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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】 

 

（注）１．当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については 

     記載しておりません。 

   ２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

   ３．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。 

   ４．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、第35期においては、新株引受権付社債及び転換社 

     債を発行していないため、また第36期から第39期においては、新株予約権付社債等潜在株式がないため記 

     載しておりません。 

   ５．平成15年3月期から、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額の算定にあたっては、「1株当たり  

     当期純利益に関する会計基準」（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」（企業会計基準適用指針第4号）を適用しております。  

   

 

回     次 第35期 第36期 第37期 第38期 第39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) 1,447,466 1,309,644 1,349,792 1,371,642 1,403,743

経常利益              (千円) 265,382 239,188 259,049 255,569 282,971

当期純利益             (千円) 139,409 187,848 147,230 150,151 167,630

持分法を適用した場合の投資利益   (千円) ― ― ― ― ― 

資本金               (千円) 323,200 323,200 323,200 323,200 323,200

発行済株式総数           (千株) 2,143 2,143 2,143 2,143 2,143

純資産額              (千円) 898,575 1,048,775 1,160,392 1,276,119 1,422,439

総資産額              (千円) 1,894,425 1,813,604 2,008,387 2,128,065 2,236,474

１株当たり純資産額          (円) 419.31 484.59 538.00 592.01 660.31

１株当たり配当額           (円) 
（うち１株当たりの中間配当額）       

12.00

（5.00）

12.00

（5.00）

14.00

（7.00）

14.00 
 

（7.00） 

14.00

（7.00）

１株当たり当期純利益金額       (円) 65.05 82.85 65.23 66.59 74.77

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             (％) 47.4 57.8 57.8 60.0 63.6

自己資本利益率            (％) 14.83 19.29 13.33 12.33 12.42

株価収益率               (倍) 5.38 3.07 8.28 13.67 13.20

配当性向               (％) 18.45 14.48 21.46 21.02 18.72

営業活動によるキャッシュ・フロー  (千円) 325,519 126,996 264,328 198,101 278,680

投資活動によるキャッシュ・フロー  (千円) △48,410 △57,269 △199,448 △207,657 △25,710

財務活動によるキャッシュ・フロー  (千円) △148,253 △129,221 29,073 △24,306 △137,348

現金及び現金同等物の期末残高    (千円) 286,474 226,980 320,932 287,070 402,691

従業員数               (人) 
  ［外、平均臨時雇用者数]         

78 
[9] 

83 
[6] 

86 
[7] 

79 
[9] 

80 
[10] 



２【沿革】 

   

  昭和42年10月 株式会社宮田機械印刷研究所設立、印刷機械及びこれに関連する機械の販売を開始 

  昭和43年 9月 カード製造卸を開始 

  昭和44年 8月 大阪市城東区今福南1丁目9番37号に本社を移転 

  昭和56年 7月 現在地に本社を移転 

  昭和61年 9月 東京営業所（東京都新宿区）開設 

  昭和61年10月 九州営業所（福岡市博多区）開設 

  平成 2年 7月 カーディナル株式会社に商号変更 

  平成 4年11月 四国工場（愛媛県東宇和郡宇和町）新設 

  平成11年 7月 日本カード印刷株式会社の株式100%取得（現・非連結子会社） 

  平成12年 7月 横浜営業所（横浜市中区）開設 

  平成12年 8月 大阪証券取引所新市場部に上場 

  平成14年 5月 名古屋営業所（名古屋市中区）開設 

  平成15年12月 横浜営業所を東京営業所へ統合 

   

３【事業の内容】 

 

  当社は、カード製造を主たる事業としており、全国の販売代理店の発注により受注生産を行っており 

 ます。設立以来、今日まで最終顧客への営業は積極的に行っておらず、原則として販売代理店確保に重 

 点を置き、そこからの受注に基づく販売となっております。小ロット多品種生産を得意とし、あらゆる 

 種類のカードを製造しております。非連結子会社の日本カード印刷㈱は、販売代理店としての位置付け 

 であります。  

   

 ＜事業系統図＞ 

  以上述べた事業を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 

   

   

 

 

 



  

４【関係会社の状況】 

 
  該当事項はありません。  
 
  

５【従業員の状況】 

  

 (1) 提出会社の状況 
 
   当社は、連結財務諸表を作成していないため事業部門別の従業員数を示すと次のとおりであります。 
 

平成18年3月31日現在 

  （注）従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は（ ）内に年間の平均人員を外数で 
     記載しております。 

  

平成18年3月31日現在 

  （注）１．従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は（ ）内に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。 

  

  (2) 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。  
 
 
  

  

   

  

事業部門別 従業員数（人） 

カード製造事業 74（ 9） 

基幹業務統合ソフト製造事業 －（－） 

管理本部 6（ 1） 

合   計 80（ 10） 

従業員数（人） 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数 平 均 年 間 給 与 

80 （10） 35才10ヶ月 9年10ヶ月 3,402,604円 



第２【事業の状況】 
１【業績等の概要】 

 (1) 業  績

 

   当事業年度におけるわが国の経済は、原油、原材料等の価格高騰があったものの、企業収益の改善にとも 

  なう設備投資の増加や個人消費に支えられて、回復傾向をたどりました。 

   このような状況下において当社は、東日本地域での営業活動の強化、原価の低減や生産効率の向上に取り 

  組みました。 

   この結果、当事業年度の業績は、売上高が1,403,743千円と32,101千円(前年同期比2.3%増)の増収、営業 

  利益は287,525千円と25,455千円(前年同期比9.7%増)の増益、経常利益は282,971千円と27,402千円(前年同 

  期比10.7%増)の増益、当期純利益は167,630千円と17,479千円(前年同期比11.6%増)の増益となりました。 

     

  事業部別の業績は、次のとおりであります。 

  ①カード製造事業

 

   売上高は1,399,343千円と、前事業年度に比べ27,750千円の増収となりました。東京支社において前年同 

  期比14,259千円、名古屋営業所において前年同期比5,457千円の売上高増加となっており、これは東日本地 

  域での営業活動の強化によるものと思われます。 

  ②基幹業務統合ソフト製造事業

 

   売上高は4,400千円と、前事業年度に比べ4,351千円の増収となりました。 

 (2) キャッシュ・フロー

 

   当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税引前当期純利益が、286,406千 

  円確保でき、当事業年度末には402,691千円となりました。 

   また、当事業年度中における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。 

 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

   当事業年度において営業活動による資金の増加は278,680千円（前年同期比40.7％増）となりました。 

  これは主に、税引前当期純利益の増加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） 

   当事業年度において投資活動による資金の減少は25,710千円（前年同期比87.6％減）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が減少したためであります。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

   当事業年度において財務活動による資金の減少は137,348千円(前年同期比465.1％増）となりました。 

  これは主に、長期借入金による収入が減少したためであります。 

 



２【生産、受注及び販売の状況】 

 
 (1) 生産実績 
  当事業年度における生産実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。  

（注）１．金額は、販売価格であります。 
   ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。  
 
 
 (2) 受注状況 

  当事業年度における受注状況を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。 

（注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
 
 

 (3) 販売実績    
  当事業年度における販売実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。 

（注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。  

事 業 部 門 別 金   額 
（単位：千円）  前年同期比(%)

カ ー ド 製 造 事 業

基幹業務 統合ソフト 製造事業

1,392,516

―
2.3

△100.0

合   計 1,392,516 2.3

事 業 部 門 別 受 注 高 
（単位：千円） 

前年同期比(%)
受 注 残 高 
（単位：千円）

前年同期比(%) 

カ ー ド 製 造 事 業

基幹業務統合ソフト製造事業

1,420,780
4,400

3.8
8,879.6

60,705
―

54.6
―

事 業 部 門 別 金   額 
（単位：千円）  前年同期比(%)

