．受取配当金  3,074 3,566  

３．受取家賃  3,249 3,224  

４．補助金収入  6,000 ―  

５．為替差益  ― 16,687  

６．その他  3,140 17,753 0.4 4,875 33,035 0.8

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  19,488 15,077  

２．為替差損  10,538 ―  

３．新株発行費  20,559 485  

４．部品交換損  ― 3,845  

５．その他  1,480 52,065 1.3 540 19,949 0.5

経常利益   355,792 8.6 421,924 10.0

Ⅵ 特別利益    

１．貸倒引当金戻入益  3,186 1,957  

２．固定資産売却益 ※5 ― 1,469  

３．関係会社出資金売却益  28,573 31,759 0.7 ― 3,427 0.1

Ⅶ 特別損失    

１．デリバティブ評価損  ― 25,932  

２．部品交換損失  10,027 10,027 0.2 ― 25,932 0.6

税引前当期純利益   377,524 9.1 399,418 9.5

法人税、住民税及び事
業税 

 179,626 196,350  

法人税等調整額  △15,358 164,267 4.0 △22,377 173,973 4.1

当期純利益   213,256 5.1 225,445 5.4

前期繰越利益   441,716 588,473 

当期未処分利益   654,973 813,919 

     



製造原価明細書 

 （注）当社の原価計算の方法は、標準品については総合原価計算による実際原価計算であり、個別受注品については個別原価計算

であります。 

  

  

    
前事業年度

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３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  232,256 55.7 182,022 46.9

Ⅱ 労務費  99,948 24.0 96,382 29.1

Ⅲ 経費  84,712 20.3 79,479 24.0

（外注加工費）  （36,857） （34,432） 

（減価償却費）  （24,195） （20,529） 

当期総製造費用  416,916 100.0 357,885 100.0

期首仕掛品たな卸高  18,541 19,825 

期末仕掛品たな卸高  19,825 15,440 

当期製品製造原価  415,632 362,270 

    



③【利益処分計算書】 

  

  

  次へ 

    
前事業年度

（株主総会承認日） 
平成17年６月29日 

当事業年度 
（株主総会承認日） 
平成18年６月24日 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益  654,973 813,919 

Ⅱ 利益処分額  

１．配当金  53,000 63,600

２．役員賞与金  13,500 10,000

（うち監査役賞与金）  (750) 66,500 (800) 73,600 

Ⅲ 次期繰越利益  588,473 740,319 

   



重要な会計方針 

項目 
前事業年度

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1）子会社株式 

 移動平均法による原価法を採用して

おります。 

(1）子会社株式 

同左 

  (2）その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部資本直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算

定）を採用しております。 

(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を採用して

おります。 

時価のないもの 

同左 

２．デリバティブの評価基準

及び評価方法 

(1）デリバティブ 

 時価法を採用しております。 

(1）デリバティブ 

同左 

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

(1）製品、商品、原材料、仕掛品 

 総平均法による原価法を採用してお

ります。ただし、受注生産の製品・仕

掛品は個別法による原価法によってお

ります。 

(1）製品、商品、原材料、仕掛品 

同左 

  (2) 貯蔵品 

 最終仕入原価法を採用しておりま 

す。 

(2）貯蔵品 

同左 

  

４．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

 定率法（ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物（附属設備を除

く）については定額法）を採用してお

ります。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

建物     ８～47年 

(1）有形固定資産 

同左 

  

  (2）無形固定資産 

 定額法を採用しております。 

 なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法を採用してお

ります。 

(2) 無形固定資産 

同左 



  

項目 
前事業年度

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

５．繰延資産の処理方法 (1) 新株発行費 

 支出時に全額費用として処理してお

ります。 

 平成16年10月25日付一般募集による

新株式の発行は、引受証券会社が引受

価額で引受を行い、これを引受価格で

一般投資家に販売する買取引受契約

（「新方式」という）によっておりま

す。新方式では、発行価格と引受価額

との差額は、引受証券会社に対する事

実上の引受手数料となることから、当

社から引受証券会社への引受手数料の

支払はありません。 

 平成16年10月25日付一般募集による

新株式の発行に際し、発行価格と引受

価額との差額総額は、25,350千円であ

り、引受証券会社が発行価格で引受を

行い、同一の価額で一般投資家に販売

する買取引受契約（「従来方式」とい

う）による新株式発行であれば、新株

発行費として処理されていたものであ

ります。 

 このため、「新方式」では「従来方

式」に比べ、新株発行費は25,350千円

少なく計上され、また経常利益及び税

引前当期純利益は、同額多く計上され

ております。 

(1）新株発行費 

支出時に全額費用として処理してお

ります。 

  



