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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 

回次 第20期 第21期 第22期 第23期 第24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） 6,417,975 8,807,754 9,761,626 10,100,509 9,650,324 

経常利益（千円） 1,408,149 1,922,289 2,213,310 2,405,686 1,782,731 

当期純利益（千円） 755,556 963,014 1,236,848 1,327,683 933,578 

純資産額（千円） 5,448,892 6,320,366 7,342,347 8,639,707 9,333,223 

総資産額（千円） 7,881,297 8,689,408 9,966,296 11,281,794 11,696,284 

１株当たり純資産額（円） 1,187.54 1,373.19 1,600.98 1,875.88 2,024.39 

１株当たり当期純利益金額

（円） 
164.67 209.70 269.65 288.92 202.50 

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額（円） 
163.52 208.85 268.49 286.96 202.20 

自己資本比率（％） 69.1 72.7 73.7 76.6 79.8 

自己資本利益率（％） 14.8 16.4 18.1 16.6 10.4 

株価収益率（倍） 35.34 19.50 30.22 25.37 29.62 

営業活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
1,157,853 861,203 1,150,779 1,322,052 223,406 

投資活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
746,007 △389,956 △69,767 32,602 △598,412 

財務活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
△120,824 △119,492 △261,671 △173,129 △279,364 

現金及び現金同等物の期末残

高（千円） 
3,031,892 3,374,072 4,182,610 5,356,873 4,713,920 

従業員数（人） 

（外、平均外務員数） 

262 

(－) 

299 

(31) 

333 

(79) 

359 

(115) 

407 

(85) 



(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21期の発行済株式総数及び資本金の増加は、旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の権利行使

（17,000株）によるものであります。 

３．第21期の１株当たり配当額の内訳は、普通配当20円00銭、記念配当10円00銭であります。 

４．第22期の発行済株式総数及び資本金の増加は、旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の権利行使  

（12,000株）を行ったことによるものであります。 

５．第22期の１株当たり配当額の内訳は、普通配当30円00銭、記念配当10円00銭であります。 

６．第23期の発行済株式総数及び資本金の増加は、旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の権利行使  

（5,000株）を行ったことによるものであります。 

７．第24期の発行済株式総数及び資本金の増加は、旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の権利行使  

（6,000株）を行ったことによるものであります。 

回次 第20期 第21期 第22期 第23期 第24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） 6,417,975 8,807,754 9,761,626 10,100,509 9,617,840 

経常利益（千円） 1,324,105 1,809,139 2,226,870 2,393,132 1,729,905 

当期純利益（千円） 719,834 927,951 1,231,258 1,370,074 956,309 

資本金（千円） 974,157 981,994 987,526 989,831 992,597 

発行済株式総数（株） 4,588,390 4,605,390 4,617,390 4,622,390 4,628,390 

純資産額（千円） 5,327,865 6,170,680 7,197,875 8,544,700 9,250,315 

総資産額（千円） 7,315,209 8,117,040 9,348,043 10,768,791 11,124,374 

１株当たり純資産額（円） 1,161.16 1,340.67 1,569.48 1,855.25 2,006.40 

１株当たり配当額 

（うち１株当たり中間配当

額）（円） 

20.00 

(－) 

30.00 

(－) 

40.00 

(－) 

50.00 

(－） 

50.00 

(－） 

１株当たり当期純利益金額

（円） 
156.89 202.07 268.43 298.15 207.43 

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額（円） 
155.79 201.25 267.28 296.12 207.13 

自己資本比率（％） 72.8 76.0 77.0 79.3 83.2 

自己資本利益率（％） 14.4 16.1 18.4 17.4 10.7 

株価収益率（倍） 37.10 20.24 30.36 24.58 28.92 

配当性向（％） 12.7 14.8 14.9 16.8 24.1 

従業員数（人） 

（外、平均外務員数） 

216 

(－) 

234 

(31) 

278 

(79) 

304 

(115) 

346 

(85) 



２【沿革】 

昭和57年６月 電解還元水整水器の製造及び販売を目的として、株式会社日本トリム設立 

昭和58年５月 電解還元水整水器『トリムイオンTI-100』が厚生省の製造承認(58B-491)を受け、販売開始 

（OEM製造元：株式会社フジ医療器） 

昭和58年７月 パナック株式会社が商号を株式会社京都トリム（現京都営業所）に変更し当社の代理店となる 

昭和60年３月 株式会社ヘルシーライフが商号を株式会社兵庫トリムに変更して当社の代理店となる 

昭和60年12月 東京都豊島区に株式会社関東トリム（東京営業所を吸収）設立 

平成２年２月 高知県土佐清水市に土佐清水工場（現株式会社トリムエレクトリックマシナリー）開設 

平成３年８月 高知県高知市に研究所開設 

平成４年11月 株式会社兵庫トリムが株式会社中国トリムに商号変更 

平成６年３月 株式会社中国トリムが株式会社トリムエレクトリックマシナリーに商号変更 

平成７年４月 台湾大学との共同研究を開始 

平成８年３月 九州大学大学院農学研究科遺伝子資源工学専攻細胞制御工学教室との共同研究開始 

平成８年４月 株式会社関東トリム及びトリムラボ株式会社を吸収合併 

平成８年４月 株式会社トリムエレクトリックマシナリーより営業権を譲受、製造部門を当社より譲渡、 

主に『トリムイオンTI-7000』を製造開始 

平成９年５月 九州大学大学院との共同研究の論文を米国科学誌『BBRC』に掲載 

平成９年６月 九州大学大学院との共同研究の論文をプレス発表 

平成10年１月 大阪市北区大淀中一丁目８番34号に本社を移転 

平成11年１月 米国メリーランド州に現地法人TRIM USA CORPORATION設立 

平成12年１月 佳特健康事業股份有限公司及び萬華病院と血液透析に関する臨床試験委託契約締結 

平成12年６月 ユーストア上地店（当社賃貸店舗）オープン 

平成12年９月 TRIM USA CORPORATION（米国メリーランド州）がTRIMGEN CORPORATIONに商号変更 

平成12年11月 日本証券業協会に株式を店頭登録 

平成14年９月 株式会社トリムエレクトリックマシナリー高知工場の新設、操業開始 

平成15年２月 東京証券取引所市場第２部に上場 

平成15年６月 九州大学大学院との共同研究による「Ｉ型糖尿病に対する効果」に関する論文を蘭科学誌

「Cytotechnology」に掲載 

平成15年７月 台湾大学との共同研究による「人工透析」における臨床試験に関する論文を米医学誌

「Kidney International」に掲載 

平成15年10月 HS課よりHS事業部へ改称 

平成16年３月 東京証券取引所市場第１部に上場 

平成16年４月 九州大学との産学共同ベンチャー、株式会社機能水細胞分析センター設立 

平成16年10月 金融・信販子会社、株式会社トリムフィナンシャルサービス設立 

平成16年11月 「水と健康を考える」シンポジウム開催 

平成17年３月 財団法人田附興風会医学研究所北野病院内に北野病院トリムプラザ開設 

平成17年９月 長崎営業所開設 

平成17年９月 東京オフィス開設 

平成17年９月 株式会社トリムエレクトリックマシナリーが ISO9001:2000、ISO13485:2003取得 

平成17年10月 中国広東省広州市に広州多寧健康科技有限公司設立 

平成17年11月 松山営業所開設  

平成17年12月 長野営業所開設 

平成18年３月 健康関連商品販売会社、株式会社トリム・オプティマル・ヘルス設立 



３【事業の内容】 

 当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（株式会社日本トリム）、連結子会社である株式会社トリムエ

レクトリックマシナリー、TRIMGEN CORPORATION、株式会社機能水細胞分析センター、株式会社トリムフィナンシャ

ルサービス、広州多寧健康科技有限公司、株式会社トリム・オプティマル・ヘルス並びに持分法適用関連会社である

株式会社GIバイオポリスの８社により構成されております。 

 当連結会計年度におきましては、10月に、中国広東省広州市に当社81％、住友商事グループ19％出資の製造・販売

子会社、広州多寧健康科技有限公司を設立いたしました。また本年３月には健康食品、ボトルドウォーター並びに健

康関連機器等の販売子会社、株式会社トリム・オプティマル・ヘルスを設立いたしました。 

 なお、当社は事業の種類別セグメント情報の開示を行っておりませんので、参考として事業部門別に当社グループ

の事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係わる位置付けを記載いたしますと、次の通りであります。 

(1）販売部門 

(2）保守・メンテナンス部門 

(3）研究・開発部門 

(4)連結子会社（６社） 

(5）持分法適用関連会社（1社） 

ＤＳ・ＨＳ事業部 
ＤＳ：職域販売を主たる販売形態とする事業部（DIRECT SALEの略） 

ＨＳ：整水器取付サービス・顧客アフターフォロー（HOME SALEの略） 

業務部ＭＳ課 ＯＥＭ販売、一般卸の事業部（MARKET SALEの略） 

ＳＳ事業部 百貨店、スーパーでの催事販売を主とする事業部（STORE SALEの略） 

業務部 ＣＳ課 カートリッジ販売窓口 ： 業務課 アフターサービス対応 

お客様サービス室 顧客相談・個人情報管理 

研究開発部 本社 電解還元水の研究開発 ： 高知開発部 整水器及びその他機器の研究開発 

ＭＤ室 医療機器開発（MEDICAL DEVICEの略） 

株式会社トリムエレクトリックマシナリー （電解還元水整水器・電位治療器等製造事業） 

TRIMGEN CORPORATION （異常遺伝子検索キット研究開発） 

株式会社機能水細胞分析センター （機能水及び活性水素の測定、科学分析） 

株式会社トリムフィナンシャルサービス （割賦販売斡旋業務・割賦販売業務） 

広州多寧健康科技有限公司 （電解還元水整水器・飲料水等製造販売） 

株式会社トリム・オプティマル・ヘルス （健康食品・飲料水等通信販売） 

株式会社GIバイオポリス （ＩＴＦ：消化管損傷修復因子の医療応用研究） 



 以上述べた事項を事業系統図によって示すと次の通りであります。 



４【関係会社の状況】 

 （注）１．主要な事業内容欄には、取扱製品の名称を記載しております。 

２．連結子会社株式会社トリムエレクトリックマシナリーは、特定子会社に該当します。 

３．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している関係会社はありません。 

４．最近連結会計年度における連結財務諸表の売上高に占める連結子会社の売上高（連結会社相互間の内部売上

高を除く）の割合が100分の10未満のため、主要な損益情報等は記載しておりません。 

名称 住所 資本金 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）      

㈱トリムエレクトリ

ックマシナリー 

高知県 

南国市 

50 

（百万円） 

整水器 

電位治療器等 

製造販売 

100 

当社の販売する電解還元水整

水器等を製造している。 

設備資金の貸付あり。 

役員の兼任４名。 

（連結子会社）      

TRIMGEN 

CORPORATION 

米国 

メリーランド州 

10 

（千米ドル）

異常遺伝子検索キ

ット 

医療機器 

80 

主として遺伝子検索システム

を開発研究している。 

運転資金の貸付あり。 

役員の兼任２名。 

（連結子会社）         

㈱機能水細胞分析セ

ンター 

福岡市 

博多区 

10 

（百万円） 

活性水素の測定 

機能水科学分析 
70 

活性水素の測定及び機能水の

研究をしている 

 役員の兼任３名。 

（連結子会社）         

㈱トリムフィナンシ

ャルサービス 

大阪市 

北区 

50 

（百万円） 
割賦販売業務 100 

当社の顧客に対する割賦販売

業務 

役員の兼任３名 

（連結子会社）         

広州多寧健康科技有

限公司 

中国 

広東省 

900 

（千米ドル）

電解還元水整水器

飲料水等 

製造販売 

81 

中国における電解還元水整水

器等の製造・販売 

 役員の兼任３名。 

（連結子会社）         

㈱トリム・オプティ

マル・ヘルス 

東京都 

千代田区 

30 

（百万円） 

健康食品・飲料水

等 

通信販売 

90 

新販売チャネルの開拓を目的

とした販売業務 

 役員の兼任３名。 

（持分法適用関連会

社） 

  

  
      

㈱GIバイオポリス 

  

大阪府 

豊中市 

17 

（百万円） 

消化管損傷修復因

子の医療研究 

  

41 

消化管損傷修復因子の医療研

究をしている。 

  



５【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員であり、外務員数は年間の平均人員を（ ）外数で記載しております。 

２．従業員数が前期末に比し、48名増加しましたのは、営業拠点の新設（長崎、松山、長野）等による、営業人

員の新規採用を行ったためであります。 

(2）提出会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員であり、外務員数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．従業員数が前期末に比し、42名増加しましたのは、営業拠点の新設（長崎、松山、長野）等による、営業人

員の新規採用を行ったためであります。 

(3）労働組合の状況 

 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  平成18年３月31日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人） 

全社 407 (85) 

合計 407 (85) 

  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（千円） 

346 (85) 34.5 5.1 5,130 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 当社グループの当連結会計年度(平成17年４月１日～平成18年３月31日)の業績は、売上高9,650百万円（前期比

4.4％減）、営業利益1,700百万円（同23.3％減）、経常利益1,782百万円（同25.8％減）、当期純利益933百万円（同

29.7％減）と創業以来、初の減収になりました。 

 しかし、当社は当連結会計年度において中長期的視野に立った積極投資、体制の構築を行っており、これらの取り

組みをもとに、次期より再び、過去最高売上高を計上できるものと確信いたしております。 

[整水器販売事業分野] 

 平成17年４月の薬事法改正において、医療機器販売店に有資格者の設置が義務づけられる方針が当初発表され、業

界全体が一時混乱しました。昨年12月に整水器（医療用物質生成器）は適用除外とする方針が出、業界の混乱は収束

しましたものの、この影響による新規開拓の遅れを取り戻すには至りませんでした。しかし、ストックビジネスであ

るカートリッジ販売に関しましては、売上高1,191百万円（同39.9％増）と安定した収益源に成長。次期以降も確実

な成長を見込んでおります。 

[研究開発分野] 