カ ー ド 製 造 事 業

基幹業務 統合ソフト 製造事業

1,399,343
4,400

2.0
8,879.6

合   計 1,403,743 2.3



３【対処すべき課題】 

  当社が対処すべき当面の課題としては、①中部地域を含む東日本地域での製品販売代理店の増加、②オ 
 ンデマンド印刷方式によるＩＤカードなど、小ロット多品種型の高付加価値カードの販売強化、③ＩＣカ 
 ードの販売促進と売上高増加が挙げられます。 
 ① 当社は、会社設立以来販売代理店を通じてカードを販売しており、現在では4,186社の販売代理店を保 
  有することができました。しかし、東日本地域（中部地域を含む）での販売代理店は1,400社(33.4%)しか 
  なく、市場規模を考慮すると販売代理店増加、売上高増加が図れるものと思われます。当事業年度におい 
  て、東日本地域での販売力強化のため、ウィルワン株式会社及び同社の100％子会社であるニューネット 
  カード株式会社から営業を譲受ける契約を締結しております。 
 ② 当社は、小ロット多品種生産を得意とする企業であります。従来の小ロットとは概ね1,000枚程度のカ 
  ード受注のことを指していましたが、オンデマンド印刷方式により最低20枚からカード製造を受注する 
  ことが可能になりました。オンデマンド印刷方式によるカードはＩＤカードに最適であり、従来の印刷 
  方式によるカードに比べて顧客への納期も短縮され、価格も安く提供できるようになりました。今後、 
  オンデマンド印刷方式によるカードをいかに普及、拡充し、収益の拡大を図るかが課題であります。 
 ③ ＩＣカードに対する問合せは現在も数多くありますが、規格の統一やシステム機器の仕様統一などの 
  問題があり、受注成立までに至らない場合があります。当社からも積極的にＩＣカードの販売促進を図り、 
  いかに売上高増加に結び付けるかが課題であります。 
  

４【事業等のリスク】

 

   有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響 
  を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。 
   なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。 
  (1)会社がとっている特異な経営方針によるリスク 
    当社の主要製品は、製造方法について特許権等を有していないため、新規参入が予想され、その場合 
   業績に影響を及ぼす可能性があります。 
  (2)販売方法のリスク 
    当社は、代理店制度を採用しているため、大口案件でカード製造メーカーと競合になった場合、代理 
   店の販売価格によっては受注できないことが想定され、業績に影響を及ぼす可能性があります。 
  (3)取引先の信用リスク 
    当社は、現在4,186社の販売代理店を保有しております。全ての販売代理店の業績等を調査することが 
   出来ないため、販売代金を受領する前に販売代理店が信用不安に陥った場合には、業績に影響を及ぼす 
   可能性があります。 
  (4)業績予測に対するリスク 
    当社は、販売代理店の発注により受注生産を行っており、受注から納品まで非常に短期間であります。 
   そのため、半年、一年先の業績予測が行いにくくなっており、業績予測を修正しなければならない可能 
   性があります。 

 



 

５【経営上の重要な契約等】 

  当社は、新会社を設立し、ウィルワン株式会社及び同社の100%子会社であるニューネットカード株式会 
 社から営業を譲受ける契約を平成18年2月22日付で締結しました。 
  なお、詳細については「第5経理の状況 1財務諸表等 (1)財務諸表 追加情報」をご参照下さい。 

６【研究開発活動】

 

  当社は、カードを製造するという社会的責任と、社会に認められる高品質な製品を提供できる技術開発 
 を基本理念として研究開発活動を行っております。具体的には、立体画像をカードの表面に部分的に表現 
 する技術の研究を行っております。この研究は、カードのセキュリティーを向上させるものとして、実用 
 化に向け引き続き研究いたします。 

  当事業年度の研究開発費は4,155千円（売上高比0.3%）であります。  

   



 

   
７ 【財政状態及び経営成績の分析】 

 (1)財政状態 
   当事業年度末の流動資産は、現金及び預金が増加したことにより前事業年度末に比べて148,217千円 
  増加して916,272千円となっております。  
   固定資産は、設備投資を控えた結果、前事業年度末に比べて39,808千円減少して1,320,201千円とな 
  っております。 
   以上の結果、当事業年度末の総資産は、前事業年度末に比べて108,409千円増加して2,236,474千円 
  となっております。 
   当事業年度末の負債の合計は、借入を行わなかった結果、前事業年度末に比べて37,911千円減少し 
  て814,034千円となっております。また、資本の合計は、任意積立金が120,000千円増加したことによ 
  り、前事業年度末に比べて146,320千円増加して1,422,439千円となっております。 
 (2)経営成績  
  (売上高) 
   当事業年度の売上高は、1,403,743千円と前事業年度に比べ32,101千円の増収と堅調に推移いたしま 
  した。 
  (売上原価) 
   当事業年度の売上原価は、売上の増加に伴い、前事業年度に比べて20,170千円増加して860,052千円 
  となり、売上高に対する原価率は前事業年度に比べて0.1ポイント上昇して61.3%となっております。 
  (売上総利益) 
   以上の結果、売上総利益は前事業年度に比べて11,930千円増加して543,690千円となっており、売上 
  高総利益率は、前事業年度に比べて0.1ポイント低下して38.7%となっております。 
  (販売費及び一般管理費) 
   当事業年度の販売費及び一般管理費は、前事業年度に比べて経費の節減に努めた結果、13,524千円 
  減少して256,165千円となっております。売上高に対する負担率は、前事業年度に比べて1.5ポイント 
  低下して18.2%となっております。 
  (営業利益) 
   以上の結果、営業利益は前事業年度に比べ25,455千円増加して287,525千円となり、売上高営業利益 
  率は、前事業年度に比べ1.4ポイント上昇して20.5%となっております。 
  (営業外収益・費用) 
   当事業年度は、営業外収益が前事業年度に比べ1,120千円増加し、営業外費用が前事業年度に比べて 
  828千円減少しております。 
  (経常利益) 
   以上の結果、経常利益は前事業年度に比べて27,402千円増加して282,971千円となり、売上高経常利 
  益率は、前事業年度に比べ1.6ポイント上昇して20.2%となっております。 
  (特別損益) 
   保険の解約による利益14,584千円と退職金規程の改定に伴う損失9,488千円が発生しております。 
  (当期純利益) 
   以上の結果、当期純利益は前事業年度に比べて17,479千円増加して167,630千円となり、売上高当期 
  純利益率は、前事業年度に比べ1.0ポイント上昇して11.9%となっております。 



第３【設備の状況】 
１【設備投資等の概要】 

  カード製造事業において、合理化と営業基盤強化のための設備投資を29,948千円行いました。 

  所要資金については、自己資金を充当しております。 

  

２【主要な設備の状況】 

  当社の主要な設備は、以下のとおりであります。 

                                   （平成18年3月31日現在） 

（注）１．帳簿価額のうち「その他」は、工具器具備品であります。なお、金額には消費税等は含まれて 
     おりません。 
   ２．現在休止中の主要な設備はありません。 
   ３．上記の他、賃借及びリース契約による主な設備として、以下のものがあります。 

 
 
 

事業所名 
（所在地） 

事業部門別 
の名称 

設備の 
内容 

帳 簿 価 額（千円）
従業員 
数(人) 建物及び 

構築物 
機械及び装置 

並びに車輌運搬具 
土 地 
(面積㎡) その他 合 計 

四 国 工 場 
(愛媛県西予市宇和町) カード製造事業 カード製造設備 221,875 188,007

95,249
(6,411.80)

17,225 522,358 46

本   社 
(大阪市城東区) 

カード製造事業
及び管理本部 

カード製造 
設備・その 
他の設備 

133,776 39,497
98,551
(460.48)

9,782 281,607 25

製造部ソフト課 
(大阪市城東区) 

基幹業務統合 
ソフト製造事業

情報設備 34,150 ―
17,208
(83.98)

113 51,472 ―

東京支社 
(東京都千代田区) カード製造事業 販売設備 55,896 49

81,200
(104.13)

― 137,145 5

九州営業所 
(福岡市博多区) カード製造事業 販売設備 203 ―

― 
(―) ― 203 2

名古屋営業所 
(名古屋市中区) カード製造事業 販売設備 ― 248

― 
(―) ― 248 2

事業所名 
（所在地） 

事業部門別 
の名称 

設備の 
内容 

土 地 
(面積㎡) 

年間賃借料又は 
リース料   

摘要 

四 国 工 場 
(愛媛県西予市宇和町) カード製造事業

カード製造設
備 ― 3,659 リース 

本   社 
(大阪市城東区) 