  

項目 
前事業年度

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

６．引当金の計上基準 

  

(1）貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上しております。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

  

  

  

  

  (2）賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備えるため、

支給見込額のうち当期負担額を計上し

ております。 

(2) 賞与引当金 

同左 

  

  

  (3) 退職給付引当金 

従業員の退職金の支給に備えるた

め、事業年度末における退職給付債務

を計上しております。 

なお、退職給付引当金の対象従業員

が 300名未満であるため、簡便法によ

っており、退職給付債務の金額は事業

年度末自己都合要支給額としておりま

す。 

(3) 退職給付引当金 

同左 

  

  

  

  

  

  

  

  (4)役員退職慰労引当金 

役員に対する退職慰労金の支給に備

えるため、当社内規に基づく期末要支

給額を計上しております。 

(4)役員退職慰労引当金 

同左 

７．重要な外貨建の資産及び

負債の本邦通貨への換算

基準 

 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物

為替相場により円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しております。 

同左 

８．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 



  

会計処理の変更 

項目 
前事業年度

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

９．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理によっております。 

(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…通貨オプション、為替

予約 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  ヘッジ対象…外貨建予定取引   

  (3）ヘッジ方針 

 将来の為替変動によるリスク回避を

目的に行っており、投機的な取引は行

っておりません。 

(3) ヘッジ方針 

同左 

  (4)ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ手段の想定元本とヘッジ対象

に関する重要な条件が同一であり、か

つ、ヘッジ開始時及びその後も継続し

て、相場変動またはキャッシュ・フロ

ーの変動を完全に相殺するものと想定

することができるため、ヘッジの有効

性の判定は省略しております。 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

10．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

(1) 消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理は

税抜方式によっております。また、控

除対象外消費税等については、当期の

負担すべき期間費用として処理してお

ります。ただし、固定資産に係る控除

対象外消費税等については、投資その

他の資産の「その他」に計上し、法人

税法に規定する期間（５年間）にわた

り償却しております。 

(1) 消費税等の会計処理 

同左 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日） 

当事業年度
（自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日） 

―――――― 固定資産の減損に係る会計基準 

当事業年度から「固定資産の減損に係る会計基準」

（固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書）（企業会計審議会 平成14年８月９日））及び固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準

委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第６

号）を適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 



表示方法の変更 

  

  