 基礎研究分野では、九州大学大学院白畑實隆教授グループとの「電解還元水の更なる機能解明」を目的とする新プ

ロジェクト（平成17年９月～平成20年３月末、研究開発費約３億円）が順調に立ち上りました。また、新共同論文が

蘭学術誌「サイトテクノロジー」に掲載されております。 

 医療分野においては、国内病院での人工透析への応用に関する臨床データを、昨年11月の米国腎臓学会にて発表い

たしました。 

 そして、本年１月には、台湾大学医学部との新共同論文を米医学誌「キドニーインターナショナル」に投稿・受理

されております。 

 これらの臨床研究成果をもとに、血液透析用電解還元水整水器の販売及び将来の腹膜透析、輸液への応用に向けた

研究を進めております。 

 電解還元水の透析への応用については、当社初期計画より２年程度遅れておりますが、着実に研究は進んでおり、

次期より事業展開を開始できる予定です。この分野の将来性は非常に高く、将来の当社基軸ビジネスになるものと大

きく期待しております。 

 また、新たな研究分野として、筑波大学人間総合科学研究科とスポーツ科学の見地に立った、電解還元水とミネラ

ルウォーターとの比較実験を実施いたしました。本年８月開催予定の日本体育学会にて発表、その後国際学術誌に論

文投稿する予定です。 

 財団法人田附興風会医学研究所北野病院とも、引き続き、産病共同研究、事業展開に向けて取り組んでおります。

[海外事業分野] 

 昨年10月、中国政府の認可を受け、中国広東省広州市に住友商事グループと「広州多寧健康科技有限公司」を設立

いたしました。 

 2008年の北京オリンピック、2010年の上海万博等を控え、引き続き成長を続ける中国市場開拓を目指し、現在、華

南（広州、香港等）・華東地区（上海等）を中心に営業活動を行っており、次期より売上に貢献してまいります。 

また、上記の研究開発により得られたデータをもとに、近い将来、国内外でのボトリング事業への参入を計画してお

ります。 

 ボトルドウォーター市場は、現在、国内で約1,600億円、世界で約５兆円規模であり、今後、大手現地法人等との

アライアンスのもと、東南アジア、そして米国・欧州へと全世界での市場開拓を進めてまいります。 

[TRIMGEN CORPORATION] 

 米国バイオ子会社TRIMGEN CORPORATIONにおいては、ＦＤＡ認可取得へ向け、昨年10月にＡＳＲ（診断用試薬）登

録を完了、販売を開始いたしました。米国及び日本国内にて実際に売上計上が始まっております。 

 また、ＩＰＯへ向けて、更なる研究開発の促進と共にマーケティング等に取り組んでまいりました。 



[新規事業分野] 

 本年３月に新販売チャネル開拓を視野に入れ子会社、株式会社トリム・オプティマル・ヘルスを設立いたしまし

た。 

 また、将来の当社グループとの相乗効果を睨み、アンチエイジング分野、バイオ分野等への出資も積極的に行って

おります。 

[その他] 

 昨年９月、当社グループの経営目標である「オンリーワン企業の構築」の早期実現のため、更なる経営情報の収集

及びグループ経営の推進を目的に、東京都千代田区に東京オフィスを開設いたしました。 

 本年２月には、スポーツ選手にとって重要な水分補給の面からの貢献及びトリムブランドの認知度の向上を目的

に、プロ野球球団オリックス・バファローズとオフィシャルウォーター契約を締結いたしました。 

 また、３月に高知県南国市にて開催されました全国初の地方サッカー協会主催女子フットサル大会ではオフィシャ

ルスポンサーとして協賛するなど、「水」を通じたスポーツ振興等への社会貢献活動にも積極的に取り組んでまいり

ました。 

 当連結会計年度においては、このような事業展開のもと、トリムグループの将来の飛躍に向け、その礎を着実に構

築しております。 

 事業部別の業績の概況は以下のとおりであります。 

［ＤＳ事業部（職域販売を主たる販売形態とする事業部）］ 

 長崎、松山、長野の３営業所を新設したものの、改正薬事法による業界混乱の影響を回復するには至らず、当期の

売上高は、4,406百万円（前期比0.9%減）となりました。 

［ＨＳ事業部（ＤＳ事業部の販売する整水器の取付と紹介販売を主とする事業部）］ 

 整水器の取付と拡販・顧客満足度の向上に取り組んでまいりました。当期の売上高は729百万円（同10.0%増）とな

りました。 

［ＳＳ事業部（百貨店、量販店等での催事販売を主とする事業部）］ 

 外務員等の人員再編が当初計画より遅れ、また、改正薬事法の影響を最も強く被り、当期の売上高は1,097百万円

（同22.5％減）となりました。 

［業務部（OEM販売、一般卸販売の事業部）］ 

 整水器、その他製品の新規ＯＥＭ契約を締結いたしましたが、収益への本格的貢献は次期からであり、既存大手Ｏ

ＥＭ先の落ち込みをカバーするには至りませんでした。当期の売上高は1,971百万円（同20.1％減）となりました。 

［製品別売上高］ 

品種 

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） 

金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％） 

電解還元水整水器 8,837 87.5 7,993 82.8 

カートリッジ 851 8.4 1,191 12.4 

電位治療器 88 0.9 90 0.9 

電解還元温泉器 129 1.3 164 1.7 

その他 193 1.9 209 2.2 

合計 10,100 100.0 9,650 100.0 



(2）キャッシュ・フロー 

 当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前期より642百万円減少し

4,713百万円（前期比12.0％減）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通りであります。 

（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223百万円 （同83.1％減）となりました。 

 これは主に、税金等調整前当期純利益1,721百万円（同26.9％減）がありましたが、法人税等の支払額1,116百万円

（同8.8％増）、割賦売掛金764百万円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） 

 投資活動に使用された資金は598百万円、前期比631百万円増となりました。 

 これは主に、九州大学との共同研究における設備投資101百万円、大阪市中央区の新築マンション165百万円の購

入、株式会社トリムエレクトリックマシナリー（高知県）現所在地の隣地の土地の取得56百万円等の有形固定資産の

取得によるものであります。 

 また、アンチエイジング分野、バイオ分野の投資有価証券（非上場株式）取得により199百万円支出しておりま

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279百万円（同61.3％増）となりました。 

 これは主に1株当たり50円の普通配当(過去最高）により配当金支払額が230百万円（同25.5％増）となったことに

よるものであります。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 当連結会計年度の生産実績を製品別に示すと、次の通りであります。 

 （注）１．金額は提出会社の仕入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。 

(2）受注状況 

 製造子会社である株式会社トリムエレクトリックマシナリーは見込生産を行っているため、該当事項はありませ

ん。 

(3）販売実績 

 当連結会計年度の販売実績を製品別に示すと、次の通りであります。 

 （注）１．総販売実績に対する輸出高の割合は100分の10未満であります。 

２．最近２連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次の通りであ

ります。 

３．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

製品別 
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（％） 

電解還元水整水器（千円） 2,073,560 87.2 

カートリッジ（千円） 475,455 135.5 

電位治療器（千円） 52,410 127.0 

電解還元温泉器（千円） 59,300 81.0 

合計（千円） 2,660,725 93.6 

製品別 
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（％） 

電解還元水整水器（千円） 7,993,769 90.5 

カートリッジ（千円） 1,191,962 139.9 

電位治療器（千円） 90,563 102.3 

電解還元温泉器（千円） 164,949 127.3 

その他（千円） 209,079 108.0 

合計（千円） 9,650,324 95.5 

相手先 
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） 

丸紅株式会社 
金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

1,576,333 15.6 1,339,798 13.9 



３【対処すべき課題】 

 今後の当社グループが最も留意すべき点は安定株主の増加にあります。そのための対処すべき当面の課題としては、①

株主資本利益率の向上、②IRの充実、③トリムブランドの構築、④内部統制システムの構築が挙げられます。 

① まず、株主資本利益率の向上のためには当然のこと売上高増大を図らなければなりません。ＤＳ・ＨＳ事業部で

は、ＤＳの職域の新規開拓、ＨＳの顧客満足度の向上に取り組み、店頭催事販売を行うＳＳ事業部とあわせ、当社の

強みである直販体制の一層の強化を行ってまいります。そのために営業員個々のレベルアップに注力いたしますと共

に、業務部の販路の拡大も行ってまいります。 

  

② 今後とも、投資家の皆様に当社グループのことを正しく理解して頂くのが大変重要なことであると認識いたしてお

ります。機関投資家及びアナリストの皆様方は勿論、マスコミを活用した広報も検討に入れ、ホームページの適時更

新等、タイムリーなIR活動及びディスクロージャーの充実に取り組んでまいります。 

  

③ 家電メーカーをはじめ大手企業が整水器業界へ参入しております。今後も新規参入は予想されますが、浄水器の延

長線上で商品構成を考えているメーカーより、生成水（電解水）それ自体を研究し、追求できる本物志向のメーカー

が注目されるものと考えております。そういった中、技術力、開発力はもとよりブランドイメージが重要なものとな

ることを認識しております。当社は、現在は大手企業とタイアップ販売を行っておりますが、独自のトリムブランド

を創造しつづけることが将来の業績に大きな影響を与えるものと考えております。そのためには水そのものの研究、

医薬業界への進出が、当社グループの飛躍的成長のための要諦であると考えております。 

  

④ 株主の信頼を得るために重要な事項といたしまして内部統制システムの構築があげられます。 

 経営活動の継続的発展を脅かす恐れのあるあらゆる損失の危険（リスク）を総合的かつ適切に認識し対応するため

にリスク管理に関する規定を制定し、事業運営リスク及び個別リスクを把握し、評価管理するシステムの構築を行っ

てまいります。  



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

能性のあるリスクには、以下のようなものがあります。 

 なお、文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日（平成18年６月29日）現在において当社グループ

（当社）が判断したものであります。 

（１）当社の取扱商品について 

 当社の主力の取扱製品は、電解還元水整水器（医療用具）であり、売上高構成比が毎期高く、当社の業績は当該整

水器に依存しております。 

 最近３連結会計年度の製品別売上高及び構成比率は以下の通りであります。 

（２）当社の取扱製品の製造と販売に対する薬事法の規制について 

 当社の取扱製品（医療用具）の製造及び販売にあたっては、薬事法の規制を受けております。薬事法の規制によ

り、医療用具の製造を行うためには、厚生労働大臣の医療用具製造許可を必要とし、製造所・営業所に関する規定、

責任技術者の設置、広告等の面において規制がされております。 

（３）当社の営業体制について 

 当社の主力の販売部門でありますDS（DIRECT SALEの略）事業部では、顧客企業にあらかじめアポイントを取り、

顧客の職域を訪問の上、説明会を実施する方法により販売を行っております。 

 この販売方法は、消費者に対して薬事法上の医療用具である取扱製品に対する正しい認識を持っていただくととも

に、取扱製品の特徴を詳細に説明することができます。しかしながら、営業人員の販売技術に依存する面があるこ

と、営業人員の育成にある程度の期間を要することがあり、営業人員の退職・能力不足等によっては、当社の業績に

影響を与える可能性があります。 

（４）当社の販売方法が特定商取引法第２条に該当することについて 

 当社が行っております職域における説明会による販売方法は、特定商取引に関する法律第２条に該当いたします。

但し、説明会実施先等の管理者の書面による承認を受けて行う場合は、同法第26条第２項第２号に定める適用除外と

される方法に該当しますので、同法第９条におけるクーリングオフ制度（一定期間内において無条件に解約できる制

度）の適用は受けておりませんが、当社では、契約から１ヶ月の期間を設け、自主的にクーリングオフ制度を導入し

ております。 

（５）個人情報漏えいに伴うリスク 

 当社は、顧客の個人情報を含むデータベースを構築、管理する必要があります。当社は厳格な個人情報の管理の徹

底を図っておりますが、人為的ミス、不正行為、外部犯罪等によって個人情報が流出した場合、当社が損害賠償を請

求されたり、当社の信用を失う事になり、業績に影響を与える可能性があります。 

  

  

５【経営上の重要な契約等】 

 当社グループ（当社）が締結している経営上の重要な契約は、次の通りであります。 

製品別 平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期 

  構成比（％）  構成比（％）  構成比（％） 

電解還元水整水器 8,735 89.5 8,837 87.5 7,993 82.8

カートリッジ 619 6.3 851 8.4 1,191 12.4

電位治療器 145 1.5 88 0.9 90 0.9

電解還元温泉器 - - 129 1.3 164 1.7

その他 260 2.7 193 1.9 209 2.2

合計 9,761 100.0 10,100 100.0 9,650 100.0

契約相手先 期間 契約内容 

株式会社ユーストア 
平成12年６月23日から 

平成32年６月22日まで 

 物品販売並びにこれに付随する業務を営むことを目的

として、土地付建物を一括賃貸する。 



６【研究開発活動】 

 当社は、水を電気分解して得られる「抗酸化性」を持った水、「電解還元水」の研究及びそれを生成する「整

水器」等の開発を行っております。 

 電解還元水の研究につきましては、九州大学大学院遺伝子工学科、京都大学大学院医学研究科、東北大学医学

部、台湾大学院臨床医学研究所等、国内外の大学、研究機関との産学共同体制で行っております。 

 

〔基礎研究分野〕 

 九州大学大学院遺伝子工学科との電解還元水の更なる機能解明を目的とした新プロジェクト（期間：平成17年9

月～平成20年3月末、研究開発費約３億円）が順調に立ち上がりました。論文発表やパテントの取得、そして研究

成果の事業化による当社グループの事業基盤の強化、事業拡充を目指した共同研究に取り組んでおります。昨年

１月には、蘭科学誌「Cytotechnology」に「化学発癌の抑制効果」に関する新共同論文が掲載されております。 

 

〔臨床研究分野〕 

 米医学誌「Kidney International」に論文発表した、台湾大学院臨床医学研究所との共同研究をもとに世界初

の医療用電解還元水整水器を開発、製品化いたしました。本年１月には、新たな論文を同誌に投稿、受理されて

おります。国内においても大学病院等、研究機関と臨床データの集積等、実用化に向けた共同研究を行ってお

り、昨年11月に米国腎臓学会にて抄録集に掲載されました。透析分野への応用に関しましては、当社初期計画よ

り2年程度遅れておりますが、着実に研究は進んでおり、次期より事業展開を開始する予定です。また、血液透析

から腹膜透析、輸液への応用に向けた研究開発にも取り組んでまいります。 

 

〔その他研究分野〕 

 新たな研究分野として、筑波大学人間総合科学研究科と体育・スポーツ科学の見地から電解還元水とミネラル

ウォーターとの比較実験を実施いたしました。本年８月開催予定の日本体育学会にて発表、その後国際学術誌に

論文掲載予定です。 

  