カード製造事業及 
び管理本部 

カード製造設
備・その他の
設備 

― 6,006 リース 
賃 借 

東京支社 
(東京都千代田区) カード製造事業 販売設備 ― 186 リース 

九州営業所 
(福岡市博多区) カード製造事業 販売設備 ― 2,154 リース 

賃 借 

名古屋営業所 
(名古屋市中区) カード製造事業 販売設備 ― 2,379 リース 

賃 借 



３【設備の新設、除却等の計画】 

  当事業年度末現在における重要な設備の新設に係る投資予定金額は、100,000千円であり、その所要資金 
 については、全額借入金により取得する予定でありますが、それぞれ最適な手段を選択することとし、現 
 在で確定しているものはありません。 
  重要な設備の新設計画は、以下のとおりであります。 
 
  重要な設備の新設 
                                        （単位：千円） 

（注） 上記金額には、消費税等を含んでおりません。 
 
 

事業所名 
（所在地） 

事業部門別 
の名称 設備の内容 投資予定金額 資金調 

達方法 
着手及び完了予定年月 完成後の 

増加能力 総額 既支払額 着手 完了 
四 国 工 場 
(愛媛県西予市宇和町) 

カード製造事
業 カード製造設備 90,000 3,500 借入金 平成17.10 平成19.3 10％増加

本 社 
(大阪市城東区) 

カード製造事
業及び管理本

部 
カード製造設備 10,000 ― 借入金 平成18.6 平成18.7 10％増加



  

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) 一般募集（ブックビルディング方式）：発行株数500,000株、発行価格440円、資本組入額314円  

 
 
 

種類 会社が発行する株式の総数 (株)

普通株式 6,572,000

計 6,572,000

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28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 2,143,000 2,143,000
大阪証券取引所ヘラクレス市場

部 ― 

計 2,143,000 2,143,000 ― ― 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
（千株） 

発行済株式 
総数残高 
（千株） 

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12年8月22日(注) 500 2,143 157,000 323,200 100,600 100,600



   

(4）【所有者別状況】

 

                                    平成18年3月31日現在 

(5）【大株主の状況】

 

                                    平成18年3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) ― 6 5 10 1 ― 718 740 ―

所有株式数 
(単元) ― 2,050 64 991 896 ― 17,428 21,429 100

所有株式 
数の割合 
(％) 

― 9.57 0.30 4.62 4.18 ― 81.33 100.00 ―

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（％） 

元屋地 文 明 大阪市城東区今福西   180 8.39 

山 田 弘 直 大阪市城東区今福西   150 6.99 

山 田 美 紀 大阪市城東区今福西   150 6.99 
ノーザントラストカンパニーエイブイ
エフシーリノーザントラストガンジー
アイリッシュクライアンツ常任代理人
香港上海銀行東京支店 

東京都中央区日本橋3丁目11番1号   89 4.18 

竹 田 和 平 名古屋市天白区表山   80 3.73 

ホリエモン情熱ファンド投資事業組合 東京都港区六本木6丁目10番1号六本木ヒルズ森タワー
38階株式会社ライブドアファイナンス内    72 3.39 

大 早 義 文 大東市浜町    70 3.26 

株式会社 伊予銀行 松山市南堀端町1番地    70 3.26 

株式会社 三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内2丁目7番1号    70 3.26 

元屋地 俊 昭 大阪市城東区中央    60 2.79 

計             992 46.30 



(6) 【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

                                    平成18年3月31日現在 

 
  

②【自己株式等】 

                                    平成18年3月31日現在  

 
  

(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。 
  

  

２【自己株式の取得等の状況】 

 【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。 

     なお、「当会社は、商法第211条ノ3第1項第2号の規定により、取締役会の決議をもって自己株式を 
    取得することができる。」旨を定款に定めております。 

   

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】 

                                 平成18年6月28日現在  

（注）平成18年6月28日開催の定時株主総会において定款の一部を変更し、「当会社は、会社法第165条 

   第2項の規定に基づき、取締役会決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる 

   。」旨を定款に定めております。 

 

区分 株式数 ㈱ 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  2,142,900 21,429 ― 

単元未満株式 普通株式      100 ― 1単元（100株）未満の株式

発行済株式総数 2,143,000 ― ― 

総株主の議決権 ― 21,429 ― 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有 
株式数（株） 

他人名義所有 
株式数（株） 

所有株式数の 
合計（株） 

発行済株式総数に対
する所有株式数の割
合（％） 

― ― ― ― ― ― 

計 ― ― ― ― ― 

区分 株式の種類 株式数（株） 価額の総額（円） 

自己株式取得に係る決議 ― ― ― 



 

３【配当政策】 

  当社は、株主に対する長期的かつ総合的な利益の拡大と、安定的な経営基盤の確保を重要な経営目標と 
 位置付けております。  
  従って、株主に対する配当につきましては、中長期的な事業計画に基づき、再投資のための内部資金の 
 確保と安定的な配当を念頭におきながら、財政状態、利益水準及び配当性向等を総合的に勘案して検討す 
 ることとしております。 
  以上の方針に基づき、当期の配当は、1株につき14円(うち中間配当7円)といたしました。 
  なお、内部留保資金につきましては、市場ニーズに応える技術・製造開発体制を強化し、より強固な財 
 務体質を確立するために有効投資してまいりたいと考えております。 
  なお、第39期の中間配当についての取締役会決議は平成17年11月17日に行っております。 
 

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) 最高・最低株価は、第35期から第36期については大阪証券取引所新市場部におけるものであり、 
   第37期から第39期については大阪証券取引所ヘラクレス市場部におけるものであります。 
    
 

(2）【最近６月間の月別最高・最低株価】 

(注) 最高・最低株価は、大阪証券取引所ヘラクレス市場部におけるものであります。 

 

回次 第35期 第36期 第37期 第38期 第39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） 430 333 550 1,023  1,530  
最低（円） 220 226 241  490  803 

月別 平成17年10月 平成17年11月 平成17年12月 平成18年1月 平成18年2月 平成18年3月

最高（円） 890 1,100 1,040 1,070 1,398 1,035 
最低（円） 804  850  928  901  955  923 



５【役員の状況】 

（注）１．代表取締役常務山田弘直は代表取締役社長元屋地文明の女婿であります。 
   ２．常勤監査役 上野雅彬は会社法第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
（千株）

 取締役社長 
 (代表取締役)      元屋地 文明 昭和11年12月3日生

昭和32年 4月 
昭和32年10月 
昭和33年12月 
昭和34年 7月 
昭和42年10月 
 
昭和63年 9月

宇和町役場勤務 
南海ヤンマー㈱ 入社 
住友電工㈱ 入社 
日本エーエム㈱ 入社 
当社設立 代表取締役社長就任
（現任） 
日本カード印刷㈱代表取締役就
任（現任）

180

 常務取締役 
 (代表取締役) 営業部長 山 田 弘 直 昭和34年 9月8日生

昭和53年 4月 
昭和55年 9月 
昭和60年 4月 
平成 4年 3月 
平成12年 3月 
 
昭和18年 6月 

利昌工業㈱ 入社 
当社 入社 
営業課長 
常務取締役営業部長就任 
代表取締役常務営業部長就任
（現任） 
㈱ウィルワンカード代表取締役
社長就任（現任）  

150

 取締役 製造部長 大 早 義 文 昭和29年9月16日生
昭和48年 7月 
昭和60年 4月 
平成 5年 1月

当社 入社 
製造課長 
取締役製造部長就任(現任)

70

 取締役 管理部長 西 岡 生 二 昭和26年5月10日生
昭和45年 4月 
平成 5年 6月 
平成 6年10月

愛媛県庁 勤務 
当社入社管理課長 
取締役管理部長就任(現任) 

50

 常勤監査役      上 野 雅 彬 昭和15年6月17日生
昭和34年 4月 
昭和59年10月 
平成11年 5月

東海興業㈱ 入社 
セフティー工務 創業 
当社常勤監査役就任(現任) 