  次へ 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（貸借対照表関係） 

１.「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年

法律第97号）が平成16年６月９日に公布され、平成

16年12月１日より適用となったこと及び「金融商品

会計に関する実務指針」（会計制度委員会報告第14

号）が平成17年２月15日付で改正されたことに伴

い、前期まで投資その他の資産の「出資金」に含め

て表示しておりました投資事業有限責任組合及びそ

れに類する組合への出資（証券取引法第２条第２項

により有価証券とみなされるもの）を当期より投資

有価証券として表示する方法に変更致しました。な

お、当期の「投資有価証券」に含まれる当該出資の

金額は9,951千円で前期の投資その他の「出資金」

に含めておりました当該出資額は8,282千円であり

ます。 

（貸借対照表関係） 

１.        ―――――― 

（損益計算書関係） 

１．補助金収入は営業外収益の10/100を超えたため、区

分掲記することと致しました。なお、前期は営業外

収益の「その他」に578千円含まれております。 

２．新株発行費は営業外費用の10/100を超えたため、区

分掲記することと致しました。なお、前期は営業外

費用の「その他」に1,560千円含まれております。 

（損益計算書関係） 

１．法定福利・厚生費は、販売費及び一般管理費の合計

額の５/100を超えたため、区分掲記することと致し

ました。なお、前期は、販売費及び一般管理費のそ

の他に52,157千円含まれております。 



注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成17年３月31日） 

当事業年度
（平成18年３月31日） 

※１ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は、次のとおりでありま

す。 

※１ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は、次のとおりでありま

す。 
  

建 物 707,291千円

土 地 913,594 

 計 1,620,885 

建 物 677,319千円

土 地 913,594 

 計 1,590,914 

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。 
  

短期借入金 47,960千円

1年以内返済予定の 
長期借入金 

122,772 

長期借入金 718,005 

 計 888,737 

短期借入金 73,784千円

1年以内返済予定の 
長期借入金 

122,772 

長期借入金 595,233 

 計 791,789 

※２ 授権株式数及び発行済株式数 

授権株式数  普通株式  30,000株 

発行済株式数 普通株式  10,600株 

※２ 授権株式数及び発行済株式数 

授権株式数  普通株式  80,000株 

発行済株式数 普通株式  21,200株 

３ 配当制限 

商法施行規則第124条第３号に規定する資産に

時価を付したことにより増加した純資産額は

2,731千円であります。 

３ 配当制限 

商法施行規則第124条第３号に規定する資産に

時価を付したことにより増加した純資産額は

3,543千円であります。 



（損益計算書関係） 

  

  

  次へ 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１ 他勘定よりの振替高の内訳は次のとおりでありま

す。 

   材料費          165,951千円 

※２ 他勘定への振替高の内訳は次のとおりでありま

す。 

   材料費           9,380千円 

※３ 一般管理費に含まれる研究開発費は73,049千円で

あります。 

※４ 関係会社からの受取利息1,790千円が含まれてお

ります。 

※５        ────── 

※１ 他勘定よりの振替高の内訳は次のとおりでありま

す。 

   材料費          194,629千円 

※２ 他勘定への振替高の内訳は次のとおりでありま

す。 

   材料費           14,748千円 

※３ 一般管理費に含まれる研究開発費は69,246千円で

あります。 

※４ 関係会社からの受取利息4,359千円が含まれてお

ります。 

※５ 固定資産売却益は工具器具及び備品1,469千円で

あります。 



（リース取引関係） 

  

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

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 
  

  
（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。 

  
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) 

車両及び運搬
具 

6,366 1,909 4,456 

合計 6,366 1,909 4,456 

  
（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。 

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） 

車両及び運搬
具 

6,366 3,183 3,183 

合計 6,366 3,183 3,183 

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額 
  

１年内 1,273千円 

１年超 3,183  

合計 4,456  

１年内 1,273千円 

１年超 1,909  

合計 3,183  

なお、未経過リース料期末残高相当額は、有形固定

資産の期末残高等に占める未経過リース料期末残高の

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。 

なお、未経過リース料期末残高相当額は、有形固定

資産の期末残高等に占める未経過リース料期末残高の

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。 

３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料及び減価償却費相当額 
  
支払リース料 1,273千円 

減価償却費相当額 1,273千円 

支払リース料 1,273千円 

減価償却費相当額 1,273千円 

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 

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。 

（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。 



（税効果会計関係） 

  

前事業年度 
（平成17年３月31日） 

当事業年度
（平成18年３月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原

因別の内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原

因別の内訳 

  

  

  

  

  

  

繰延税金資産（流動）      

未払事業税 9,252 千円 

賞与引当金 17,502     

その他 3,771     

計 30,526     

繰延税金資産（固定）       

貸倒引当金繰入限度超過額 477     

退職給付引当金繰入限度超過

額 

6,485     

役員退職慰労引当金 24,967     

その他 7,739     

計 39,669     

繰延税金負債（固定）       

有価証券評価差額 2,446     

計 2,446     

繰延税金資産の純額 37,223     

繰延税金資産（流動）      

未払事業税 7,017 千円  

賞与引当金 20,938     

その他 11,388     

計 39,343     

繰延税金負債（流動）       

デリバティブ評価益 11,101     

計 11,101     

繰延税金資産の純額（流動） 28,242     

繰延税金資産（固定）       

貸倒引当金繰入限度超過額 65     

退職給付引当金 7,996     

役員退職慰労引当金 24,172     

デリバティブ評価損 31,032     

その他 473     

計 63,739     

繰延税金負債（固定）       

有価証券評価差額 2,405     

計 2,405     

繰延税金資産の純額(固定) 61,333     

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の

負担率との間に重要な差異があるときの、当該差

異の原因となった主要な項目別の内訳 

法定実効税率 40.4％   

(調整)     