〔産病共同の事業展開〕 

 医学的データの集積及び電解還元水の医学的効果の研究を目的として業務提携をしております財団法人田附興

風会医学研究所北野病院（大阪市北区）と引き続き、産病共同研究、事業展開に向けて取り組んでおります。今

後提携病院の拡大し、全国展開を目指してまいります。 

 

〔製品開発〕 

 様々な研究成果を反映し、家庭用、業務用、医療用の電解還元水整水器及び家庭用温泉器のさらなる改良及び

新製品の開発を進めております。特に医療分野につきましては、将来の主軸とすべく注力してまいります。 

  

〔知的財産権〕 

 当社製品のコアとなる、常に安定量の活性水素が溶存した電解還元水を生成する為に不可欠なシステム「オー

トチェンジクロスライン構造」に関する特許をはじめ、電解還元水の医療への応用に関する特許等、国内外で申

請、取得を進めております。今後も、さらに幅広い分野での知的財産権の取得により、事業基盤をより強固なも

のとするとともに、独占的市場の構築を目指してまいります。 

 

〔TRIMGEN CORPORATION〕 

 連結子会社TRIMGEN CORPORATIONにおきましては、独自の技術による遺伝子研究用キットの研究開発・製品化を

行っています。ジョンズホプキンス大学、ハーバード大学、米国立衛生研究所（NIH）等の各大学や研究機関との

共同研究により、9本の論文を米医学誌に発表いたしました。現在、高特異的変異遺伝子検出キット「Mutector

（ミューテクター）」を始めとして３製品を販売しております。また、昨年10月にＡＳＲの登録を行い、診断用

試薬としての販売を開始いたしました。将来的にはFDA取得による診断分野への進出を目指してまいります。 

 以上のように、トリムグループは在宅医療（予防）・遺伝子の変異部分の検索（診断）・抗酸化効果によるメ

ディカル機器（治療）の各分野で研究開発を進めることにより、予防医学、医療分野への本格的な事業参入を目

指してまいります。 

このような研究開発活動の結果、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）に要した研究

開発費用の総額は、179百万円であります。  



７【財政状態及び経営成績の分析】 

 文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日（平成18年6月29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）重要な会計方針及び見積り 

 当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づいて作

成しております。 

 詳細については、「第５経理の状況１(１)連結財務諸表 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項」に記載しておりますが、特に以下の重要な会計方針が、当社の連結財務諸表の作成において大きな影響

を及ぼすと考えております。 

 繰延税金資産 

 当社グループは、将来、課税所得の計算上で減算され、法人税等の減少効果の実現可能性が高いと考えら

れる金額を繰延税金資産として計上しております。繰延税金資産の計上に当たっては、将来の課税所得及び

慎重かつ実現可能性の高い継続的な税務計画を検討しますが、繰延税金資産の一部が将来実現出来ないと判

断した場合、当該判断を行った年度に調整額を費用として計上します。 

 （２）財政状態の分析 

（流動資産） 

 当連結会計年度末における流動資産残高は、7,170百万円（前連結会計年度末7,299百万円)となり128百万

円減少いたしました。 

 これは主に株式会社トリムフィナンシャルサービス（金融（信販）子会社）の事業が軌道にのり、ユーザ

ーの信販契約をグループ内に取り込み割賦売掛金が850百万円（前連結会計年度末86百万円）となり764百万

円増加しましたが、現金及び現金同等物が「第２事業の状況１業績等の概要(2)キャッシュ・フロー」に記

載のとおり642百万円減少したこと、売上高が減少した事により受取手形及び売掛金が996百万円（前連結会

計年度末1,217百万円）と221百万円減少した事によるものであります。 

 なお、割賦売掛金には契約信販会社との間に保証契約を締結しており、貸倒リスクはありません。 

（固定資産） 

 当連結会計年度末における固定資産の残高は4,525百万円（前連結会計年度末3,982百万円）となり542百

万円増加いたしました。 

 これは主に減価償却費による減少が106百万円及び固定資産の減損に係る会計基準の適用による減損損失

が60百万円ありましたが、設備投資等により増加した結果有形固定資産が3,545百万円（前連結会計年度末

3,304百万円）となり241百万円増加したほか、投資有価証券の取得等により投資その他の資産が948百万円

（前連結会計年度は640百万円）となり308百万円増加したためであります。 

（流動負債） 

 当連結会計年度における流動負債の残高は、1,310百万円（前連結会計年度末1,567百万円）となり257百

万円減少いたしました。 

 これは主に株式会社トリムフィナンシャルサービスの割賦繰延利益の残高が76百万円（前連結会計年度末

9百万円）となり66百万円増加いたしましたが、利益の減少により未払法人税の残高が289百万円（前連結会

計年度末593百万円）と304百万円減少した事によるものであります。 

（固定負債） 

 当連結会計年度における固定負債の残高は、1,039百万円（前連結会計年度末1,071百万円）となり31百万

円減少いたしました。 

 これは主に退職給付引当金の残高が188百万円（前連結会計年度172百万円）となり16百万円増加いたしま

したが「 5〔経営上に重要な契約等〕」に記載しております通り株式会社ユーストアの預り保証金の返済等

による減少（468百万円から450百万円へ18百万円の減少）及び株式会社トリムエレクトリックマシナリーの

土地に係る長期未払金の減少(140百万円から114百万円へ25百万円の減少）によるものであります。 

 なお、預り保証金及び長期未払金は、翌年度以降も減少する予定であります。 

 （資本） 

 当連結会計年度における資本の残高は、9,333百万円（前連結会計年度は8,639百万円）となり693百万円 

増となりました。これは主に、当期純利益の計上による利益剰余金の増加（6,629百万円から7,332百万円へ

703百万円の増加）によるものであります。 



（３）キャッシュ・フローの分析 

 キャッシュ・フローの状況につきましては、「第２事業の状況１業績等の概要（2）キャッシュ・フロー」

に記載しております。 

 （キャッシュ・フロー指標トレンド） 

（注）自己資本比率：自己資本／総資産 

   時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

   債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

※株式時価総額は、期末終値株価×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

※営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを

使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている

全ての負債を対象としております。 

  （資金需要） 

 当社グループの運転資金需要の主なものは、当社グループ製品製造のための材料及び部品の購入のほか、販売費及

び一般管理費等の営業費用によるものであります。営業費用の主なものは人件費であります。 

 また、株式会社トリムフィナンシャルサービスの割賦事業が順調に推移することにより、割賦期間に渡り資金が必

要となります。 

（４）経営成績の分析 

（売上高） 

事業部別売上高の推移 

なお、事業部別分析は、「第２事業の状況１業績等の概要（1）業績」に記載しております。 

  16年３月期 17年３月期 18年３月期 

自己資本比率 ７３．７％ ７６．６％ ７９．８％ 

時価ベースの自己資本比率 ３７５．０％ ２９９．２％ ２３６．５％ 

債務償還年数 ０．１年 ０．１年 ０．６年 

  16年３月期 17年３月期 18年３月期 

  
金額 

 (百万円) 

構成比 

(％) 

金額 

 (百万円) 

構成比 

(％) 

金額 

 (百万円) 

構成比 

（％） 

ＤＳ事業部 4,432 45.4 4,446 44.0 4,406 45.7 

業務部 2,902 29.8 2,467 24.4 1,971 20.4 

ＳＳ事業部 1,228 12.6 1,416 14.0 1,097 11.4 

ＨＳ事業部 256 2.6 657 6.5 729 7.6 

ＴＬ事業部 139 1.4 45 0.5 28 0.3 

その他 801 8.2 1,067 10.6 1,417 14.6 

 合計 9,761 100.0 10,100 100.0 9,650 100.0 



（売上原価） 

 売上原価は、前連結会計年度に比べ233百万円減少し2,495百万円（前期比8.6％減）となりました。これは

売上高の減少に比例し減少したものであります。 

 売上総利益は、前連結会計年度に比べ212百万円減少し7,155百万円（同比2.9%減）となりましたした。売

上総利益は74.1%（前連結会計年度73.0%）となり1.1ポイント増となりました。これは主に、売上総利益率の

低い業務部における卸販売での売上高の減少によるものであります。 

  

（販売費及び一般管理費） 

 販売費及び一般管理費は前連結会計年度に比べ303百万円増加し5,455百万円（同5.9％増）となりました。 

 これは主に、事業拠点の新設（東京オフィス、長崎、松山、長野）等により人員が増加し、それに伴い給

料手当（1,298百万円から1,453百万円へ154百万円増）及び事務所家賃、借上社宅、営業車両のリース等によ

る賃借料（372百万円から419百万円へ46百万円増）が増加したほか、及び九州大学大学院遺伝子工学科との

電解還元水の更なる機能解明を目的とした新プロジェクト等により試験研究費が増加（129百万円から179百

万円へ49百万円増）したことによるものであります。 

 

（経常利益） 

 経常利益は前連結会計年度に比べ622百万円減少し1,782百万円（同25.9％減）となり、経常利益率は23.8%

から18.5%へ5.3ポイント減となりました。これは主に、売上高の減少及び、販売費及び一般管理費の増加に

よるものであります。当連結会計年度は、積極的に人と研究開発に投資したため経常利益率は一時的に悪化

しておりますが翌年度以降の飛躍を確信しております。 



第３【設備の状況】 

１【設備投資等の概要】 

特に記載すべき事項はありません。 

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次の通りであります。 

(1）提出会社 

 （注）１．上記以外に、主として営業所建物（22カ所）を賃借しており、年間賃借料は131,648千円であります。 

２．上表中の賃貸店舗は㈱ユーストアへ賃貸しているものであります。 

(2）国内子会社 

(3）在外子会社 

 TRIMGEN CORPORATION及び広州多寧健康科技有限公司については特に記載すべき事項はありません。 

３【設備の新設、除却等の計画】 

特に記載すべき事項はありません。 

  平成18年３月31日現在

事業所名 
(所在地) 

製品別の名称 設備の内容 

帳簿価額（千円） 
従業
員数 
(人) 建物及び

構築物 

機械装置
及び運搬
具 

土地 
(面積㎡) 

その他 合計 

本社 
(大阪市北区) 

整水器 
電位治療器 
カートリッジ 
その他 

販売設備 211,706 3,652 
782,330 
(396.67)

3,371 1,001,059 88 

東京支社 
(東京都豊島
区) 

同上 同上 175 650 － 314 1,140 31 

高知開発部 
(高知県南国
市) 

整水器 
電位治療器 
カートリッジ 

研究開発設備 621 － － 1,059 1,681 9 

三重県 
伊勢市他 

  賃貸店舗 336,085 － 
1,242,410 
(15,480.92)

－ 1,578,495 － 

九州大学 
福岡市東区 

  研究開発設備 － 70,548 － 9,980 80,528 － 

  平成18年３月31日現在

会社名 
事業所名 

(所在地) 
製品別の名称 

設備の内

容 

帳簿価額（千円） 

従業 

員数 

(人) 
建物及び

構築物 

機械装置

及び運搬

具 

土地 

(面積㎡) 
その他 合計 

㈱トリムエレ

クトリックマ

シナリー 

土佐清水工場 

(高知県土佐清水市) 

整水器 

電位治療器 

カートリッジ 

その他 

生産設備 6,668 － 
31,861 

(2,551.78)
－ 38,562 1 

同上 
高知工場 

（高知県南国市） 
同上 同上 233,863 2,735 

311,399 

(7,715.06)
22,956 570,953 49 



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】 

 （注） 「株式の消却が行われた場合には、これに相当する株式数を減ずる」旨、定款に定めております。 

②【発行済株式】 

 （注） 「提出日現在発行数」欄には、平成18年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使によ

り発行された株式数は含まれておりません。 

(2）【新株予約権等の状況】 

 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

①平成14年６月27日定時株主総会決議及び平成15年５月１日取締役会決議 

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 8,000,000 

計 8,000,000 

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29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 4,628,390 4,628,390 
東京証券取引所 
市場第1部 

－ 

計 4,628,390 4,628,390 － － 

 
事業年度末現在 

（平成18年３月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成18年５月31日） 

新株予約権の数 282個 279個 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数 14,100株（注１） 13,950株（注１） 

新株予約権の行使時の払込金額 １個につき209,700円（注２） 同左 

新株予約権の行使期間 
自  平成16年７月１日 

至  平成19年６月30日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格  4,194円（注２） 

資本組入額 2,097円（注３） 
同左 

新株予約権の行使の条件 ①新株予約権者は権利行使時

においても当社または当社子

会社（財務諸表等規則上の子

会社をいう。）の取締役、監

査役および従業員であること

を要す。 

②上記①の要件を満たす場合

であっても、新株予約権者が

禁固以上の刑に処せられた場

合で、当社ストックオプショ

ン制度の目的上、権利行使さ

せることが適当でないと合理

的に認められる場合には、権

利行使を認めないものとす

る。 

  

  

同左 

  

 



 （注）１．当社が株式分割または株式併合を行う場合、未行使の新株予約権の目的たる株式の数は、次の算式により調

整し、調整により生ずる１株未満の端数は切り捨てるものとする。 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率 

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる

場合、または、当社が会社分割を行う場合、当社は必要と認める目的たる株式の数の調整を行うことができ

る。 

２．新株予約権行使時の１株当たりの払込金額（以下、「行使価額」という。）は、当社が株式分割または株式

併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものと

する。 

また、時価を下回る価額で新株式の発行（新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く）を行う場

合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとする。 

上記のほか、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社

となる場合、または、当社が会社分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行うことができ

る。 

３．資本組入額は、行使価額または調整後の行使価額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数が生

じた場合は、この端数を切り上げるものとする。 

 
事業年度末現在 

（平成18年３月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成18年５月31日） 

  ③新株予約権者が書面によ

り、権利を放棄する旨を申し

出た場合は、以後、権利行使

を認めない。 

④新株予約権者は各新株予約

権を分割して行使することが

できない。 

  

  

同左 

  

 ⑤新株予約権者は権利行使期

間のいずれの年においても、

割り当てられた新株予約権の

行使によって発行または移転

される株式の行使価額の合計

額が、その年において既にな

した当社または他社の新株予

約権または株式譲渡請求権の

行使によって発行または移転

される株式の行使価額または

譲渡価額と合計して、年間

（１月１日から12月31日ま

で）1,200万円を超えることと

なる場合には、新株予約権を

行使することができない。 

 