1

計 451



６【コーポレート・ガバナンスの状況】 

   コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 
   当社はコーポレート・ガバナンスを、経営意思決定の迅速化と効率的な業務執行を実現するための重要な要件 
  であると位置付けており、従来より少数の取締役により取締役会の機能を十分に発揮させることにより、適正か 
  つ効率的なコーポレート・ガバナンスが実施できる体制を構築しております。 
  (1)会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 
    ①会社の機関の基本説明 
     （取締役会） 
       取締役会は、当社の経営方針その他重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督してお 
       ります。 
        取締役会は、原則3ヶ月に1回開催しております。 
     （監査役） 
       監査役は、策定された監査方針及び監査計画に基づき、取締役会をはじめとする重要な会議への出席 
      や、業務及び財産の状況調査を通じて、取締役の職務遂行を監査しております。 
    ②会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 
      当社は、財務報告の信頼性を確保すること、事業運営に関わる法規や社内ルールの遵守を促すことを目 
     的として経営管理室を設置し、内部統制システムの体系化を進めております。 
    ③内部監査及び監査役監査の状況 
      当社は、監査役制度を採用しております。社外監査役を1名選任し、取締役会や重要な会議に出席する 
     ほか、取締役会を構成する取締役による業務の執行を監査しております。 
     なお、当社と社外監査役との間で利害関係はありません。 
      内部監査は、当社経営管理室が担当し、同室員1名が当社内部監査規程に基づき実施しており、法令遵守 
     状況や業務リスクを把握することで、内部統制の実効性を高めております。 
     内部監査、監査役監査、会計監査はそれぞれ連携し、必要に応じて情報交換を行うなどの連絡を緊密にす 
     ることで監査の実効性と効率性を高めております。 
    ④会計監査の状況 
      当社の会計監査業務を執行した公認会計士は西山俊明、蔭山幸男の2名であり、中央青山監査法人に所 
     属し、継続監査年数は両者とも8年であります。当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、会 
     計士補2名であります。 
  (2)リスク管理体制の整備の状況 
    当社では、経営に重要な影響を及ぼすリスクについては、取締役会及び稟議制度に基づき意思決定が行われ 
   ております。 
  (3)役員報酬の内容 
    2005年度に取締役に支払った報酬総額は50,232千円であります。また、監査役に支払った報酬総額は1,200 
   千円であります。なお、金銭以外の役員報酬は支払われておりません。 
  (4)監査報酬の内容 
    当社が中央青山監査法人と締結した監査契約に基づく監査証明に係る報酬は、9,500千円であり、監査証明業 
   務以外の報酬はありません。 



第５【経理の状況】 
 
１．財務諸表の作成方法について 
 
 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、様式及び作成方式に関する規則
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、中央青山監査法人による監査を受けております。 
 
３．連結財務諸表について 
 
 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）第5条第2項により、当社では、子会社の資産、
売上高等から見て、当企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を誤らせない程度に重要性が乏しいものとして、連結
財務諸表は作成しておりません。 
 なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。  

  

  資産基準 0.7%

  売上高基準 0.9%

  利益基準 0.4%

  利益剰余金基準 0.5%



１【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     295,070     402,691   
2. 受取手形 ※3   167,141     196,880   
3. 売掛金 ※3   216,840     225,607   
4. 商品     268     222   
5. 原材料     43,301     38,713   
6. 仕掛品     19,506     27,010   
7. 貯蔵品     8,470     7,632   
8. 前払費用     10,829     7,987   
9. 繰延税金資産     10,033     13,151   
10. その他     50     50   
  貸倒引当金     △3,455     △3,675   
流 動 資 産 合 計     768,055 36.1   916,272 41.0 
Ⅱ 固定資産               

1. 有 形 固 定 資 産               
(1) 建物 ※1 960,487     962,752     
  減価償却累計額   498,428 462,059   527,763 434,988   
(2) 構築物 ※1 20,882     22,728     
  減価償却累計額   10,608 10,274   11,814 10,914   
(3) 機械及び装置   645,253     649,953     
  減価償却累計額   372,098 273,154   427,088 222,864   
(4) 車輌運搬具   21,416     24,286     
  減価償却累計額   18,489 2,927   19,348 4,938   
(5) 工具器具備品   149,055     158,069     
  減価償却累計額   124,523 24,531   130,947 27,121   
(6) 土地 ※1,4   292,208     292,208   
(7) 建設仮勘定   ―     3,500   

有 形 固 定 資 産 合 計     1,065,156 50.0   996,536 44.6 
2. 無 形 固 定 資 産               
(1) 電話加入権     960     960   
(2) ソフトウェア     10,773     8,437   

無 形 固 定 資 産 合 計     11,734 0.6   9,398 0.4 
3. 投資その他の資産               
(1) 投資有価証券     65,395     93,622   
(2) 関係会社株式     10,000     10,000   
(3) 長期貸付金     358     －   
(4) 従業員長期貸付金     2,230     990   
(5) 破産債権、再生債権、更正債
権その他これらに準ずる債権     438     295   

(6) 繰延税金資産     80,880     76,492   
(7) 保険積立金     118,668     128,970   
(8) 保証金     3,484     3,424   
(9) 会員権  2,126 776 

  貸倒引当金     △461     △304   
 投資その他の資産合計     283,118 13.3   314,266 14.0 
  固定資産合計     1,360,009 63.9   1,320,201 59.0 
  資産合計     2,128,065 100.0   2,236,474 100.0 



 
 

 
 
 
 
 
 

      
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       85,665     104,555    
2. 買掛金       41,872     35,870    
3. 短期借入金 ※1    15,000     15,000    
4. １年以内返済予定の 
長期借入金 ※1    107,677     96,668    

5. 未払金       22,812     17,450    
6. 未払費用       1,826     1,803    
7. 未払法人税等       48,018     78,048    
8. 未払消費税等       3,107     17,534    
9. 預り金       4,635     4,798    
10. 賞与引当金       16,400     15,900    
11. その他       585     806    
流 動 負 債 合 計       347,602 16.3   388,436 17.4 

Ⅱ 固定負債                   
1. 長期借入金 ※1    315,400     218,732    
2. 再評価に係る 
繰延税金負債 ※4    3,161     3,161    

3. 退職給付引当金       29,234     45,065    
4. 役員退職慰労引当金       156,547     158,639    
固 定 負 債 合 計       504,342 23.7   425,597 19.0 
負  債  合  計       851,945 40.0   814,034 36.4 
（資 本 の 部）                   

Ⅰ 資 本 金 ※2    323,200 15.2   323,200 14.5 
Ⅱ 資本剰余金        
 １． 資本準備金      100,600   100,600 
    資本剰余金合計       100,600 4.7   100,600 4.5 
Ⅲ 利益剰余金           
1. 利益準備金      38,000       38,000       
2. 任意積立金         
  (1)別途積立金    825,000   945,000    
3. 当期未処分利益      155,231     165,409    
利 益 剰 余 金 合 計       1,018,231 47.9   1,148,409 51.3 

Ⅳ 土地再評価差額金 ※4    △173,528 △8.2   △173,528 △7.8 
Ⅴ その他有価証券評価差額金 ※5    7,617 0.4   23,759 1.1 

資  本  合   計       1,276,119 60.0   1,422,439 63.6 
負 債・資 本 合 計       2,128,065 100.0   2,236,474 100.0 



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       1,371,642 100.0   1,403,743 100.0 
Ⅱ 売上原価                   
1. 期首商品棚卸高    243     268       
2. 当期製品製造原価 ※2 828,444     850,765       
3. 当期商品仕入高    11,463     9,240       
   合計    840,151     860,275       
4. 期末商品棚卸高    268 839,882 61.2 222 860,052 61.3 
   売上総利益       531,760 38.8   543,690 38.7 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1,2    269,689 19.7   256,165 18.2 
   営業利益       262,070 19.1   287,525 20.5 

Ⅳ 営業外収益                   
1. 受取利息    175     312       
2. 受取配当金    238     895       
3. 受取賃貸料    1,908     2,481       
4. 保険配当金    222     222       
5. その他    1,002 3,547 0.2 754 4,667 0.3 

Ⅴ 営業外費用                   
1. 支払利息    9,301     8,284       
2. 雑損失    746 10,048 0.7 936 9,220 0.6 
   経常利益       255,569 18.6   282,971 20.2 

Ⅵ 特別利益                   
1. 保険解約益 2,530 2,530 0.2 14,584 14,584 1.0 

Ⅶ 特別損失                   
1. 固定資産除却損 ※4 ―     311       
2. 固定資産売却損 ※3 2,362     ―       
3. ゴルフ会員権評価損 ―     1,350       
4. 退職金規程の改定に伴う
損失    ― 2,362 0.2 9,488 11,149 0.8 