交際費等永久に損金に算入

されない項目 

  

0.7％ 

  

住民税均等割額 2.0％   

その他 0.4％   

税効果会計適用後の法人税

等の負担率 

  

43.5％ 

  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の

負担率との間に重要な差異があるときの、当該差

異の原因となった主要な項目別の内訳 

法定実効税率 40.4％   

(調整)     

交際費等永久に損金に算入

されない項目 

  

0.8％ 

  

住民税均等割額 2.0％   

その他 0.4％   

税効果会計適用後の法人税

等の負担率 

  

43.6％ 

  

  



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

  

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  

１株当たり純資産額 247,825円91銭 

１株当たり当期純利益金額 22,092円98銭 

１株当たり純資産額 131,613円81銭 

１株当たり当期純利益金額 10,162円54銭 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式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。 

  

当社は、平成17年５月20日付で株式１株につき２株の

株式分割を行っております。 

なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場

合の前事業年度における１株当たり情報については、以

下のとおりとなります。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

１株当たり純資産額 123,912円96銭

１株当たり当期純利益金額 11,046円49銭

  
前事業年度

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当期純利益（千円） 213,256 225,445 

普通株主に帰属しない金額（千円） 13,500 10,000 

（うち利益処分による役員賞与金） (13,500) (10,000) 

普通株式に係る当期純利益（千円） 199,756 215,445 

期中平均株式数（株） 9,042 21,200 



（重要な後発事象） 

  

  

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

平成17年２月22日開催の当社取締役会の決議に基づ

き、次のように株式分割による新株式を発行しておりま

す。 

 当社株式分割の内容は以下のとおりであります。 

１．平成17年５月20日をもって平成17年３月31日最終の 

 株主名簿及び実質株主名簿に記録された株主の所有株

式数を１株につき２株の割合をもって分割する。 

２．分割により増加する株式数 

   普通株式         10,600株 

３．配当起算日 

   平成17年４月１日 

 前期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合にお

ける（１株当たり情報）の各数値はそれぞれ以下のと

おりであります。 

第９期 第10期 

１株当たり純資産額 

91,581円79銭 

１株当たり当期純利益 

9,330円63銭 

１株当たり純資産額 

123,912円96銭 

１株当たり当期純利益 

11,046円49銭 

――――――― 



④【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

(1）有価証券 

○ その他有価証券 

  

(2）投資有価証券 

○ その他有価証券 

  

  

その他 

種類及び銘柄 投資口数（口）
貸借対照表計上額 
（千円） 

（投資信託受益証券） 
ＵＦＪパートナーズ投信株式会社 

中期国債ファンド 10,059,856 10,059

株 式 

銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額 
（千円） 

新家工業株式会社 50,000 15,950

株式会社ハートウェル 100 13,600

極東開発工業株式会社 4,500 4,558

東洋キャピタル株式会社 60 3,500

株式会社Ｇ－７ホールディングス 100 106

株式会社トーカイ 147 272

計 54,907 37,987

その他 

種類及び銘柄 投資口数（口）
貸借対照表計上額 
（千円） 

（投資信託受益証券） 
野村アセットマネジメント株式会社 

ノムラ・ジャパン・オープン自動け
いぞく投資コース 

1,987,011 1,837

（投資信託受益証券） 
スミセイグローバル投信株式会社 

中国株利回りファンド2001－12 100 1,963

（投資事業組合への出資金） 
東洋キャピタル投資事業組合 

1 5,739

計 1,987,112 9,541



【有形固定資産等明細表】 

 （注） 当期増加額及び当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。 

      土地  いなみの工場隣接地の取得  114,572千円 

  

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 838,475 5,260 ― 843,735 159,535 35,604 684,200 

構築物 32,512 2,350 ― 34,862 21,214 3,089 13,647 

機械及び装置 57,854 702 ― 58,556 31,937 4,635 26,619 

車輌及び運搬具 5,220 ― ― 5,220 4,577 301 642 

工具器具及び備品 100,394 2,968 7,000 96,363 77,256 15,292 19,106 

土地 927,597 114,572 ― 1,042,169 ― ― 1,042,169 

有形固定資産計 1,962,054 125,852 7,000 2,080,907 294,521 58,922 1,786,386 

無形固定資産    

ソフトウェア 19,785 ― ― 19,785 12,895 3,482 6,890 

その他 1,066 5,500 ― 6,566 187 111 6,379 

無形固定資産計 20,852 5,500 ― 26,352 13,082 3,593 13,269 

長期前払費用 196 ― 44 152 ― ― 152 



【資本金等明細表】 

 （注）発行株式総数は、平成17年５月20日付をもって、１株を２株に株式分割したことによる増加であります。 

  