新株予約権の譲渡に関する事項 当社取締役会の承認を要す

る。 

権利の譲渡、質入れその他の

処分および相続は認めない。 

同左 

 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１ 

  

 分割・併合の比率   

     

既発行株式数 ＋ 
新規発行株式数×１株当たり払込価額 

 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
新株式発行前の時価 

 既発行株式数＋新規発行株式数 



②平成17年６月29日定時株主総会決議及び平成17年８月27日取締役会決議 

 
事業年度末現在 

（平成18年３月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成18年５月31日） 

新株予約権の数 400個 400個 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数 20,000株（注１） 20,000株（注１） 

新株予約権の行使時の払込金額 １個につき328,850円（注２） 同左 

新株予約権の行使期間 
自  平成19年７月１日 

至  平成22年６月30日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格  6,577円（注２） 

資本組入額 3,289円（注３） 
同左 

新株予約権の行使の条件 ①新株予約権者は権利行使時

においても当社または当社子

会社（財務諸表等規則上の子

会社をいう。）の取締役、監

査役および従業員の地位であ

ることを要す。ただし、任期

満了による退任、定年退職そ

の他正当な理由による場合に

は、本新株予約権の行使を認

めるものとする。 

②上記①の要件を満たす場合

であっても、新株予約権者が

禁固以上の刑に処せられた場

合で、当社ストックオプショ

ン制度の目的上、新株予約権

者に新株予約権を行使させる

ことが適当でないと合理的に

認められる場合には、権利行

使を認めないものとする。 

  

  

同左 

  

  ③新株予約権者が書面によ

り、新株予約権を放棄する旨

を申し出た場合は、以後、新

株予約権の行使を認めない。 

④新株予約権者は各新株予約

権を分割して行使することが

できない。 

⑤新株予約権者の相続人によ

る新株予約権の行使は認めな

いものとする。 

  

  

  

  

新株予約権の譲渡に関する事項 当社取締役会の承認を要す

る。 

同左 



 （注）１．当社が株式分割または株式併合を行う場合、未行使の新株予約権の目的たる株式の数は、次の算式により調

整し、調整により生ずる１株未満の端数は切り捨てるものとする。 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率 

２．新株予約権行使時の１株当たりの払込金額（以下、「行使価額」という。）は、当社が株式分割または株式

併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものと

する。 

また、時価を下回る価額で新株式の発行（新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く）を行う場

合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとする。 

上記のほか、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社

となる場合、または、当社が会社分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行うことができ

る。 

３．資本組入額は、行使価額または調整後の行使価額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数が生

じた場合は、この端数を切り上げるものとする。 

 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１ 

  

 分割・併合の比率   

     

既発行株式数 ＋ 
新規発行株式数×１株当たり払込価額 

 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
新株式発行前の時価 

 既発行株式数＋新規発行株式数 



(3）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

１．旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の権利行使（平成14年４月１日～平成15年３月31日） 

発行株数     17,000株 

発行価格      921円 

資本組入額     461円 

払込金総額   15,657千円 

    ２．旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の権利行使（平成15年４月１日～平成16年３月31日） 

発行株数     12,000株 

発行価格      921円 

資本組入額     461円 

払込金総額   11,052千円 

    ３．旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の権利行使（平成16年４月１日～平成17年３月31日） 

発行株数      5,000株 

発行価格      921円 

資本組入額     461円 

払込金総額   4,605千円 

    ４．旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の権利行使（平成17年４月１日～平成18年３月31日） 

発行株数     6,000株 

発行価格      921円  

資本組入額      461円 

払込金総額   5,526千円 

(4）【所有者別状況】 

 （注）１．自己株式18,000株は、「個人その他」に360単元含めて記載しております。 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

（注１） 17,000 4,605,390 7,837 981,994 7,820 967,377 

（注２） 12,000 4,617,390 5,532 987,526 5,520 972,897 

（注３） 5,000 4,622,390 2,305 989,831 2,300 975,197 

（注４） 6,000 4,628,390 2,766 992,597 2,760 977,957 

  平成18年３月31日現在

区分 

株式の状況（１単元の株式数50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） － 35 22 41 43 － 2,971 3,112 － 

所有株式数

（単元） 
－ 18,922 388 2,112 13,725 － 57,415 92,562 290 

所有株式数の

割合（％） 
－ 20.44 0.42 2.28 14.83 － 62.02 100.00 － 



(5）【大株主の状況】 

  １.   当事業年度末現在における信託業務の株式については、当社として把握することができないため記載してお

りません。 

  ２.   次の法人から提出された大量保有報告書により同日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨の報

告を受けておりますが、当社として期末時点における所有株式数の確認ができませんので、上記大株主には含

めておりません。 

  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
（％） 

森澤 紳勝 京都市西京区 1,875,290 40.51 

日本マスタートラスト信託銀行株
式会社（信託口）（注１） 

東京都港区浜松町２－11－３ 255,550 5.52 

野村信託銀行株式会社（投信口）
（注１） 

東京都千代田区大手前２-２-２ 216,800 4.68 

ザチェースマンハッタンバンクエ
ヌエイロンドン（常任代理人株式
会社みずほコーポレート銀行兜町
証券決済業務室） 

WOOLGATE HOUSE,COLEMAN STREET LONDON  
EC2P 2HD,ENGLAND 
（東京都中央区日本橋兜町６－７） 

168,150 3.63 

メロンバンクトリーティークライ
アンツオムニバス（常任代理人香
港上海銀行東京支店） 

ONE BOSTON PLACE BOSTON,MA 02108 
（東京都中央区日本橋３－11－１） 

154,060 3.32 

日本トラスティ・サービス 
信託銀行株式会社（信託口） 
（注１） 

東京都中央区晴海１－８－11 113,750 2.45 

 日興シティ信託銀行株式会社
（投信口）(注１） 

 東京都品川区東品川２-３-14 107,250 2.31 

ステートストリートバンクアンド
トラストカンパニー（常任代理人
株式会社みずほコーポレート銀行
兜町証券決済業務室） 

P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS0210
1  U.S.A 
（東京都中央区日本橋兜町６－７） 

63,218 1.36 

株式会社フジウェル西日本 大阪市浪速区日本橋東３－16－11 60,000 1.29 

 プラグ（常任代理人株式会社三
菱東京ＵＦＪ銀行カストデイ業務
部） 

P.O.BOX 3600 ABU DHABI UNITED ARAB EM
IRATES 
 (東京都千代田区丸の内２-７-１） 

60,000 1.29 

計  3,074,068 66.41 



      (1) モルガン・スタンレー証券準備株式会社及び共同保有者他６名から、平成18年４月７日付(報告義務発生

日 平成18年３月31日)提出 

      (2) スパークス・アセット・マネジメント投信株式会社から、平成18年４月13日付(報告義務発生日 平成

18年３月31日)提出 

     (3) ゴールドマン・サックス・ジャパン・リミテッド及び共同保有者他２名から、平成18年４月14日付(報

告義務発生日 平成18年３月31日)提出 

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
（％） 

モルガン・スタンレー 
証券準備株式会社 

東京都渋谷区恵比寿4-20-3  
恵比寿ガーデンプレイスタワー 

39,100 0.84 

モルガン・スタンレー・アンド・ 
カンパニー・インコーポレーテッ
ド 

1585 Broadway, New York, NY 10036 62,250 1.34 

モルガン・スタンレー・アンド・ 
カンパニー・インターナショナ
ル・リミテッド 

25 Gabot Square Canary Wharf London 
 E14 4QA U.K. 

56,731 1.23 

エムエスディーダブリュ・ 
エクイティー・ファイナンス・ 
サービセズ Ⅰ （ケイマン）・ 
リミテッド 

c/o M&C Corporate Services Limited  
P.O. Box 309GT Ugland House,  
South Church Street George Town,  
Grand Cayman 

4,000 0.09 

エムエスディーダブリュ・ 
エクイティー・ファイナンシン
グ・ 
サービセズ(ルクス)エス・アー・ 
エール・エル 

8-10 rue Mathias Hardt, L-1717  
Luxembourg 

4,000 0.09 

モルガン・スタンレー・インベス
トメント・マネジメント・リミテ
ッド 

25 Gabot Square Canary Wharf London 
 E14 4QA U.K． 

127,300 2.75 

モルガン・スタンレー・インベス
トメント・マネジメント・インク 

1221 Avenue of the Americas, 
 New York, NY 10020, USA 

285,950 6.18 

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％） 

スパークス・アセット・ 
マネジメント投信株式会社 

東京都品川区大崎1-11-2ゲートシテ
ィ大崎 

347,600 7.51 

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
（％） 

ゴールドマン・サックス・ジャパ
ン・リミテッド 

英国領 バージン・アイランド、トル
トラ、ロード・タウン、ロマスコ・
プレイス、ウィックハムズ・ケイ1、
私書箱3140 

77,550 1.68 

Goldman Sachs International 
Peterborough Court, 133 Fleet  
Street, London EC4A 2BB UK 

159,391 3.44 

Goldman Sachs & Co. 
８５ Broad Street, New York,NY 
 10004, U.S.A． 

87,190 1.88 



(6）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

②【自己株式等】 

  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） 普通株式     18,000 ― ― 

完全議決権株式（その他） 普通株式 4,610,100 92,202 ― 

単元未満株式 普通株式      290 ― １単元（50株）未満の株式 

発行済株式総数 4,628,390 ― ― 

総株主の議決権 ― 92,202 ― 

  平成18年３月31日現在

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（％） 

株式会社日本トリム 
大阪市北区大淀中 
１－８－34 

18,000 － 18,000 0.39 

計 － 18,000 － 18,000 0.39 



(7）【ストックオプション制度の内容】 

（平成14年６月27日定時株主総会決議） 

 旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づき、株主以外の者に対して、特に有利な条件をもって新

株予約権を発行することを、平成14年６月27日の定時株主総会において特別決議されたことを受けて、当社従業員

並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して新株予約権を付与することを、平成15年５月１日の取締役会におい

て決議されたものであります。 

（平成17年６月29日定時株主総会決議） 

 旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づき、株主以外の者に対して、特に有利な条件をもって新

株予約権を発行することを、平成17年６月29日の定時株主総会において特別決議されたことを受けて、当社子会社

の取締役に対して新株予約権を付与することを、平成17年８月27日の取締役会において決議されたものでありま

す。 

決議年月日 
平成14年6月27日（定時株主総会）及び平成15年５月１
日（取締役会） 

付与対象者の区分及び人数 

当社従業員212名 

当社子会社取締役１名 

及び従業員14名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数 同上 

新株予約権の行使時の払込金額 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

決議年月日 
平成17年6月29日（定時株主総会）及び平成17年８月27
日（取締役会） 

付与対象者の区分及び人数 当社子会社の取締役１名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「（2）新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数 同上 

新株予約権の行使時の払込金額 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 



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】 

【株式の種類】普通株式 

イ【定時総会決議による買受けの状況】 

 該当事項はありません。 

ロ【子会社からの買受けの状況】 

 該当事項はありません。 

ハ【取締役会決議による買受けの状況】 

(注) 資本政策に機動的に対応する手段として、取締役会において自己株の取得枠を設定いたしましたが、危急を要する

特段の事由も発生せず、慎重に株価の推移を見極めた結果、全て未行使となりました。 

(注) 資本政策に機動的に対応する手段として、取締役会において自己株の取得枠を設定いたしましたが、危急を要する

特段の事由も発生せず、慎重に株価の推移を見極めた結果、未行使割合が50％以上となりました。 

 ニ【取得自己株式の処理状況】 

ホ【自己株式の保有状況】 

  平成18年６月28日現在

区分 株式数（株） 価額の総額（円） 

取締役会での決議状況 

（平成17年６月29日決議） 
60,000 400,000,000 

前決議期間における取得自己株式 － － 

残存決議株式数及び価額の総額 60,000 400,000,000 

未行使割合（％） 100.0 100.0 

  平成18年６月28日現在

区分 株式数（株） 価額の総額（円） 

取締役会での決議状況 

（平成17年12月17日決議） 
60,000 400,000,000 

前決議期間における取得自己株式 17,650 92,014,000 

残存決議株式数及び価額の総額 42,350 307,986,000 

未行使割合（％） 70.6 77.0 

  平成18年６月28日現在

区分 
処分、消却又は移転株式数 

（株） 
処分価額の総額（円） 

新株発行に関する手続きを準用する処分を行った取得

自己株式 
－ － 

消却の処分を行った取得自己株式 － － 

合併、株式交換、会社分割に係る取得自己株式の移転 － － 

  平成18年６月28日現在

区分 株式数（株） 

保有自己株式数 35,500 



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】 

 （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、会社法第165条第２項の規定により取締

役会の決議をもって自己株式を買受けることができる旨を定款に定めております。 

３【配当政策】 

 当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しております。安定的な経営基盤の確保と株主

資本利益率の向上に努めるとともに、配当につきましても安定的な配当の継続を業績に応じて行うことを基本方針と

しております。また、株主数増加のため個人投資家の皆様に投資していただきやすい環境を整え積極的にＩＲ活動に

取り組みます。 

 このような方針に基づき、当期におきましては普通株式１株に50円の配当を実施することを決議いたしました。 

 内部留保金につきましては、今後の研究開発活動、事業拡大のための投資等に活用しさらなる成長を目指す所存で

あります。 

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、平成16年３月１日より東京証券取引所市場第一部、平成15年２月４日より同市場第二部に

おけるものであり、それ以前は日本証券業協会におけるものであります。第21期の事業年度別最高・最低株価

のうち、※印は日本証券業協会によるものであります。 

(2）【最近６月間の月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第1部におけるものであります。 

  平成18年６月28日現在

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 － － － 

回次 第20期 第21期 第22期 第23期 第24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） 6,010 ※12,900 9,300 9,490 7,330 

最低（円） 2,500 3,850 2,560 6,240 5,450 

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） 6,370 6,570 6,700 6,970 6,470 6,120 

最低（円） 6,070 6,130 6,220 6,300 5,450 5,680 



５【役員の状況】 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
（千株） 

代表取締役 

社長 
－ 森澤 紳勝 昭和19年10月８日生 

昭和43年４月 株式会社関西土地入社 

昭和47年10月 株式会社イオニカ入社 

昭和51年４月 同社取締役 

昭和53年４月 同社常務取締役 

昭和57年６月 株式会社日本トリム設立

 代表取締役社長(現任) 