   税引前当期純利益       255,737 18.6   286,406 20.4 
   法人税、住民税及び事業税    107,547     128,357       
   法人税等調整額    △1,961 105,586 7.7 △9,581 118,775 8.5 
   当期純利益       150,151 10.9   167,630 11.9 
   前期繰越利益       20,080     12,780    
   中間配当額       15,001     15,001    
   当期未処分利益       155,231     165,409    



 
 
製造原価明細書 

 
 
（注）  

 
  

      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    327,390   39.6 351,274    40.9 
Ⅱ 労務費 ※1 281,115   34.0 280,766    32.7 
Ⅲ 外注加工費    38,400   4.6 50,718    5.9 
Ⅳ 経費 ※2 180,042   21.8 175,510    20.5 

   当期製造費用    826,948   100.0 858,269    100.0 

   期首仕掛品たな卸高    21,001     19,506       
   合      計    847,950     877,776       
   期末仕掛品たな卸高    19,506     27,010       
   当期製品製造原価    828,444     850,765       

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） 
 
原価計算の方法は、総合原価計算によっております。 

※1 労務費には次のものが含まれております。 

  ※2 経費の主な内訳は次のとおりであります。 

賞与引当金繰入額 11,152 千円
退職給付引当金繰入額 10,678 千円

賃借料 10,170 千円
消耗品費 31,118 千円
水道光熱費 16,510 千円
減価償却費 93,950 千円

 
原価計算の方法は、総合原価計算によっております。 

※1 労務費には次のものが含まれております。 

  ※2 経費の主な内訳は次のとおりであります。 

賞与引当金繰入額 10,748 千円
退職給付引当金繰入額 11,693 千円

賃借料 6,761 千円
消耗品費 24,645 千円
水道光熱費 16,009 千円
減価償却費 97,458 千円



③【キャッシュ・フロー計算書】 

   

      
   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） 
金額 

（千円） 
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー          
   税引前当期純利益    255,737  286,406   
   減価償却費    102,016  102,293   
   退職給付引当金の増加額    2,309  15,830   
   役員退職慰労引当金の増加額    4,424  2,091   
   貸倒引当金の増減額    △3,927  62   
   賞与引当金の減少額    △300  △500   
   受取利息及び受取配当金    △413  △1,207   
   支払利息    9,301  8,284   
   保険解約益    △2,530  △14,584   
   ゴルフ会員権評価損    ―  1,350   
   固定資産売却損    2,362  ―   
   固定資産除却損    ―  311   
   売上債権の増加額    △25,564  △38,424   
   たな卸資産の増加額    △1,315  △2,031   
   仕入債務の増加額    13,877  12,887   
   未払消費税等の増加（△減少）額    △7,173  14,426   
   その他の資産負債増減    1,512  4,454   
   役員賞与の支払額    △7,450  △7,450   
   小    計    342,866  384,200   
   利息及び配当金の受取額    386  1,172   
   利息の支払額    △9,158  △8,143   
   役員退職慰労金の支払額    △6,461  ―   
   法人税等の支払額    △129,532  △98,550   
  営業活動によるキャッシュ・フロー    198,101  278,680   
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー          
   投資有価証券の取得による支出    △30,567  △1,200   
   有形固定資産の取得による支出    △173,802  △36,851   
   有形固定資産の売却による収入    573  ―   
   ソフトウェア取得による支出    △3,000  △1,600   
   貸付による支出    △21,000  ―   
   貸付金の回収による収入    23,822  1,598   
   定期積金の預入れによる支出    △34,000  △16,000   
   定期積金の払出しによる収入    36,000  24,000   
   保険積立金の積立による支出    △10,970  △10,970   
   保険積立金の解約による収入    2,612  15,253   
   保証金の返還によるう収入    2,674  60   
  投資活動によるキャッシュ・フロー    △207,657  △25,710   
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー          
   短期借入れによる収入    70,000  55,000   
   短期借入金の返済による支出    △70,000  △55,000   
   長期借入れによる収入    165,000  ―   
   長期借入金の返済による支出    △159,307  △107,677   
   配当金の支払額    △29,999  △29,671   
  財務活動によるキャッシュ・フロー    △24,306  △137,348   
Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額    △33,862  115,621   
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高    320,932  287,070   
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高    287,070  402,691   



④【利益処分計算書】 

  

  

  

 

    前事業年度 

（平成17年6月28日） 

当事業年度 

（平成18年6月28日） 

区 分 
注記 

番号 

金額 

（千円） 

金額 

（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益     155,231   165,409 

Ⅱ 利益処分額           

1. 配当金   15,001   15,001   

2. 役員賞与金   7,450   7,400   

  （うち監査役賞与金）   (300)   (300)   

3. 任意積立金           

   別途積立金   120,000 142,451 120,000 142,401 

Ⅲ 次期繰越利益     12,780   23,008 

              



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 

 総平均法による原価法 

(2)その他有価証券 

 時価のあるもの 

  期末日の市場価格等に基づく時価法 

  （評価差額は全部資本直入法により処 

理し、売却原価は総平均法により算 

定） 

 時価のないもの 

  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 

同     左 

  

  

  

 時価のないもの 

同     左 

2.たな卸資産の評価基準

及び評価方法 

(1)商品・原材料 

先入先出法による低価法 

(2)仕掛品 

先入先出法による低価法 

(3)貯蔵品 

先入先出法による低価法 

(1)商品・原材料 

同     左 

(2)仕掛品 

同     左 

(3)貯蔵品 

同     左 

3.固定資産の減価償却の

方法 

(1)有形固定資産 

 定率法（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、耐用年数及び残存価額については、

法人税法に規定する方法と同一の基準によっ

ております。 

(2)少額減価償却資産 

 取得価額が100千円以上200千円未満の資産

については、法人税法の規定に基づき、3年

間で均等償却しております。 

(3)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。 

(1)有形固定資産 

同     左 

  

  

  

  

  

(2)少額減価償却資産 

同     左 

  

  

(3)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） 

4.引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 

債権の貸倒損失に備えるため、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。 

(2)賞与引当金 

 従業員の賞与の支払いに充てるため、支給

見込額基準により計上しております。 

(3)退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当事業 

年度末における退職給付債務（事業年度末自

己都合退職金要支給額）及び年金資産に基づ

き計上しております。 

  

  

  

  

  

  

  

(4)役員退職慰労引当金 

 役員の退職による退職慰労金の支払いに充

てるため、内規に基づく期末要支給額を計上

しております。 

(1)貸倒引当金 

同     左 

 
 

 

(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（事業年度末自

己都合退職金要支給額）及び年金資産に基づ

き計上しております。 

（追加情報） 

 当社は、平成18年4月1日に適格退職年金制

度から中小企業退職金共済制度へ移行するた

め、それに備えて当下期において退職金規程

の改定を行っており、この改定に伴う損失見

込額（9,488千円）を退職給付引当金に含め

て計上しております。 

(4)役員退職慰労引当金 

同     左 

   

5.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.キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

 キャッシュ・フロー計算書における資金

（現金及び現金同等物）は、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としております。 

同     左 

7.その他財務諸表作成の

ための基本となる重要な

事項 

 消費税等の会計処理について 

 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。 

 消費税等の会計処理について 

同     左 



   

会計処理方法の変更 

   

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） 

  

     ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

固定資産の減損に係る会計基準 

 当事業年度より、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」（企業会計基準適用指針第6号 平成15

年10月31日）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。 

担保付債務は次のとおりであります。 

※２ 株式の状況 

   授権株式数    普通株式  6,572,000株 

  

   発行済株式総数  普通株式  2,143,000株 

  

※３ 関係会社に対する債権 

  

建物 228,758千円 

構築物 

土地 

9,719千円 

95,249千円 

  計  333,727千円 

短期借入金 5,000千円 

1年以内返済予定の長期借入

金 

43,020千円 

長期借入金 162,067千円 

  計 210,087千円 

     

根抵当権の極度額 

   

480,000千円 

受 取 手 形 367千円 

売 掛 金 455千円 

※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。 

担保付債務は次のとおりであります。 

※２ 株式の状況 

   授権株式数    普通株式  6,572,000株 

  

   発行済株式総数  普通株式  2,143,000株 

   

※３ 関係会社に対する債権 

建物 213,150千円 

構築物 

土地 

8,724千円 

95,249千円 

  計  317,125千円 

短期借入金 5,000千円 

1年以内返済予定の長期借入

金 

39,435千円 

長期借入金 122,632千円 

  計 167,067千円 

    