【引当金明細表】 

 （注） 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、回収による取崩148千円、一般債権の貸倒実績率による洗替2,366千円であり

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） 974,550 ― ― 974,550

資本金のうち
既発行株式 

普通株式 (株) (10,600) (10,600) ( ― ) (21,200)

普通株式 （千円） 974,550 ― ― 974,550

計 (株) (10,600) (10,600) ( ― ) (21,200)

計 （千円） 974,550 ― ― 974,550

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） 1,006,900 ― ― 1,006,900

計 （千円） 1,006,900 ― ― 1,006,900

利益準備金及
び任意積立金 

利益準備金 （千円） 1,300 ― ― 1,300

計 （千円） 1,300 ― ― 1,300

区分 
前期末残高 
（千円） 

当期増加額
（千円） 

当期減少額
（目的使用） 
（千円） 

当期減少額
（その他） 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

貸倒引当金 4,530 558 1,777 2,515 795

賞与引当金 43,280 51,776 43,280 ― 51,776

役員退職慰労引当金 61,739 8,208 10,174 ― 59,773



(2）【主な資産及び負債の内容】 

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 5,362 

預金 

当座預金 730,822 

普通預金 119,753 

通知預金 62,427 

定期預金 31,143 

定期積立預金 2,600 

別段預金 995 

小計 947,740 

合計 953,103 

相手先 金額（千円）

株式会社ハートウェル 49,714 

ピップトウキョウ株式会社 28,246 

村中医療器株式会社 10,525 

フランスベットメディカルサービス株式会社 8,604 

松吉医科器械株式会社 8,462 

その他 156,582 

合計 262,136 

期日別 金額（千円）

平成18年４月 85,150 

５月 86,624 

６月 67,028 

７月 23,332 

合計 262,136 



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） 当期発生高には消費税等が含まれております。 

  

④ 商品 

  

⑤ 製品 

  

相手先 金額（千円）

株式会社きさく工房 28,101 

株式会社メディカル四国 21,746 

ピップトウキョウ株式会社 17,853 

株式会社ハートウェル 14,040 

松下電工株式会社エイジフリー事業推進部 13,529 

その他 422,234 

合計 517,505 

前期繰越高 
（千円） 

当期発生高 
（千円） 

当期回収高 
（千円） 

次期繰越高
（千円） 

回収率（％） 滞留期間（日） 

(A) (B) (C) (D)
(C) 

─────
(A) ＋ (B)

× 100

(A) ＋ (D) 
───── 
２ 

────── 
(B) 

───── 
365 

559,876 4,267,611 4,309,982 517,505 89.3 46.0 

品目 金額（千円）

安全杖 6,008 

その他 7,676 

合計 13,684 

品目 金額（千円）

標準車いす 195,078 

特殊車いす 62,921 

電動車いす 12,139 

その他 56,236 

合計 326,376 



⑥ 原材料 

  

⑦ 仕掛品 

  

⑧ 貯蔵品 

  

⑨ 関係会社出資金 

  

品目 金額（千円）

車輪 25,636 

シート 27,751 

ブレーキ 12,416 

その他 126,588 

合計 192,392 

品目 金額（千円）

姿勢保持車いす 11,165 

その他 4,274 

合計 15,440 

品目 金額（千円）

梱包材料 3,897 

その他 4,498 

合計 8,396 

関係会社名 金額（千円）

漳州立泰医療康復器材有限公司 399,340 

河村（厦門）貿易有限公司 23,834 

合計 423,174 



⑩ 支払手形 

(イ）相手先別内訳 

  

(ロ）期日別内訳 

  

⑪ 買掛金 

  