1,875 

常務取締役 
業務部長兼Ｓ

Ｓ事業部担当 
三谷 禎秀 昭和28年12月25日生 

昭和55年４月 小泉産業株式会社入社 

昭和57年８月 当社入社 

昭和58年３月 当社取締役 

昭和59年４月 当社常務取締役 

平成４年４月 当社専務取締役 

平成７年９月 当社専務取締役営業本部長 

平成９年１月 当社専務取締役営業本部長兼名

古屋支社長 

平成10年１月 当社専務取締役営業本部長兼東

京支社長 

平成11年３月 当社専務取締役営業本部長兼Ｓ

Ｓ事業部長 

平成14年11月 当社専務取締役営業本部長 

平成16年４月 当社専務取締役営業本部長兼業

務部長 

平成17年４月 当社常務取締役営業本部長兼業

務部長 

平成18年４月 当社常務取締役業務部長兼ＳＳ

 事業部担当(現任) 

40 

常務取締役 管理事業部長 香山 昭人 昭和21年６月23日生 

昭和44年４月 株式会社神戸銀行（現株式会社

三井住友銀行）入行 

昭和63年10月 同行曽根支店長 

平成２年10月 同行東加古川支店長 

平成４年10月 同行宝塚支店長 

平成７年11月 当社入社経理部長 

平成９年６月 当社取締役経理部長 

平成10年６月 当社常務取締役経理部長 

平成12年４月 当社常務取締役管理本部長 

平成16年10月 株式会社トリムフィナンシャル

サービス代表取締役社長（現

任） 

平成18年4月 当社常務取締役管理事業部長

（現任） 

5 

 



役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
（千株） 

常務取締役 東京支社長 古閑 信夫 昭和26年４月17日生 

昭和60年５月 当社入社 

平成３年６月 当社管理部長 

平成８年１月 当社総務部長 

平成８年６月 当社取締役総務部長 

平成９年２月 当社取締役経営企画部長 

平成16年４月 株式会社トリムエレクトリック

マシナリー代表取締役社長 

平成17年６月 当社常務取締役東京支社長兼 

SS事業部担当 

平成18年４月 当社常務取締役東京支社長(現

任) 

10 

取締役 

研究開発部兼

経営企画部

（海外・バイ

オ）担当 

大坪 一道 昭和21年８月11日生 

昭和44年４月 鳥居薬品工業株式会社入社 

昭和48年１月 株式会社イオニカ入社 

昭和60年10月 当社入社 

昭和62年５月 当社取締役 

平成４年４月 当社常務取締役 

平成６年７月 当社専務取締役 

平成７年９月 当社専務取締役開発本部長 

平成８年１月 当社専務取締役開発本部長兼東

京支社長 

平成10年１月 当社専務取締役開発本部長 

平成15年４月 当社専務取締役開発本部長兼東

京支社長 

平成17年４月  当社取締役開発本部長 

平成17年４月 株式会社トリムエレクトリック

マシナリー代表取締役社長（現

任） 

平成18年４月 当社研究開発部兼経営企画部

（海外・バイオ）担当（現任） 

30 

取締役 

ＤＳ・ＨＳ事

業部統括兼本

社営業部長 

西谷 由実 昭和33年12月24日 

昭和62年11月 当社入社 

平成10年１月 当社福岡支社長 

平成12年４月 当社名古屋支社長 

平成15年６月 当社取締役名古屋支社長 

平成17年４月 当社ＤＳ事業部統括兼名古屋支

社長 

平成18年４月 当社ＤＳ・ＨＳ事業部統括兼本

社営業部長（現任) 

3 

 



 （注）１.監査役山口晃氏及び深見彰生氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

     ２.常勤監査役森澤邦雄氏は、代表取締役社長森澤紳勝氏の弟であります。 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
（千株） 

取締役 名古屋支社長 平林 眞 昭和18年4月11日 

昭和41年4月 鐘紡株式会社（現カネボウ株式

会社）入社 

平成元年5月 日本合成繊維株式会社取締役ア

クリル事業部長 

平成11年4月 マルコ株式会社営業部長 

平成12年11月 当社入社 

平成15年４月 当社本社営業部長 

平成16年６月 当社取締役本社営業部長 

平成18年４月 当社名古屋支社長（現任） 

－ 

取締役 
ＤＳ・ＨＳ事

業部ＤＳ担当 
植木 芳雄 昭和29年5月27日 

昭和52年4月 株式会社イズミ入社 

平成3年3月 株式会社エクセル入社 

平成9年3月 同社営業部長 

平成11年4月 当社入社広島支社長 

平成16年6月 当社取締役広島支社長 

平成17年4月 当社ＤＳ事業部担当 

平成18年4月 当社ＤＳ・ＨＳ事業部ＤＳ担当

（現任） 

2 

常勤監査役 － 森澤 邦雄 昭和23年7月20日生 

平成5年4月 当社入社 

平成11年4月 当社総務部長 

平成16年6月 当社常勤監査役(現任)

4 

監査役 － 山口 晃 昭和19年1月30日 

昭和42年４月 三井信託銀行株式会社（現中央

三井信託銀行株式会社）入行 

平成元年4月 同行所沢支店長 

平成3年11月 同行システム開発部長 

平成5年1月 同行システム企画部長 

平成６年６月 同行取締役総務部長 

平成８年６月 同行取締役大阪支店長 

平成10年５月 同行常務取締役 

平成13年6月 中央三井インフォメーションテ

クノロジー株式会社代表取締役

社長 

平成14年6月 株式会社もしもしホットライン

非常勤監査役 

平成16年6月 当社監査役(現任) 

- 

監査役 － 深見 彰生 昭和21年６月16日生 

昭和44年４月 株式会社神戸銀行（現株式会社

三井住友銀行）入行 

昭和63年４月 株式会社太陽神戸銀行（現株式

会社三井住友銀行）武庫川支店

長 

平成４年10月 株式会社さくら銀行（現株式会

社三井住友銀行）今里支店長 

平成６年６月 同行霞ヶ関支店長 

平成９年３月 株式会社三徳人事部長 

平成15年９月 同社退職 

平成16年６月 当社監査役(現任) 

- 

    計 1,971 



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及びその施策の実施状況 

 当社は、「社会や株主にとって価値ある企業であり続ける」を基本方針に企業価値を継続的に高めるために、経営

上の組織体制や仕組みを整備し、必要な施策を実施して行くということが、当社の基本的な考え方であり、そのため

に必要なコーポレート・ガバナンスの強化を経営の重要課題の一つと位置付けております。 

 健全な企業活動の基本は、法令やルールの遵守、高い倫理感に基づいた行動であるとの認識しており、特に第２事

業の状況４[事業等のリスク](2）「当社の取り扱い製品の製造と販売に対する薬事法の規制について」に記載のとお

り薬事法に関しましては、研修などを通じ徹底した指導を実施しております。 

 当社の取締役会は、平成18年３月末現在取締役８名で構成されており、取締役会は毎月１回開催し、月次経営成績

及び財政状態の報告、迅速かつ的確な意思決定や業務執行及び経営の効率化、経営責任の明確化を図るべく討議し決

議しております。 

 監査役は平成18年３月末現在、常勤監査役１名、社外監査役２名で構成されており、監査役会は毎月１回開催し取

締役の業務執行が法令・定款に適合し妥当性の有無に関する監査を行っております。 

 また、必要に応じて顧問弁護士、顧問税理士及び会計監査人から意見を聴取するとともに社内教育を実施、リスク

管理を徹底して行っております。 

 これらの施策により更なる企業体質の強化を図り、当社グループの長期的な安定経営により株主からの更なる信頼

を得て参る所存であります。 

 当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は次の通りです。 

〈2)会計監査 

 当社は、旧商法に基づく会計監査人及び証券取引法に基づく会計監査に監査法人トーマツを起用しておりますが、

同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はなく、また、同監

査法人はすでに自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置を

とっております。当社は同監査法人との間で、商法監査と証券取引法監査について、監査契約書を締結し、それにも

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

いては次の通りであります。 

・業務を執行した公認会計士の氏名 

   指定社員 業務執行社員 西 育良、和田稔郎 

・会計監査業務に係る補助者の構成 

   公認会計士 ４名 会計士補 ６名 その他 ２名 



（３）役員報酬等及び監査報酬等 

 当期における役員報酬等及び監査報酬等の内容は以下の通りであります。 

 役員報酬等の内容 

 １．取締役及び監査役に支払った報酬 

     取締役    ９名    89百万円 

     監査役    ３名    18百万円（内、社外監査役  ７百万） 

      （注１）当期末在籍人員は取締役８名、監査役３名です。 

      （注２）報酬限度額 取締役： 年額 200百万円 監査役： 年額  30百万円 

 ２．監査報酬等の内容 

  当社の会計監査人である監査法人トーマツに対する報酬 

  監査契約に基づく監査証明に係る報酬の金額  16百万円 

（４）内部監査 

 当社は、国内外の関係会社を含めた業務の適正性及び経営の妥当性、効率性を監査する目的で内部監査室（専任１

名）を設置しております。定期的に事業所を巡回し、取締役会及び代表取締役に対する監査結果の報告及び改善提言

を行うことにより健全な業務執行の維持に努めております。 



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）並びに当連結会計年度（平成17年４月１日から平成18

年３月31日まで）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）の連結財務諸表及び財務諸表につい

て、監査法人トーマツにより監査を受けております。 



１【連結財務諸表等】 

(1）【連結財務諸表】 

①【連結貸借対照表】 

  
前連結会計年度 

（平成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   5,356,873   4,713,920  

２．受取手形及び売掛金    1,303,671   996,670  

３．割賦売掛金    －   850,378  

４．たな卸資産   439,971   425,816  

５．繰延税金資産   112,298   108,632  

６．その他   86,648   78,809  

７．貸倒引当金   △111   △3,270  

流動資産合計   7,299,351 64.7  7,170,957 61.3 

Ⅱ 固定資産        

１．有形固定資産        

(1）建物及び構築物 ※１ 1,262,288   1,433,474   

減価償却累計額  403,693 858,594  461,620 971,854  

(2）土地 ※１  2,380,822   2,377,040  

(3）その他  295,943   470,042   

減価償却累計額  230,754 65,188  273,233 196,809  

有形固定資産合計   3,304,605 29.3  3,545,704 30.3 

２．無形固定資産   37,608 0.3  31,195 0.3 

３．投資その他の資産        

(1）投資有価証券 ※2,3  299,834   471,822  

(2）繰延税金資産   92,134   130,887  

(3）その他   255,634   353,091  

(4）貸倒引当金   △7,375   △7,375  

投資その他の資産合計   640,228 5.7  948,426 8.1 

固定資産合計   3,982,442 35.3  4,525,327 38.7 

資産合計   11,281,794 100.0  11,696,284 100.0 

        
 



  
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    410,470   366,871  

２．未払法人税等   593,858   289,711  

３．賞与引当金   101,200   119,500  

４．製品保証引当金   18,000   16,000  

５．返品調整引当金   16,000   15,000  

６．その他   428,471   503,349  

流動負債合計   1,567,999 13.9  1,310,431 11.2 

Ⅱ 固定負債        

１．退職給付引当金   172,122   188,283  

２．役員退職慰労引当金   200,064   202,235  

３．預り保証金 ※１  468,708   450,153  

４．その他 ※１  230,191   198,765  

固定負債合計   1,071,086 9.5  1,039,437 8.9 

負債合計   2,639,086 23.4  2,349,868 20.1 

        
（少数株主持分）        

  少数株主持分   3,000 0.0  13,192 0.1

        

（資本の部）        

Ⅰ 資本金 ※４  989,831 8.8  992,597 8.5 

Ⅱ 資本剰余金   983,898 8.7  987,330 8.4 

Ⅲ 利益剰余金   6,629,599 58.8  7,332,893 62.7 

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

  117,048 1.0  100,514 0.9 

Ⅴ 為替換算調整勘定   △20,602 △0.2  △9,970 △0.1 

Ⅵ 自己株式 ※５  △60,067 △0.5  △70,142 △0.6 

資本合計   8,639,707 76.6  9,333,223 79.8 

負債・少数株主持分及び
資本合計 

  11,281,794 100.0  11,696,284 100.0 

        



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   10,100,509 100.0  9,650,324 100.0 

Ⅱ 売上原価   2,728,998 27.0  2,495,668 25.9 

売上総利益   7,371,510 73.0  7,154,656 74.1 

  返品調整引当金繰入額   3,000 0.0  － － 

  返品調整引当金戻入額   － 0.0  1,000 0.0 

   調整後売上総利益   7,368,510 73.0  7,155,656 74.1 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1,3  5,151,395 51.0  5,455,230 56.5 

営業利益   2,217,115 22.0  1,700,426 17.6 

Ⅳ 営業外収益        

１．受取利息  444   317   

２．受取配当金  496   456   

３．受取手数料  4,594   1,683   

４．投資有価証券売却益  100,318   －   

５．不動産賃貸料  99,963   98,258   

６．その他  18,508 224,325 2.2 11,609 112,325 1.2 

Ⅴ 営業外費用        

１．支払利息  11,812   10,737   

２．賃貸資産減価償却費  21,133   19,059   

３．ゴルフ会員権評価損 ※２ 675   －   

４．持分法による投資損失   1,908   172   

５．その他  225 35,754 0.4 50 30,020 0.3 

経常利益   2,405,686 23.8  1,782,731 18.5 

Ⅵ 特別利益        

１．補助金等収入  5,918 5,918 0.1 － － － 

Ⅶ 特別損失        

１．過年度役員退職慰労 
  引当金繰入額 

  57,296   －   

２．減損損失  ※４ －   60,828   

３．その他  152 57,449 0.6 － 60,828 0.7 

税金等調整前当期純利益   2,354,155 23.3  1,721,903 17.8 

法人税、住民税及び事
業税 

 1,064,820   815,027   

法人税等調整額  △38,348 1,026,472 10.2 △23,786 791,240 8.2 

少数株主持分損益   － －  2,915 0.1 

当期純利益   1,327,683 13.1  933,578 9.7 

        



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   972,897  983,898 

 Ⅱ 資本剰余金増加高      

１．新株引受権の権利行使
による新株の発行 

 2,300  2,760  

２. 自己株式処分差益  8,700 11,000 672 3,432 

Ⅲ 資本剰余金期末残高   983,898  987,330 

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ 利益剰余金期首残高   5,485,361  6,629,599 