根抵当権の極度額 480,000千円 

受 取 手 形 285千円 

売 掛 金 1,526千円 



  

  

  

  

 

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） 

※４「土地の再評価に関する法律」(平成10年3月31日 

   公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法律 

   の一部を改正する法律」(平成13年6月29日公布 

   法律第94号)に基づき事業用土地の再評価を行い、 

   差額のうち、法人税その他の利益に関連する金額 

   を課税標準とする税金に相当する金額を再評価に 

   係る繰延税金負債として負債の部に計上し、当該 

   繰延税金負債を控除した金額を土地再評価差額金と 

   して資本の部に計上しております。 

   なお、繰延税金資産は計上しておりません。 

再評価の方法 

「土地の再評価に関する法律施行令」(平成10年3 

   月31日公布政令第119号)第2条第3号に定める固 

   定資産税評価額に基づいて、合理的な調整を行っ 

   て算定しております。 

再評価を行った年月日  平成14年3月31日 

   再評価を行った土地の当期末における時価と再評価 

   後の帳簿価額との差額・・・△13,350千円 

 

※５ 配当制限 

   有価証券の時価評価により、純資産額が7,617千円増 

   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 「土地の再評価に関する法律」(平成10年3月31日 

   公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法律 

   の一部を改正する法律」(平成13年6月29日公布 

   法律第94号)に基づき事業用土地の再評価を行い、 

   差額のうち、法人税その他の利益に関連する金額 

   を課税標準とする税金に相当する金額を再評価に 

   係る繰延税金負債として負債の部に計上し、当該 

   繰延税金負債を控除した金額を土地再評価差額金と 

   して資本の部に計上しております。 

   なお、繰延税金資産は計上しておりません。 

再評価の方法 

「土地の再評価に関する法律施行令」(平成10年3 

   月31日公布政令第119号)第2条第3号に定める固 

   定資産税評価額に基づいて、合理的な調整を行っ 

   て算定しております。 

再評価を行った年月日  平成14年3月31日 

   再評価を行った土地の当期末における時価と再評価 

   後の帳簿価額との差額・・・△16,161千円 

 

※５ 配当制限 

   有価証券の時価評価により、純資産額が23,759千円 

   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） 

 
 
（キャッシュ・フロー計算書関係） 

  

 

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） 

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は53%、 

一般管理費に属する費用のおおよその割合は47%で 

あります。 

 主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

 

  

  

※２ 研究開発費の総額 

 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 

4,369千円 

 

※３ 固定資産売却損は、機械装置2,215千円、工具器具 

  備品147千円であります。 

 

※４  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

役員報酬 51,966千円 

給料手当 80,115千円 

賞与引当金繰入額 5,248千円 

貸倒引当金繰入額  879千円 

退職給付引当金繰入額 3,296千円 

役員退職慰労引当金繰入額 4,424千円 

支払手数料 26,656千円 

減価償却費 4,358千円 

運賃 19,752千円 

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は52%、 

一般管理費に属する費用のおおよその割合は48%で 

あります。 

 主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

 
 
※２ 研究開発費の総額 

 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 

4,155千円 

 

※３  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

 

※４ 固定資産除却損は、建物10千円、工具器具備品300 

  千円であります。 

役員報酬 51,432千円 

給料手当 81,635千円 

賞与引当金繰入額 5,151千円 

貸倒引当金繰入額  329千円 

退職給付引当金繰入額 3,672千円 

役員退職慰労引当金繰入額 2,091千円 

福利厚生費 13,875千円 

支払手数料 25,840千円 

減価償却費 4,834千円 

運賃 19,646千円 

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） 

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 

（平成17年3月31日現在） 

              （千円） 

現金及び預金勘定 295,070 

預入期間が3ヶ月を 

超える定期積金 
△8,000 

現金及び現金同等物 287,070 

      

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 

（平成18年3月31日現在） 

              （千円） 

現金及び預金勘定 402,691 

預入期間が3ヶ月を 

超える定期積金 
－ 

現金及び現金同等物 402,691 

    



  

（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） 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる 

もの以外のファイナンス・リース取引 

  

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相 

当額及び期末残高相当額 

（単位：千円） 

  

 (2) 未経過リース料期末残高相当額 

  

   １年内              2,008千円 

   １年超              1,569千円 

    合計              3,578千円 

  

 (3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相 

当額 

   支払リース料                6,052千円 

   減価償却費相当額              5,093千円 

   支払利息相当額                 396千円 

  

(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。 

  

 (5) 利息相当額の算定方法 

   リース料総額とリース物件の取得価額相当額との 

差額を利息相当額とし、各期への配分方法について 

は、利息法によっております。 

   
取 得 価 額 

相 当 額 

減 価 償 却 

累 計 額 

相 当 額 

期 末 残 高 

相 当 額 
   

   

機械及び装置 7,085 5,101 1,983 

工具器具備品 3,894 2,684 1,209 

合計 10,979 7,786 3,192 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる 

もの以外のファイナンス・リース取引 

  

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相 

当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

（単位：千円） 

   

 (2) 未経過リース料期末残高相当額等 

   未経過リース料期末残高相当額 

   １年内             1,883千円 

   １年超             1,200千円 

    合計             3,083千円 

  

 (3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

   支払リース料                2,471千円 

   減価償却費相当額              2,106千円 

   支払利息相当額                 203千円 

  

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同    左 

  

  

 (5) 利息相当額の算定方法 

同    左 

   

   

（減損損失について） 

  リース資産に配分された減損損失はありません。 

   
取 得 価 額 

相 当 額 

減 価 償 却 

累 計 額 

相 当 額 

期 末 残 高 

相 当 額 
   

   

機械及び装置 8,305 6,655 1,649 

工具器具備品 3,799 2,601 1,197 

合計 12,104 9,256 2,847 



  

（有価証券関係） 

 前事業年度（平成17年3月31日現在） 

  

１．その他有価証券で時価のあるもの 

（注）当社における株式の減損処理の方法は、次のとおりであります。 

   下落率が50％以上の場合は、全ての株式を減損処理の対象とし、時価と簿価の差額について評価損を計上 

   することとしております。 

   下落率が30％以上50％未満の場合は、個別に回復可能性を検証したうえで回復可能性があるものを除く株 

   式について減損処理の対象とし、時価と簿価の差額について評価損を計上することとしております。 

   具体的には、次の①または②に該当する場合を減損処理の対象としております。 

    ①債務超過の状態である。 

    ②経常損失を計上しており、翌期もそのように予想される。  

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

  

  

 当事業年度（平成18年3月31日現在） 

  

１．その他有価証券で時価のあるもの 

（注） 当社における株式の減損処理の方法は、次のとおりであります。 

    下落率が50％以上の場合は、全ての株式を減損処理の対象とし、時価と簿価の差額について評価損を計上 

    することとしております。 

    下落率が30％以上50％未満の場合は、個別に回復可能性を検証したうえで回復可能性があるものを除く株 

    式について減損処理の対象とし、時価と簿価の差額について評価損を計上することとしております。 

    具体的には、次の①または②に該当する場合を減損処理の対象としております。 

     ①債務超過の状態である。 

     ②経常損失を計上しており、翌期もそのように予想される。  

  
 

   
種類 

取得原価 

（千円） 

貸借対照表計上額 

（千円） 

差額 

（千円） 

貸借対照表計上額が取得原価を

超えるもの 
株式 16,373 29,374 13,000 

貸借対照表計上額が取得原価を

超えないもの 

株式 28,908 28,701 △206 

その他 7,374 7,319 △55 

合   計    52,656 65,395 12,738 

   貸借対照表計上額 

(千円) 

子会社株式                                      10,000 

   
種類 

取得原価 

（千円） 

貸借対照表計上額 

（千円） 

差額 

（千円） 

貸借対照表計上額が取得原価を

超えるもの 

株式 41,548 81,439 39,890 

その他 7,374 7,541 166 

貸借対照表計上額が取得原価を

超えないもの 
株式 4,968 4,641 △326 

合   計    53,891 93,622 39,731 



２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

  