相手先 金額（千円）

小林金属興業株式会社 7,119 

三沢興産株式会社 3,895 

アルファー物産株式会社 2,374 

株式会社ヤマイチ 1,578 

株式会社共和 1,490 

その他 2,171 

合計 18,630 

期日別 金額（千円）

平成18年４月 3,328 

５月 3,765 

６月 6,084 

７月 5,452 

合計 18,630 

相手先 金額（千円）

安愛工業股份有限公司 14,844 

株式会社カンディハウス札幌 13,930 

漳州立泰医療康復器材有限公司 13,412 

日本通運株式会社 11,895 

彰誠發企業股份有限公司 6,085 

ヤマハ発動機株式会社 5,383 

林口儀器工業股份有限公司 3,063 

その他 24,626 

合計 93,241 



⑫ 短期借入金 

  

⑬ 一年以内返済予定長期借入金 

  

⑭ 長期借入金 

  

(3）【その他】 

 該当事項はありません。 

  

  

区分 金額（千円）

株式会社みずほ銀行 415,000 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 300,000 

株式会社りそな銀行 50,000 

株式会社山陰合同銀行 50,000 

合計 815,000 

区分 金額（千円）

中小企業金融公庫 90,948 

株式会社みずほ銀行 25,824 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 18,000 

株式会社りそな銀行 6,000 

合計 140,772 

区分 金額（千円）

中小企業金融公庫 443,841 

株式会社みずほ銀行 110,392 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 41,000 

株式会社りそな銀行 41,000 

合計 636,233 



第６【提出会社の株式事務の概要】 

  

（注）貸借対照表及び損益計算書に係る情報は当社のホームページ 

（http://www.kawamura-cycle.co.jp/kessan.htm）に掲載しております。 

決算期 ３月31日 

定時株主総会 営業年度末日の翌日から３ヶ月以内

基準日 ３月31日 

株券の種類 １株券、10株券、100株券

中間配当基準日 ９月30日 

１単元の株式数 ― 

株式の名義書換え  

取扱場所 
大阪市中央区伏見町３丁目６番３号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 大阪支店 証券代行部 

株主名簿管理人 
東京都千代田区丸の内１丁目４番５号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

取次所 
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 全国本支店
野村證券株式会社 全国本支店 

名義書換手数料 無料 

新券交付手数料 無料 

端株の買取り  

取扱場所 
大阪市中央区伏見町３丁目６番３号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 大阪支店 証券代行部 

株主名簿管理人 
東京都千代田区丸の内１丁目４番５号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

取次所 
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 全国本支店
野村證券株式会社 全国本支店 

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 

公告掲載方法 日本経済新聞 （注）

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 

 （第10期） （自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日）平成17年６月30日近畿財務局長に提出。 

(2)半期報告書 

 （第11期中）（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日）平成17年12月22日近畿財務局長に提出。 

  



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６月29日 

株式会社カワムラサイクル       

  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 川﨑 洋文  印 

  
代表社員 

関与社員 

  
  
公認会計士 仲尾 彰記  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」に掲げられている株

式会社カワムラサイクルの平成16年４月１日から平成17年３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、

株式会社カワムラサイクル及び連結子会社の平成17年３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

 （注） 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、その原本は当社が連結財務諸表に

添付する形で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６月26日 

株式会社カワムラサイクル       

  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 川﨑 洋文  印 

  
指定社員 

業務執行社員

  
  
公認会計士 仲尾 彰記  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」に掲げられている株

式会社カワムラサイクルの平成17年４月１日から平成18年３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、

株式会社カワムラサイクル及び連結子会社の平成18年３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

 （注） 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、その原本は当社が連結財務諸表に

添付する形で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６月29日 

株式会社カワムラサイクル       

  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 川﨑 洋文  印 

  
代表社員 

関与社員 

  
  
公認会計士 仲尾 彰記  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」に掲げられている株

式会社カワムラサイクルの平成16年４月１日から平成17年３月31日までの第10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、株式

会社カワムラサイクルの平成17年３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

 （注） 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、その原本は当社が財務諸表に添付

する形で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６月26日 

株式会社カワムラサイクル       

  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 川﨑 洋文  印 

  
指定社員 

業務執行社員

  
  
公認会計士 仲尾 彰記  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」に掲げられている株

式会社カワムラサイクルの平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第11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、株式

会社カワムラサイクルの平成18年３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

 （注） 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、その原本は当社が財務諸表に添付

する形で別途保管しております。 
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