Ⅱ 利益剰余金増加高      

１．当期純利益  1,327,683 1,327,683 933,578 933,578 

Ⅲ 利益剰余金減少高      

１．配当金  183,445 183,445 230,284 230,284 

Ⅳ 利益剰余金期末残高   6,629,599  7,332,893 

      



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    

税金等調整前当期純利益  2,354,155 1,721,903 

減価償却費  95,165 106,688 

減損損失  － 60,828 

ゴルフ会員権評価損  675 － 

賞与引当金の増加額  6,200 18,300 

退職給付引当金の増加額  18,070 16,161 

役員退職慰労引当金の増加額  58,933 2,170 

受取利息及び受取配当金  △941 △774 

投資有価証券売却益  △100,318 － 

支払利息  11,812 10,737 

持分法による投資損益  1,908 172 

有形固定資産除売却損益  152 － 

売上債権の増減額  △95,859 224,058 

割賦売掛金の増加額  － △764,277 

たな卸資産の減少額  81,504 14,155 

仕入債務の減少額  △41,875 △43,599 

未払消費税等の減少額  △54,051 △33,335 

その他  14,416 7,602 

小計  2,349,949 1,340,792 

利息及び配当金の受取額  941 774 

利息の支払額  △2,641 △2,065 

法人税等の支払額  △1,026,197 △1,116,094 

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,322,052 223,406 

 



  
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） 

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  △2,440 △199,995 

投資有価証券の売却による収入  92,600 － 

有形固定資産の取得による支出  △60,581 △395,822 

その他  3,024 △2,594 

投資活動によるキャッシュ・フロー  32,602 △598,412 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

預り保証金の返済による支出  △32,817 △32,817 

株式の発行による収入  4,605 5,526 

配当金の支払額  △183,445 △230,284 

自己株式の取得による支出  － △14,435 

自己株式の処分による収入  ※２ 61,022 5,032 

少数株主の出資払込による収入  3,000 13,107 

その他  △25,494 △25,494 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △173,129 △279,364 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △7,262 11,417 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  1,174,262 △642,952 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  4,182,610 5,356,873 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  ※１ 5,356,873 4,713,920 

    



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 連結子会社の数……４社 連結子会社の数……６社 

  ㈱トリムエレクトリックマシナリー 

 TRIMGEN CORPORATION 

 ㈱機能水細胞分析センター 

 ㈱トリムフィナンシャルサービス 

 なお、㈱機能水細胞分析センター及

び㈱トリムフィナンシャルサービスは

いずれも当連結会計年度において新規

設立したため、当連結会計年度より連

結の範囲に含めております。 

非連結子会社……ありません。 

 ㈱トリムエレクトリックマシナリー 

 TRIMGEN CORPORATION 

 ㈱機能水細胞分析センター 

 ㈱トリムフィナンシャルサービス 

 広州多寧健康科技有限公司 

 ㈱トリムオプティマルヘルス 

 なお、広州多寧健康科技有限公司及

び㈱トリムオプティマルヘルスはいず

れも当連結会計年度において新規設立

したため、当連結会計年度より連結の

範囲に含めております。 

非連結子会社……ありません。 

２．持分法の適用に関する事

項 

 持分法適用の関連会社数 １社 

㈱GIバイオポリス 

 持分法適用の関連会社数 １社 

㈱GIバイオポリス 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社のうち、連結決算日と事

業年度末日が異なるのは、TRIMGEN  

CORPORATION（事業年度末日は12月31

日）であります。 

 なお、連結財務諸表の作成にあたっ

ては、事業年度末日現在の財務諸表を

基礎とし、連結決算日との間に生じた

重要な取引については、連結上必要な

調整を行うこととしております。 

 連結子会社のうち、連結決算日と事

業年度末日が異なるのは、TRIMGEN  

CORPORATION及び広州多寧健康科技有限

公司（事業年度末日は12月31日）であ

ります。 

 なお、連結財務諸表の作成にあたっ

ては、事業年度末日現在の財務諸表を

基礎とし、連結決算日との間に生じた

重要な取引については、連結上必要な

調整を行うこととしております。 

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 

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） 

（時価のあるもの） 

同左 

 （時価のないもの） 

 移動平均法による原価法 

（時価のないもの） 

同左 

 ② たな卸資産 

製品・原材料 

 総平均法に基づく原価法 

② たな卸資産 

製品・原材料 

同左 

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

① 有形固定資産 

 定率法 

 ただし、平成10年度の税制改正に伴

い、平成10年４月１日以降に取得した

建物（建物附属設備を除く）について

は、定額法を採用しております。 

① 有形固定資産 

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） 

(3）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 ② 賞与引当金 

  従業員の賞与の支給に充てるため、

翌連結会計年度の支給額のうち当連結

会計年度対応額を計上する支給見込額

基準によっております。 

同左 

 ③ 製品保証引当金 ③ 製品保証引当金 

  販売済製品の無償修理費用に充てる

ため、売上高に無償修理費の実績率を

乗じた額を計上しております。 

同左 

 ④  返品調整引当金 

 将来予想される返品による損失に備

えるため、過去の返品実績率等に基づ

き、将来の返品に伴う損失見込額を計

上しております。 

④  返品調整引当金 

同左 

 ⑤ 退職給付引当金 ⑤ 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき当連結

会計年度末において発生していると認

められる額を計上しております。数理

計算上の差異については、従業員の平

均残存勤務期間以内の一定年数（５

年）に基づく定率法により按分した額

をそれぞれ発生の翌連結会計年度から

費用処理することとしております。 

（追加情報） 

当社における退職給付債務の計算方法

は、従来、簡便法を採用しておりまし

たが、当連結会計年度より原則法に変

更いたしました。 

 この変更は、従業員の増加により退

職給付に関する数理計算を実施する環

境が整備されたためであります。 

なお、この変更による連結財務諸表に

与える影響は軽微であります。 

 従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき当連結

会計年度末において発生していると認

められる額を計上しております。数理

計算上の差異については、従業員の平

均残存勤務期間以内の一定年数（５

年）に基づく定率法により按分した額

をそれぞれ発生の翌連結会計年度から

費用処理することとしております。 

 

 ⑥ 役員退職慰労引当金 ⑥ 役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支給に備えるた

め、当社及び国内連結子会社は内規に

基づく期末要支給額を計上しておりま

す。 

 なお、過年度相当額については、平

成15年3月期から3年間で均等繰入する

こととしております。 

 役員の退職慰労金の支給に備えるた

め、当社及び国内連結子会社は内規に

基づく期末要支給額を計上しておりま

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 

(5）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項 

① 消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

① 消費税等の会計処理 

同左 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価に

ついては、全面時価評価法を採用して

おります。 

同左 

６．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 

７．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲 

 連結キャッシュ・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カ月以内に償還期限

の到来する短期投資からなります。 

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 

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。これにより税金等調整前当期純利益

は60,828千円減少しております。 

 なお、減損損失累計額については、改正後の連結財

務諸表規則に基づき各資産の金額から直接控除してお

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） 

──────────── 

（連結貸借対照表） 

 「割賦売掛金」は、前連結会計年度まで、流動資産

の「受取手形及び売掛金」に含めて表示しておりまし

たが、当連結会計年度において、資産の総額の100分

の１を超えたため区分掲記いたしました。 

  

  

  

──────────── 

 なお、前連結会計年度末の当該金額は86,100千円で

あります。 

 （連結キャッシュ・フロー計算書） 

 営業活動によるキャッシュ・フローの「割賦売掛金」

は、前連結会計年度まで「売上債権の増減額」に含めて

表示しておりましたが、金額的重要性が増したため区分

掲記しております。 

 なお、前連結会計年度末の「売上債権の増減額」に含

まれる当該金額は86,100千円であります。 



注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

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．担保に供している資産及び担保されている債務 ※１．担保に供している資産及び担保されている債務 

(1）担保差入資産は次の通りであります。 (1）担保差入資産は次の通りであります。 

建物 355,145千円 

土地 1,497,356千円 

計 1,852,501千円 

建物 336,085千円 

土地 1,497,356千円 

計 1,833,441千円 

(2）担保資産に対応する債務は次の通りであります。 (2）担保資産に対応する債務は次の通りであります。 

預り保証金（注１） 514,995千円 

長期未払金（注２） 165,711千円 

計 680,706千円 

預り保証金（注１） 482,177千円 

長期未払金（注２） 140,217千円 

計 622,394千円 

（1）預り保証金の契約金額によっております。 

（2）一年以内に返済する金額を含んでおります。 

（1）預り保証金の契約金額によっております。 

（2）一年以内に返済する金額を含んでおります。 

※２．関連会社に対するものは次の通りであります。 

   投資有価証券          3,628千円 

※２．関連会社に対するものは次の通りであります。 

   投資有価証券            3,456千円 

※３．消費貸借契約により貸し付けた投資有価証券の時

価は次の通りであります。 

    投資有価証券         111,000千円  

※３      ──────── 

  

     

※４．当社の発行済株式総数は、普通株式4,622,390株で

あります。 

※４．当社の発行済株式総数は、普通株式4,628,390株で

あります。 

※５．当社が保有する自己株式の数は、普通株式16,700

株であります。 

※５．当社が保有する自己株式の数は、普通株式 18,000

株であります。 



（連結損益計算書関係） 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成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．販売費及び一般管理費の主な内訳 ※１．販売費及び一般管理費の主な内訳 

販売手数料 532,872千円 

製品保証引当金繰入額 18,000千円 

給料手当 1,298,289千円 

賞与引当金繰入額 92,000千円 

退職給付引当金繰入額 48,109千円 

役員退職慰労引当金繰入額 11,023千円 

販売手数料 523,346千円 

製品保証引当金繰入額 16,000千円 

給料手当 1,453,167千円 

賞与引当金繰入額 110,000千円 

退職給付引当金繰入額 38,955千円 

役員退職慰労引当金繰入額 6,575千円 

※２．ゴルフ会員権評価損 ※２．ゴルフ会員権評価損 

貸倒引当金繰入額を含んでおります。 ──────────── 

※３．研究開発費の総額 ※３．研究開発費の総額 

一般管理費 129,547千円 一般管理費 179,472千円 

※４． 

──────────── 

※４．減損損失 

 当連結会計年度において、当社は以下の資産につ

いて減損損失を計上しました。 

 当社が保有する土地及び建物のうち市場価格の著

しい下落が認められた遊休資産について、減損損失

（60,828千円）として特別損失に計上しました。そ

の内訳は建物593千円及び土地60,234千円でありま

す。 

 なお、当該資産は正味売却価額により測定してお

り、建物及び土地については主に固定資産税評価額

に基づいて評価しております。 

場所 用途 種類 

倉庫  
遊休資産  建物及び土地  

（兵庫県川西市） 

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．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

 （千円）

現金及び預金勘定 5,356,873 

現金及び現金同等物 5,356,873 

 （千円）

現金及び預金勘定 4,713,920 

現金及び現金同等物 4,713,920 

※２．自己株式の処分による収入 

 新株予約権の行使に伴う自己株式の交付による処

分を含んでおります。 

※２．自己株式の処分による収入 

          同左 



（リース取引関係） 

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 

減価償却
累計額相
当額 

期末残高
相当額 

 その他 千円 千円 千円 

（機械装置） 9,396 3,915 5,481 

その他 
（工具器具備
品） 

94,323 60,629 33,694 

無形固定資産 
（ソフトウェ
ア） 

87,056 46,652 40,404 

合計 190,776 111,196 79,579 

 
取得価額
相当額 

減価償却
累計額相
当額 

期末残高
相当額 

 その他 千円 千円 千円 

（機械装置） 9,396 5,481 3,915 

その他 
（工具器具備
品） 

94,323 88,570 5,753 

無形固定資産 
（ソフトウェ
ア） 

87,056 64,144 22,911 

合計 190,776 158,196 32,579 

（注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有

形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定しております。 

（注）         同左 

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額 

１年内 46,999千円 

１年超 32,580千円 

合計 79,579千円 

１年内 22,070千円 

１年超 10,509千円 

合計 32,579千円 

（注）未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース

料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法により算定して

おります。 

（注）         同左 

３．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 45,250千円 

減価償却費相当額 45,250千円 

支払リース料 46,999千円 

減価償却費相当額 46,999千円 

４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし残存価額を零とする定額

法によっております。 

同左 



（有価証券関係） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 （注）１．有価証券の減損処理基準 

時価下落率30％以上を時価の「著しく下落した」場合として認識し、次により減損処理を行っております。

(1）時価下落率50％以上 

 合理的な反証がない限りすべて 

(2）時価下落率30％以上50％未満 

 時価の推移、発行会社の外部信用格付や財務諸表ベースでの各種財務比率等による信用リスクを勘案し、

時価の回復可能性が総合的に認められない銘柄 

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 

３．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） 

前連結会計年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成17年４月１

日 至 平成18年３月31日）  

 当社グループはデリバティブ取引を利用しておらず、該当事項はありません。 

 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 70,864 250,515 179,650 70,864 206,010 135,145 

(2）債券 － － － － － － 

(3）その他 24,854 42,255 17,401 24,860 58,931 34,070 

小計 95,718 292,770 197,052 95,724 264,941 169,216 

連結貸借対照

表計上額が取

得原価を超え

ないもの 

(1）株式 － － － － － － 

(2）債券 － － － － － － 

(3）その他 － － － － － － 

小計 － － － － － － 

合計 95,718 292,770 197,052 95,724 264,941 169,216 

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） 

売却額（千円） 
売却益の合計額 
（千円） 

売却損の合計額 
（千円） 

売却額（千円） 
売却益の合計額 
（千円） 

売却損の合計額 
（千円） 

138,718 100,318 － － － － 

 
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   

非上場株式 3,434 203,424 



（退職給付会計関係） 

１．採用している退職給付制度の概要 

当社及び連結子会社（㈱トリムエレクトリックマシナリー）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。 

２．退職給付債務に関する事項 

３．退職給付費用に関する事項 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  
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） △302,902 △332,489 

(2) 年金資産（千円） 164,624 200,596 

(3) 未積立退職給付債務 (1)+(2)（千円） △138,277 △131,892 

(4) 未認識数理計算上の差異（千円） △20,615 △24,076 

(5) 連結貸借対照表計上額純額 (3)+(4）（千円） △158,892 △155,969 

(6) 前払年金費用(千円) 13,229 32,313 

(7) 退職給付引当金 (5)-(6) (千円) △172,122 △188,283 

 
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） 

退職給付費用（千円） 45,055 40,380 

(1）勤務費用（千円） 40,789 43,694 

(2）利息費用（千円） 5,640 5,938 

(3）期待運用収益（減算）（千円） △1,375 △1,646 

(4）数理計算上差異の損益処理額（千円） － △7,606 

 
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）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準 