（デリバティブ取引関係） 

  前事業年度（自 平成16年4月1日  至 平成17年3月31日）及び当事業年度（自 平成17年4月1日  至 

  平成18年3月31日） 

   当社は、前事業年度及び当事業年度のいずれにおいてもデリバティブ取引を全く利用していないので該当 

  事項はありません。  

  
   

（退職給付関係） 

１．採用している退職給付制度の内容 
  当社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けております。 
  適格退職年金制度は、昭和63年3月期及び平成8年3月期より、定年退職者及び勤続年数が20年以上の 
 中途退職者の退職金の一部について採用しております。 
  なお、平成18年4月1日に適格退職年金制度を中小企業退職金共済制度へ移行しております。 
 この移行に伴う翌期の損益に与える影響はありません。     

 

２．退職給付債務及びその内訳 

（注） 当社は、退職給付債務の算定方法として簡便法を採用しております。 

  

３．退職給付費用の内訳 

  

  

  

 

  貸借対照表計上額 

(千円) 

子会社株式                                      10,000 

  前事業年度 

（平成17年3月31日） 

（千円） 

当事業年度 

（平成18年3月31日） 

（千円） 

(1) 退職給付債務 

(2) 年金資産 

(3) 退職給付引当金(1)―(2) 

      111,553 

      82,318 

      29,234 

     132,774 

     87,709 

     45,065 

  前事業年度 

（自 平成16年4月 1日 

  至 平成17年3月31日） 

（千円） 

当事業年度 

（自 平成17年4月 1日 

  至 平成18年3月31日） 

（千円） 

   勤務費用 

   退職金規程の改定に伴う損失 

     13,975 

     － 

     15,366 

     9,488 

   退職給付費用      13,975      24,854 



  

（税効果会計関係） 

  

  
  

   

前事業年度 

（平成17年3月31日現在） 

当事業年度 

（平成18年3月31日現在） 

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 

（流動の部） 

  

（固定の部） 

  

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、記

載を省略いたします。 

繰延税金資産    

 賞与引当金繰入限度超過額 6,592千円 

 未払事業税 3,255千円 

その他 184千円 

繰延税金資産合計 10,033千円 

繰延税金資産    

  退職給付引当金繰入限度超過額 10,678千円 

 役員退職慰労引当金 62,932千円 

 ゴルフ会員権評価損 8,060千円 

 その他有価証券評価差額金 105千円 

 減価償却超過額 4,329千円 

繰延税金資産合計 86,106千円 

  

繰延税金負債   

 その他有価証券評価差額金 5,226千円 

繰延税金負債合計 5,226千円 

繰延税金資産の純額 80,880千円 

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 

（流動の部） 

  

（固定の部） 

  

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、記

載を省略いたします。 

繰延税金資産   

 賞与引当金繰入限度超過額 6,391千円 

 未払事業税 5,925千円 

その他 834千円 

繰延税金資産合計 13,151千円 

繰延税金資産    

  退職給付引当金繰入限度超過額 18,116千円 

 役員退職慰労引当金 63,772千円 

 ゴルフ会員権評価損 8,602千円 

 その他有価証券評価差額金 131千円 

 減価償却超過額 1,971千円 

繰延税金資産合計 92,595千円 

  

繰延税金負債   

 その他有価証券評価差額金 16,103千円 

繰延税金負債合計 16,103千円 

繰延税金資産の純額 76,492千円 



（持分法損益等） 

 前事業年度（自 平成16年4月1日  至 平成17年3月31日） 

  該当事項はありません。 

 当事業年度（自 平成17年4月1日  至 平成18年3月31日） 

  該当事項はありません。 

  

  

（関連当事者との取引） 

 前事業年度（自 平成16年4月1日  至 平成17年3月31日） 

  該当事項はありません。 

 当事業年度（自 平成17年4月1日  至 平成18年3月31日） 

  該当事項はありません。 

  

  

（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） 

  

潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新

株予約権付社債等潜在株式を発行していないため記載して

おりません。 

1株当たり純資産額 592円01銭

1株当たり当期純利益金額 66円59銭

  

潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新

株予約権付社債等潜在株式を発行していないため記載して

おりません。 

1株当たり純資産額 660円31銭

1株当たり当期純利益金額 74円77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）      150,151      167,630 

普通株主に帰属しない金額（千円）      7,450      7,400 

（うち利益処分による役員賞与金）      (7,450)      (7,400) 

普通株式に係る当期純利益（千円）      142,701      160,230 

期中平均株式数（株）    2,143,000    2,143,000 



   

（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） 

  該当事項はありません。 

 当事業年度（自 平成17年4月1日  至 平成18年3月31日） 

  当社は平成18年2月22日に締結した営業譲受契約に関連して、以下のとおり資金の借入及び重要な子会社 

 の設立を行いました。主な内容は以下のとおりであります。  

  1.資金の借入 

    当社は、下記のとおり、平成18年5月22日から平成18年6月6日までに、総額230,000千円の借入を実施 

   しております。 

   (1)資金の使途 子会社設立資金として使用しております。 

   (2)借入先 株式会社伊予銀行、株式会社三菱東京UFJ銀行、株式会社泉州銀行、株式会社近畿大阪銀行 

   (3)利率 年2.175%～2.375% 

   (4)返済方法 毎月返済 

   (5)実施時期 平成18年5月22日～平成18年6月6日 

   (6)返済期限 平成23年6月30日 

   (7)担保提供資産 新たに担保資産は提供しておりません。 

  2.重要な子会社等の設立 

    平成18年2月20日開催の取締役会において、営業譲受のための子会社を設立することを決議し、平成18 

   年6月9日に子会社 株式会社ウィルワンカードに250,000千円の出資をいたしました。 

     子会社の概要 

      ①名称 株式会社ウィルワンカード 

      ②事業内容 カード製造・販売に関する営業 

      ③資本金等 資本金250,000千円、発行する株式数5,000株 

      ④当社の出資割合 100% 

   

 

  
  

  

 



（追加情報） 

 前事業年度（自 平成16年4月1日  至 平成17年3月31日） 

  該当事項はありません。 

 当事業年度（自 平成17年4月1日  至 平成18年3月31日） 

  重要な営業の譲受 

   当社は新会社を設立し、ウィルワン株式会社及び同社の100%子会社であるニューネットカード株式会社から 

  営業を譲受ける契約を平成18年2月22日付で締結いたしました。契約の内容は以下のとおりであります。 

  (1)営業譲受の理由 

   競争が激化している東日本地域の販売強化により、カード製造及び販売事業の長期的な発展を図るため 

  (2)譲受ける相手会社の名称 

   ウィルワン株式会社 

   ニューネットカード株式会社 

  (3)譲受ける事業の内容 

   譲渡人が行っている事業のうちカード事業に関する営業 

  (4)譲受ける資産・負債の額 

   譲受ける資産の内容は営業権、棚卸資産、建物附属設備、機械及び装置、車両運搬具、工具器具備品、 

   電話加入権であります。 

  (5)譲受け価額及び決済方法 

   譲受け価額 230,000千円 

   決済方法 現金決済 

  (6)譲受けの日程 

   譲渡日 平成18年7月1日（予定） 

   決済日 平成18年7月1日（予定） 

  (7)その他 

   ウィルワン株式会社及び同社の100%子会社であるニューネットカード株式会社から営業を譲受ける新会社 

   を設立し、当社より取締役を派遣いたします。 

   また、本営業に従事している譲渡人の従業員は、譲渡日において一旦退職の上で新会社に引き継ぐ予定で 

   あります。 

  

  なお、新会社の設立状況は（重要な後発事象）「重要な子会社等の設立」に記載のとおりであります。 

  

  



⑤【附属明細表】 

    【有価証券明細表】 

    【株式】 

 
    【その他】 

  

 

投資有価証券 
その他有価証
券 

銘柄 
株式数 

㈱ 

貸借対照表計上額 

（千円） 

㈱伊予銀行 20,000 25,320 

㈱三菱ＵＦＪフィナンシャルグループ 1 2,232 

㈱みずほフィナンシャルグループ 10 9,630 

㈱フジ 2,545 4,641 

㈱鶴見製作所 2,000 2,780 

アロン化成㈱ 1,000 678 

㈱ナック 1,000 2,230 

㈱泉州銀行 86,000 37,582 

ダイニック㈱ 2,249 987 

小   計 114,805 86,081 

計 114,805 86,081 

投資有価証券 
その他有価証
券 

種類及び銘柄 投資口数等（口） 
貸借対照表計上額 

（千円） 

追加型証券投資信託 700 7,541 

計 700 7,541 



  