(2）割引率（％） 2.0 2.0 

(3）期待運用収益率（％） 1.0 1.0 

(4）数理計算上差異の処理年数（年） 5 5 

(5) 会計基準変更時差異の処理年数 初年度一括償却 同左 



（税効果会計関係） 

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）繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 (1）繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

 (単位：千円)

賞与引当金 41,197

退職給付引当金 67,968

役員退職慰労引当金 81,482

未払事業税 42,094

投資有価証券 15,030

その他 143,117

小計 390,891

評価性引当額 △99,255

合計 291,635

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △80,003

その他 △7,199

小計 △87,202

繰延税金資産（負債）の純額 204,432

 (単位：千円)

賞与引当金 48,631

退職給付引当金 76,424

役員退職慰労引当金 82,313

未払事業税 24,957

減損損失 24,696

子会社繰越欠損金 153,810

投資有価証券 15,030

その他 50,770

小計 476,634

評価性引当額 △153,810

合計 322,824

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △68,702

その他 △14,602

小計 △83,304

繰延税金資産（負債）の純額 239,520

(2）法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異原因 

(2）法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異原因 

 (単位：％)

法定実効税率 40.6

（調整）  

交際費等の永久差異項目 0.6

住民税均等割 0.9

その他 1.5

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.6

 (単位：％)

法定実効税率 40.6

（調整）  

交際費等の永久差異項目 0.9

住民税均等割 1.3

評価性引当額の当期増加額 3.6

その他 △0.4

税効果会計適用後の法人税等の負担率 46.0



（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） 

 電解還元水事業の売上高、営業利益及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメン

トの資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略し

ております。 

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） 

 電解還元水事業の売上高、営業利益及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメン

トの資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略し

ております。 

【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）及び当連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平

成18年３月31日） 

 本邦における売上高及び資産の金額が全セグメントの売上高の合計及び資産の金額の合計額の90％超であるた

め、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

【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）及び当連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平

成18年３月31日） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、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）及び当連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平

成18年３月31日） 

 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及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであ

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 1,875.88円

１株当たり当期純利益金額 288.92円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 286.96円

１株当たり純資産額 2,024.39円

１株当たり当期純利益金額 202.50円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 202.20円

 
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株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 1,327,683 933,578 

普通株式に係る当期純利益（千円） 1,327,683 933,578 

普通株式の期中平均株式数（株） 4,595,255 4,610,356 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

新株予約権に係る普通株式増加数（株） 31,439 6,658 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 
  ────── 

平成17年６月29日定時株主総会決

議及び平成17年８月27日取締役会

決議による新株予約権（新株予約

権の数400個）。 

なお、これらの概要は「第４提出

会社の状況、１株式等の状況、

（２）新株予約権等の状況」に記

載のとおりであります。 



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） 長期未払金（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通りでありま

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） 

利率 
（％） 

返済期限 

１年以内に返済予定の長期未払

金 
25,494 25,494 1.3 － 

長期未払金（１年以内に返済予

定のものを除く） 
140,217 114,723 1.3 平成23年 

計 165,711 140,217 － － 

 
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） 

長期未払金 25,494 25,494 25,494 25,494 



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   4,994,186   4,179,826  

２．受取手形    33,445   37,331  

３．売掛金   1,183,774   1,055,602  

４．製品   45,505   47,482  

５．前払費用   38,141   59,654  

６．繰延税金資産   103,944   97,891  

７．関係会社短期貸付金   －   666,000  

８．その他   82,122   15,935  

９．貸倒引当金   △200   △3,700  

流動資産合計   6,480,920 60.2  6,156,022 55.3 

Ⅱ 固定資産        

１．有形固定資産        

(1）建物 ※１ 903,455   1,074,641   

減価償却累計額  318,538 584,916  355,623 719,018  

(2）構築物  8,628   8,628   

減価償却累計額  4,689 3,938  5,331 3,296  

(3）機械及び装置  17,130   105,765   

減価償却累計額  16,071 1,058  34,263 71,501  

(4）車両運搬具  25,112   25,112   

減価償却累計額  20,228 4,883  21,763 3,349  

(5）工具器具備品  32,125   97,742   

減価償却累計額  23,541 8,584  28,946 68,796  

(6）土地 ※１  2,094,015   2,033,780  

(7) その他    17,000   －  

有形固定資産合計   2,714,397 25.2  2,899,743 26.1 

 



  
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
（％） 

２．無形固定資産        

(1）特許権   30,729   24,479  

(2）ソフトウェア   1,105   674  

(3）電話加入権   5,329   5,329  

無形固定資産合計   37,164 0.3  30,482 0.3 

３．投資その他の資産        

(1）投資有価証券 ※２  295,205   467,365  

(2）関係会社株式   114,974   141,974  

(3）関係会社出資金   －   87,083  

(4）従業員長期貸付金   4,989   3,939  

(5）関係会社長期貸付金   801,350   902,399  

(6）長期貸付金   13,549   10,525  

(7）長期前払費用   14,733   31,878  

(8）繰延税金資産   79,888   120,473  

(9）差入保証金   146,292   200,334  

 (10）その他   72,701   79,526  

 (11）貸倒引当金   △7,375   △7,375  

投資その他の資産合計   1,536,309 14.3  2,038,125 18.3 

固定資産合計   4,287,871 39.8  4,968,351 44.7 

資産合計   10,768,791 100.0  11,124,374 100.0 

        
 



  
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．買掛金 ※３  265,362   240,438  

２．未払金   205,892   222,089  

３．未払費用   67,379   74,858  

４．未払法人税等   574,090   229,392  

５．未払消費税等   29,598   4,462  

６．前受金   1,885   2,790  

７．預り金   33,787   36,906  

８．前受収益   15,901   20,842  

９．賞与引当金   92,000   110,000  

10．製品保証引当金   18,000   16,000  

11．返品調整引当金   16,000   15,000  

流動負債合計   1,319,895 12.3  972,781 8.7 

Ⅱ 固定負債        

１．退職給付引当金   166,822   181,988  

２．役員退職慰労引当金   178,690   185,094  

３．預り保証金 ※１  468,708   450,153  

４．長期前受収益   89,974   84,042  

固定負債合計   904,195 8.4  901,278 8.1 

負債合計   2,224,091 20.7  1,874,059 16.8 

 



  
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 ※４  989,831 9.2  992,597 8.9 

Ⅱ 資本剰余金        

１.資本準備金  975,197   977,957   

２.その他資本剰余金        

(1)自己株式処分差益  8,700   9,373   

資本剰余金合計   983,898 9.1  987,330 8.9 

Ⅲ 利益剰余金        

１．利益準備金  243,539   243,539   

２．任意積立金        

(1）別途積立金  4,870,000   5,970,000   

３．当期未処分利益  1,400,450   1,026,475   

利益剰余金合計   6,513,990 60.5  7,240,015 65.1 

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

  117,048 1.1  100,514 0.9 

Ⅴ 自己株式 ※５  △60,067 △0.6  △70,142 △0.6 

資本合計   8,544,700 79.3  9,250,315 83.2 

負債・資本合計   10,768,791 100.0  11,124,374 100.0 

        



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   10,100,509 100.0  9,617,840 100.0 

Ⅱ 売上原価        

１．期首製品棚卸高  40,332   45,505   

２．当期製品仕入高 ※１ 2,920,436   2,752,623   

合計  2,960,769   2,798,129   

３．他勘定振替高 ※２ 24,371   32,776   

４．期末製品棚卸高  45,505 2,890,891 28.6 47,482 2,717,871 28.3 

売上総利益   7,209,617 71.4  6,899,969 71.7 

返品調整引当金 
繰入額 

 3,000 3,000 0.0 － － － 

返品調整引当金 
戻入額 

 － － － 1,000 1,000 0.0 

調整後売上総利益   7,206,617 71.3  6,900,969 71.7 

Ⅲ 販売費及び一般管理費        

１．販売手数料  532,872   523,346   

２．販売促進費  201,466   205,645   

３．販売外注費  237,458   268,988   

４．製品保証引当金 
繰入額 

 18,000   16,000   

５．貸倒引当金繰入額  203   3,732   

６．役員報酬  138,110   108,029   

７．給料手当  1,246,362   1,378,584   

８．外務員報酬  421,620   322,021   

９．賞与  142,979   169,715   

10．賞与引当金繰入額  92,000   110,000   

11．福利厚生費  216,495   250,582   

12．退職給付引当金 
繰入額 

 48,109   38,955   

13．役員退職慰労引当金繰
入額 

 12,457   6,404   

14．旅費交通費  293,720   306,060   

15．減価償却費  33,574   28,850   

16．賃借料  371,127   410,624   

17．研究開発費 ※３ 122,163   183,883   

18．その他  877,613 5,006,336 49.6 931,968 5,263,394 54.7 

営業利益   2,200,281 21.8  1,637,574 17.0 

 



  
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
（％） 

Ⅳ 営業外収益        

１．受取利息  7,902   7,337   

２．受取配当金  496   455   

３．不動産賃貸料  99,963   98,258   

４．投資有価証券売却益  100,318   －   

５．受取手数料  4,594   1,683   

６．その他  10,598 223,873 2.2 12,377 120,112 1.3 

Ⅴ 営業外費用        

１．支払利息  9,200   8,671   

２．賃貸資産減価償却費  21,133   19,059   

３．ゴルフ会員権評価損 ※４ 675   －   

４．その他  12 31,022 0.3 50 27,781 0.3 

経常利益   2,393,132 23.7  1,729,905 18.0 

Ⅵ  特別損失        

１．減損損失 ※５ －   60,828   

２．過年度役員退職慰労引
当金繰入額 

 50,397 50,397 0.5 － 60,828 0.6 

税引前当期純利益   2,342,734 23.2  1,669,077 17.4 

法人税、住民税及び事
業税 

 1,008,441   735,998   

法人税等調整額  △35,782 972,659 9.6 △23,231 712,767 7.5 

当期純利益   1,370,074 13.6  956,309 9.9 

前期繰越利益   30,375   70,166  

当期未処分利益   1,400,450   1,026,475  

        



③【利益処分計算書】 

  
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28日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益   1,400,450  1,026,475 

Ⅱ 利益処分額      

１．配当金  230,284  230,519  

２．任意積立金      

(1）別途積立金  1,100,000 1,330,284 700,000 930,519 

Ⅲ 次期繰越利益   70,166  95,956 

      



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）子会社株式及び関連会社株式 

 移動平均法による原価法 

(1）子会社株式及び関連会社株式 

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） 

(2）その他有価証券 

（時価のあるもの） 

同左 

 （時価のないもの） 

 移動平均法による原価法 

（時価のないもの） 

同左 

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

 製品……総平均法に基づく原価法 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。 

(1）有形固定資産 

同左 

 (2）無形固定資産 

 定額法 

(2）無形固定資産 

同左 

４．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充てるため、

翌期の支給額のうち当期対応額を計上

する支給見込額基準によっておりま

す。 

(2）賞与引当金 

同左 

 (3）製品保証引当金 

 販売済製品の無償修理費用に充てる

ため、売上高に無償修理費の実績率を

乗じた額を計上しております。 

(3）製品保証引当金 

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）返品調整引当金 

 将来予想される返品による損失に備

えるため、過去の返品実績率等に基づ

き、将来の返品に伴う損失見込額を計

上しております。 

(4）返品調整引当金 

同左 

 (5）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当

期末における退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき当期末において発

生していると認められる額を計上して

おります。数理計算上の差異について

は、従業員の平均残存勤務期間以内の

一定年数（５年）に基づく定率法によ

り按分した額をそれぞれ発生の翌期か

ら費用処理することとしております。 

 （追加情報） 

 当社における退職給付債務の計算方

法は、従来、簡便法を採用しておりま

したが、当期より原則法に変更いたし

ました。 

 この変更は、従業員の増加により退

職給付に関する数理計算を実施する環

境が整備されたためであります。 

 なお、この変更による財務諸表に与

える影響は軽微であります。 

(5）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当

期末における退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき当期末において発

生していると認められる額を計上して

おります。数理計算上の差異について

は、従業員の平均残存勤務期間以内の

一定年数（５年）に基づく定率法によ

り按分した額をそれぞれ発生の翌期か

ら費用処理することとしております。 

  

 (6）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額を計上

しております。 

 なお、過年度相当額については、第

21期から3年間で均等繰入することとし

ております。 

(6）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額を計上

しております。 

  

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．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 (1）消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 同左 

     



会計処理方法の変更 

表示方法の変更 

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） 

 当期より、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

準の適用指針第６号 平成15年10月31日）を適用して

おります。これにより税引前当期純利益は60,828千円

減少しております。 

 なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸

表等規則に基づき各資産の金額から直接控除しており

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） 

  

       ──────────── 

（貸借対照表） 

 前期まで流動資産の「その他」に含めて表示しており

ました「関係会社短期貸付金」は、当期において、資産

の総額の100分の１を超えたため区分掲記しました。 

 なお、前期末の「関係会社短期貸付金」は36,000千円

であります。 



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．担保に供している資産及び担保されている債務 ※１．担保に供している資産及び担保されている債務 

(1）担保に供している資産 (1）担保に供している資産 

建物 355,145千円 

土地 1,242,410千円 

計 1,597,555千円 

建物 336,085千円 

土地 1,242,410千円 

計 1,578,495千円 

(2）担保資産に対応する債務 (2）担保資産に対応する債務 

預り保証金（注） 514,995千円 預り保証金（注） 482,177千円 

（注）預り保証金の契約金額によっております。 （注）預り保証金の契約金額によっております。 

※２． 消費貸借契約により貸し付けた投資有価証券の時

    価は次の通りであります。 

     投資有価証券      111,000千円 

※２． 

──────── 

     