    【有形固定資産等明細表】 

（注）１．当期増加額・減少額のうち主なものは次のとおりであります。 

   ２．無形固定資産の金額は資産の総額の１％以下であるため、「前期末残高」、「当期増加額」及び「当期減少 

額」の記載を省略しております。 

   

   

   

    【社債明細表】 

     該当事項はありません。 

   

 

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 960,487 2,475 210 962,752 527,763 29,534 434,988 

 構築物 20,882 1,845 ― 22,728 11,814 1,205 10,914 

 機械装置 645,253 4,700 ― 649,953 427,088 54,990 222,864 

 車輌運搬具 21,416 2,869 ― 24,286 19,348 858 4,938 

 工具器具備品 149,055 14,558 5,544 158,069 130,947 11,667 27,121 

 土地 292,208 ― ― 292,208 ― ― 292,208 

 建設仮勘定 ― 3,500 ― 3,500 ― ― 3,500 

有形固定資産計 2,089,305 29,948 5,755 2,113,498 1,116,961 98,256 996,536 

無形固定資産                 

 電話加入権 ― ― ― 960 ― ― 960 

 ソフトウェア ― ― ― 25,126 16,688 4,036 8,437 

無形固定資産計 ― ― ― 26,086 16,688 4,036 9,398 

機械装置 増加額 本社カード製造設備 3,150千円 

工具器具備品 増加額 本社カード製造設備 7,024千円 

工具器具備品 増加額 四国工場カード製造設備 7,533千円 



    【借入金等明細表】 

（注）１．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．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の貸借対照表日後５年内における返済予定額は以下の 

とおりであります。 

   

   

   

    【資本金等明細表】 

（注）当期増加額は、前期決算の利益処分に伴う積立によるものであります。 

   

 

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 15,000 15,000 1.667 ― 

１年以内に返済予定の長期借入金 107,677 96,668 1.915 ― 

長期借入金（１年以内に返済予定のも

のを除く） 
315,400 218,732 2.283 平成19年4月～31年2月 

その他有利子負債 ― ― ― ― 

計 438,077 330,400 ― ― 

  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 50,129 31,136 28,776 23,996 

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） 323,200 ― ― 323,200 

資本金のうち既
発行株式 

普通株式 （株） (2,143,000) ― ― (2,143,000) 
普通株式 （千円） 323,200 ― ― 323,200 
計 （株） (2,143,000) ― ― (2,143,000) 
計 （千円） 323,200 ― ― 323,200 

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） 

100,600 ― ― 100,600 

計 （千円） 100,600 ― ― 100,600 

利益準備金及び
任意積立金 

（利益準備金）  （千円） 38,000 ― ― 38,000 
（任意積立金） 
別途積立金  (注) （千円） 

825,000 120,000 ― 945,000 

計 （千円） 863,000 120,000 ― 983,000 



   

    【引当金明細表】 

（注）貸倒引当金の「当期減少額のその他」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額3,525千円及び個別貸倒見積額のうち、 

 債権回収に伴う取崩額125千円であります。 

  

 

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 3,917 3,980 266 3,650 3,980 

賞与引当金 16,400 15,900 16,400 ― 15,900 

役員退職慰労引当金 156,547 2,091 ― ― 158,639 



  

(2)【主な資産及び負債の内容】 

 ① 流動資産 

  イ．現金及び預金 

  

  

  ロ．受取手形 

     相手先別内訳 

  

     期日別内訳  

  

 

区      分 金    額（千円） 

 現金 1,077 

預金 

当座預金 277,871 

普通預金 15,816 

定期預金 107,190 

別段預金 735 

小計 401,614 

合計 402,691 

相    手    先 金    額（千円） 

㈱ワールドコウゲイ 54,489 

日本データカード㈱ 15,337 

㈱日本管理ラベル 10,076 

東洋紙業㈱ 9,828 

㈱ハゴロモ 7,972 

その他 99,176 

合計 196,880 

期    日    別 金    額（千円） 

     平成18年4月 55,135 

         5月 55,141 

         6月 44,485 

         7月 41,246 

         8月 870 

合計 196,880 



  

   ハ．売掛金 

     相手先別内訳  

  

   売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。 

  

  

ニ．商品 

  

  

  

   ホ．原材料 

  

 

相    手    先 金    額（千円） 

㈱ワールドコウゲイ 20,653 

ニューネットカード㈱ 14,452 

太陽石油販売㈱ 12,783 

アシヤ印刷㈱ 7,344 

㈱日本管理ラベル 東京営業所 5,391 

その他 164,981 

合計 225,607 

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) 

  
 

216,840 1,473,930 1,465,163 225,607 86.7 54.8 

品       目 金     額（千円） 

カードケース 222 

合計 222 

品       目 金     額（千円） 

塩ビ 21,529 

ペット 13,354 

インク 2,868 

その他 962 

合計 38,713 



  

   へ．仕掛品 

  

  

   ト．貯蔵品 

  

   

 ② 固定資産 

  イ．保険積立金 

   

品       目 金     額（千円） 

カード 19,969 

磁気シート 7,041 

合計 27,010 

品       目 金     額（千円） 

用度類他雑品 7,511 

販促物貯蔵品 120 

合計 7,632 

区       分 金     額（千円） 

年金保険  128,970 

合計 128,970 



   

 ③ 流動負債 

  イ．支払手形 

     相手先別内訳 

  

     期日別内訳                  

  

  

  

   ロ．買掛金 

  

  

  

  

  

  

  

 (3)【その他】 

   該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

  

相    手    先 金     額（千円） 

㈱樟陽商会 28,808 

ダイニック・ジュノ㈱ 18,510 

大日本インキ化学工業㈱ 12,736 

大阪平版機材㈱ 10,449 

中島洋紙㈱ 9,126 

その他 24,923 

合計 104,555 

期    日    別 金     額（千円） 

平成18年4月 23,520 

    5月 22,917 

    6月 18,173 

    7月 39,944 

合計 104,555 

相    手    先 金     額（千円） 

㈱樟陽商会 9,392 

ダイニック・ジュノ㈱  3,239 

㈱ＴＭＰ 2,859 

大日本インキ化学工業㈱ 2,567 

大阪平版機材㈱ 2,482 

その他 15,329 

合計 35,870 



第６【提出会社の株式事務の概要】 
  

  

   

  

決算期 ３月３１日 

定時株主総会 ６月中 

基準日 ３月３１日 

株券の種類 100株券、1,000株券、10,000株券 

中間配当基準日 ９月３０日 

１単元の株式数 １００株 

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 

 名義書換手数料 無料 

 新券交付手数料 印紙税相当額 

単元未満株式の買取り    

 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 

 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 大阪市において発行する日本経済新聞 

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38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28日近畿財務局長に提出 

 (2)     有価証券報告書の訂正報告書 

    事業年度（第38期）（自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日）  平成17年10月27日近畿財務局長に提出 

    の有価証券報告書に係る訂正報告書 

 (3)     半期報告書  

    第39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8日近畿財務局長に提出 

 (4)     臨時報告書  

    企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第16号（営業   平成18年2月24日近畿財務局長に提出 

    譲受に係る契約の締結）の規定に基づくもの 

 (5)     臨時報告書  

    企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号（特定    平成18年6月15日近畿財務局長に提出 

    子会社の異動）の規定に基づくもの 

  

  



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２８日

カ ー デ ィ ナ ル 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

  

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」に掲げられているカーディナル株式会

社の平成１６年４月１日から平成１７年３月３１日までの第３８期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、キャ

ッシュ・フロー計算書、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、カーディナル株式会

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事業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。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 西 山 俊 明 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 蔭 山 幸 男 

      



独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 

平成１８年６月２８日

カ ー デ ィ ナ ル 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

  

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」に掲げられているカーディナル株式会

社の平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの第３９期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、キャ

ッシュ・フロー計算書、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、カーディナル株式会

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事業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。 

  

追記情報 

 １．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成１８年５月２２日から平成１８年６月６日までに多額の借入を実施して

いる。 

 ２．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成１８年６月９日に子会社 株式会社ウィルワンカードを設立している。 

  

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。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 西 山 俊 明 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 蔭 山 幸 男 
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