※３．関係会社買掛金 263,186千円 ※３．関係会社買掛金 238,290千円 

※４．授権株式数 普通株式 8,000,000株 

発行済株式総数 普通株式 4,622,390株 

※４．授権株式数 普通株式 8,000,000株 

発行済株式総数 普通株式 4,628,390株 

※５．自己株式 ※５．自己株式 

当社が保有する自己株式の数は、普通株式16,700

株であります。 

当社が保有する自己株式の数は、普通株式18,000

株であります。 

 ６．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は117,048千円

であります。 

 ６．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は100,514千円

であります。 



（損益計算書関係） 

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．関係会社との取引 ※１．関係会社との取引 

仕入高 2,906,687千円 仕入高 2,734,504千円 

※２．他勘定振替高の内容 ※２．他勘定振替高の内容 

販売費及び一般管理費 24,371千円 販売費及び一般管理費 32,776千円 

主として、販売促進のため使用したカートリッジ

等を販売費及び一般管理費に計上したものであり

ます。 

主として、販売促進のため使用したカートリッジ

等を販売費及び一般管理費に計上したものであり

ます。 

※３．研究開発費の総額 ※３．研究開発費の総額 

一般管理費 122,163千円 一般管理費 183,883千円 

※４．ゴルフ会員権評価損 ※４．ゴルフ会員権評価損 

貸倒引当金繰入額を含んでおります。 ──────── 

※５．特別損失のうち主要なもの 

──────── 

※５．特別損失のうち主要なもの 

 当事業年度において、当社は以下の資産について

減損損失を計上しました。 

減損損失 60,828千円 

  

 当社が保有する土地及び建物のうち市場価格の著

しい下落が認められた遊休資産について、減損損失

（60,828千円）として特別損失に計上しました。そ

の内訳は建物593千円及び土地60,234千円でありま

す。 

 なお、当該資産は正味売却価額により測定してお

り、建物及び土地については主に固定資産税評価額

に基づいて評価しております。 

場所 用途 種類 

倉庫 
（兵庫県川西市） 

遊休資産 建物及び土地 



（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 

 
取得価額
相当額 

減価償却
累計額相
当額 

期末残高
相当額 

 千円 千円 千円 

工具器具備品 13,920 8,816 5,104 

ソフトウェア 87,056 46,652 40,404 

合計 100,976 55,468 45,508 

 
取得価額
相当額 

減価償却
累計額相
当額 

期末残高
相当額 

 千円 千円 千円 

工具器具備品 13,920 11,600 2,320 

ソフトウェア 87,056 64,144 22,911 

合計 100,976 75,744 25,231 

（注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有

形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定しております。 

（注）         同左 

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額 

１年内 20,276千円 

１年超 25,231千円 

合計 45,508千円 

１年内 19,522千円 

１年超 5,708千円 

合計 25,231千円 

（注）未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース

料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法により算定して

おります。 

（注）         同左 

３．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 19,224千円 

減価償却費相当額 19,224千円 

支払リース料 20,276千円 

減価償却費相当額 20,276千円 

４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし残存価額を零とする定額

法によっております。 

同左 



（税効果会計関係） 

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）繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 (1）繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産 (単位：千円)

賞与引当金 37,352

退職給付引当金 65,893

役員退職慰労引当金 72,548

未払事業税 40,270

投資有価証券 15,030

その他 37,933

   小計 269,028

    

    

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金 △80,003

その他 △5,192

   小計 △85,195

繰延税金資産（負債）の純額 183,832

繰延税金資産 (単位：千円)

賞与引当金 44,660

退職給付引当金 73,887

役員退職慰労引当金 75,148

減損損失 24,696

未払事業税 19,806

投資有価証券 15,030

その他 46,148

   小計 299,377

    

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △68,702

その他 △12,310

   小計 △81,012

繰延税金資産（負債）の純額 218,364

(2）法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異原因 

(2）法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異原因 

   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。 

 (単位：％)

法定実効税率 40.6

（調整）  

交際費等の永久差異項目 0.9

住民税均等割 1.3

その他 △0.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 42.7



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであ

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 1,855.25円 

１株当たり当期純利益金額 298.15円 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額 
296.12円 

１株当たり純資産額 2,006.40円 

１株当たり当期純利益金額 207.43円 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額 
207.13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) 

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 1,370,074 956,309 

普通株式に係る当期純利益（千円） 1,370,074 956,309 

普通株式の期中平均株式数（株） 4,595,255 4,610,356 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

新株予約権に係る普通株式増加数（株） 31,439 6,658 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

   ────── 
 平成17年６月29日定時株主総会決

議及び平成17年8月27日取締役会決

議による新株予約権（新株予約権

の数400個）  

なお、これらの概要は「第４提出

会社の状況、１株式等の状況、

（２）新株予約権等の状況」に記

載のとおりであります。 



④【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

【その他】 

銘柄 株式数（株） 
貸借対照表計上額 
（千円） 

投資有価証

券 

その他有

価証券 

株式会社そーせい 385 138,600 

アンチエイジングドクターズ株式会社 500 100,000 

レドックスバイオサイエンス株式会社 909 99,990 

日本アジア投資株式会社 40,000 37,200 

三井トラストホールディングス株式会

社 
10,000 17,210 

株式会社三井住友フィナンシャルグル

ープ 
10 13,000 

威瑞生活科技股份有限公司 700,000 2,434 

計 751,804 408,434 

種類及び銘柄 投資口数等（万口） 
貸借対照表計上額 
（千円） 

投資有価証

券 

その他有

価証券 

（投資信託受益証券）   

証券投資信託受益証券（４銘柄） 5,353 58,931 

計 5,353 58,931 



【有形固定資産等明細表】 

 （注）１.「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。 

    ２.建物の当期増加の主なものは、大阪市中央区の新築マンション165,904千円の取得によるものであります。 

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 

  

903,455 

 

171,780 

 

593 

(593) 

1,074,641 

 

355,623 

 

37,084 

 

719,018 

 

構築物 

  

8,628 

 

－ 

 

－ 

 

8,628 

 

5,331 

 

641 

 

3,296 

 

機械及び装置 

  

17,130 

 

88,635 

 

－ 

 

105,765 

 

34,263 

 

18,192 

 

71,501 

 

車両運搬具 

  

25,112 

 

－ 

 

－ 

 

25,112 

 

21,763 

 

1,534 

 

3,349 

 

工具器具備品 

  

32,125 

 

65,616 

 

－ 

 

97,742 

 

28,946 

 

5,404 

 

68,796 

 

土地 

  

2,094,015 

 

－ 

 

60,234 

(60,234) 

2,033,780 

 

－ 

 

－ 

 

2,033,780 

 

その他 

  

17,000 

 

－ 

 

17,000 

 

－ 

 

－ 

 

－ 

 

－ 

 

有形固定資産計 3,097,467 326,032 77,827 3,345,671 445,927 62,858 2,899,743 

無形固定資産        

特許権 50,000 － － 50,000 25,520 6,250 24,479 

ソフトウェア 2,906 － 749 2,157 1,483 431 674 

電話加入権 5,329 － － 5,329 － － 5,329 

無形固定資産計 58,235 － 749 57,486 27,003 6,681 30,482 

長期前払費用 15,924 17,532 － 33,456 1,578 386 31,878 



【資本金等明細表】 

 （注）１．発行済株式、資本金及び資本準備金の増加の原因は、当事業年度中に実施された旧商法第280条ノ19の規定

に基づく新株引受権の権利行使（発行株数6,000株、発行価格921円、資本組入額461円、払込金総額5,526千

円）によるものであります。 

２．自己株式処分差益の当期増加は、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権の権利行使

に伴い自己株式を権利行使者に交付したものであります。 

３．当期末における自己株式数は、18,000株であります。 

４．任意積立金の当期増加額は前期決算の利益処分による増加であります。 

【引当金明細表】 

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） 989,831 2,766 － 992,597 

資本金のうち

既発行株式 

普通株式(注)１、３ （株） (4,622,390) (6,000) － (4,628,390) 

普通株式(注)１ （千円） 989,831 2,766 － 992,597 

計 （株） (4,622,390) (6,000) － (4,628,390) 

計 （千円） 989,831 2,766 － 992,597 

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(注)１ （千円） 975,197 2,760 － 977,957 

（その他資本剰余金）       

自己株式処分差益(注)２ （千円） 8,700 672 － 9,373 

計 （千円） 983,898 3,432 － 987,330 

利益準備金及

び任意積立金 

（利益準備金） （千円） 243,539 － － 243,539 

（任意積立金）      

別途積立金 (注)４ （千円） 4,870,000 1,100,000 － 5,970,000 

計 （千円） 5,113,539 1,100,000 － 6,213,539 

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 7,575 3,732 232 － 11,075 

賞与引当金 92,000 110,000 92,000 － 110,000 

製品保証引当金 18,000 16,000 18,000 － 16,000 

役員退職慰労引当金 178,690 6,404 － － 185,094 

返品調整引当金 16,000 15,000 16,000 － 15,000 



(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 10,186 

預金  

普通預金 4,169,639 

合計 4,179,826 

相手先 金額（千円） 

株式会社ナチュラルグループ 17,739 

協同組合セキノ興産 11,298 

愛電商事株式会社 2,156 

西日本キャタピラー三菱建機株式会社 1,053 

北海道キャタピラー三菱建機株式会社 1,041 

株式会社シグマパル 1,038 

その他 3,002 

合計 37,331 

期日別 金額（千円） 

平成18年４月 1,777 

５月 8,780 

６月 26,420 

７月 352 

合計 37,331 



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） 当期発生高には消費税等が含まれております。 

ニ．製品 

ホ．関係会社短期貸付金 

② 固定資産 

イ．関係会社長期貸付金 

相手先 金額（千円） 

丸紅株式会社 143,145 

株式会社トリムフィナンシャルサービス 97,034 

ユアサプライムス株式会社 43,810 

株式会社ナチュラルグループ 22,339 

協同組合セキノ興産 22,895 

その他 726,376 

合計 1,055,602 

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 

1,183,774 10,098,266 10,226,438 1,055,602 90.64 40.47 

品名 金額（千円） 

整水器 37,247 

カートリッジ 5,428 

電位治療器 560 

温泉器 2,850 

ペットボトル 1,396 

合計 47,482 

区分 金額（千円） 

株式会社トリムフィナンシャルサービス 630,000 

株式会社トリムエレクトリックマシナリー 36,000 

合計 666,000 

区分 金額（千円） 

株式会社トリムエレクトリックマシナリー 406,000 

ＴＲＩＭＧＥＮ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ 496,399 

合計 902,399 



③ 流動負債 

イ．買掛金 

(3）【その他】 

 該当事項はありません。 

相手先 金額（千円） 

株式会社トリムエレクトリックマシナリー 238,290 

その他 2,148 

合計 240,438 



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 50株券、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 50株 

株式の名義書換え  

取扱場所 
東京都港区芝三丁目33番１号 

 中央三井信託銀行株式会社 本店 

株主名簿管理人 
東京都港区芝三丁目33番１号 

 中央三井信託銀行株式会社 

取次所 
中央三井信託銀行株式会社 全国各支店 

日本証券代行株式会社   本店及び全国各支店 

名義書換手数料 無料 

新券交付手数料 無料 

単元未満株式の買取り  

取扱場所 
東京都港区芝三丁目33番１号 

 中央三井信託銀行株式会社 本店 

株主名簿管理人 
東京都港区芝三丁目33番１号 

 中央三井信託銀行株式会社 

取次所 
中央三井信託銀行株式会社 全国各支店 

日本証券代行株式会社   本店及び全国各支店 

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 

公告掲載方法 

電子公告により行います。ただし、事故その他やむ得ない事由によって

電子公告による公告をすることができない場合の公告方法を、日本経済

新聞に掲載する方法としております。 

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23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24期（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日）平成17年12月26日近畿財務局長に提出 

(3）自己株券買付状況報告書 

 報告期間（自 平成17年５月１日 至 平成17年５月31日）平成17年６月９日近畿財務局長に提出 

 報告期間（自 平成17年６月１日 至 平成17年６月30日）平成17年７月８日近畿財務局長に提出 

 報告期間（自 平成17年７月１日 至 平成17年７月31日）平成17年８月10日近畿財務局長に提出 

 報告期間（自 平成17年８月１日 至 平成17年８月31日）平成17年９月９日近畿財務局長に提出 

 報告期間（自 平成17年９月１日 至 平成17年９月30日）平成17年10月７日近畿財務局長に提出 

 報告期間（自 平成17年10月１日 至 平成17年10月31日）平成17年11月10日近畿財務局長に提出 

 報告期間（自 平成17年11月１日 至 平成17年11月30日）平成17年12月12日近畿財務局長に提出 

 報告期間（自 平成17年12月１日 至 平成17年12月31日）平成18年１月13日近畿財務局長に提出 

 報告期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年１月31日）平成18年２月10日近畿財務局長に提出 

 報告期間（自 平成18年２月１日 至 平成18年２月28日）平成18年３月10日近畿財務局長に提出 

 報告期間（自 平成18年３月１日 至 平成18年３月31日）平成18年４月11日近畿財務局長に提出 

 報告期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年４月30日）平成18年５月11日近畿財務局長に提出 

 報告期間（自 平成18年５月１日 至 平成18年５月31日）平成18年６月９日近畿財務局長に提出 

(4）有価証券届出書（新株予約権証券の割当）及びその添付書類 

 平成17年８月29日近畿財務局長に提出 

(5）訂正届出書 

 平成17年９月５日近畿財務局長に提出 

 平成17年９月15日近畿財務局長に提出 

 平成17年８月29日提出の有価証券届出書に係る訂正報告書であります。 



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 日本トリム    

 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 西  育良  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 中川 雅晴  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

社日本トリムの平成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

会社日本トリム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18年６月28日 

 株式会社 日本トリム    

 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 西  育良  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 和田 稔郎  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

社日本トリムの平成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

会社日本トリム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。 

追記情報 

 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載のとおり、会社は当連結会計年度から固定資産の減損に

係る会計基準が適用されることとなったため、この会計基準を適用し連結財務諸表を作成している。  

 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 

（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 日本トリム    

 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 西  育良  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 中川 雅晴  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

社日本トリムの平成16年４月１日から平成17年３月31日までの第23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

日本トリムの平成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。 



独立監査人の監査報告書 

    

   平成18年６月28日 

 株式会社 日本トリム    

 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 西  育良  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 和田 稔郎  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

社日本トリムの平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第24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

日本トリムの平成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。 

追記情報 

 会計処理方法の変更に記載のとおり、会社は当事業年度から固定資産の減損に係る会計基準が適用されることとなった

ため、この会計基準を適用し財務諸表を作成している。  

 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

（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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