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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 最近５連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 第58期及び第60期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりま

せん。 

３ 第56期、第57期及び第59期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失が計

上されており、また、潜在株式がないため記載しておりません。 

４ 従業員数は、就業人員数を表示しております。 

５ 第57期から「１株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成14年９月25日 企業会

計基準第２号)及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成14年

９月25日 企業会計基準適用指針第４号)を適用しております。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第56期 第57期 第58期 第59期 第60期

決算年月 平成14年５月 平成15年５月 平成16年５月 平成17年５月 平成18年５月

売上高 (百万円) 43,739 38,542 37,517 37,126 40,459

経常利益又は 
経常損失(△)

(百万円) 476 △849 785 △532 1,265

当期純利益又は 
当期純損失(△)

(百万円) △240 △5,137 583 △1,038 587

純資産額 (百万円) 28,616 23,258 24,036 23,066 23,929

総資産額 (百万円) 52,295 48,074 48,890 51,317 48,407

１株当たり純資産額 (円) 1,335.64 1,085.61 1,158.25 1,123.15 1,165.21

１株当たり当期純利益 
又は当期純損失(△)

(円) △11.20 △239.79 27.69 △50.17 28.63

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 54.7 48.4 49.2 44.9 49.4

自己資本利益率 (％) △0.8 △19.8 2.5 △4.4 2.5

株価収益率 (倍) ― ― 20.3 ― 27.5

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △4,200 △2,424 1,618 3,550 △251

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △164 △2,150 △1,307 389 45

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △300 △200 △511 △294 △163

現金及び現金同等物 
の期末残高

(百万円) 16,900 12,124 11,924 15,569 15,200

従業員数 (名) 900 885 917 935 908



(2) 提出会社の最近５事業年度に係る主要な経営指標等の推移 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 第58期及び第60期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりま

せん。 

３ 第56期、第57期及び第59期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失が計

上されており、また、潜在株式がないため記載しておりません。 

４ 従業員数は、就業人員数を表示しております。 

５ 第57期から「１株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成14年９月25日 企業会

計基準第２号)及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成14年

９月25日 企業会計基準適用指針第４号)を適用しております。 

  

回次 第56期 第57期 第58期 第59期 第60期

決算年月 平成14年５月 平成15年５月 平成16年５月 平成17年５月 平成18年５月

売上高 (百万円) 42,766 37,308 35,967 35,128 38,325

経常利益又は 
経常損失(△)

(百万円) 367 △881 637 △606 1,104

当期純利益又は 
当期純損失(△)

(百万円) △268 △5,002 509 △1,058 512

資本金 (百万円) 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233

発行済株式総数 (千株) 21,425 21,425 21,425 21,425 21,425

純資産額 (百万円) 28,090 22,871 23,574 22,584 23,371

総資産額 (百万円) 51,759 47,009 47,740 50,163 47,009

１株当たり純資産額 (円) 1,311.10 1,067.52 1,136.00 1,099.69 1,138.07

１株当たり配当額 
(内１株当たり 
中間配当額)

(円)

(円)

10.00

(5.00)

8.00

(4.00)

8.00

(4.00)

8.00

(4.00)

14.00

(4.00)

１株当たり当期純利益 
又は当期純損失(△)

(円) △12.54 △233.48 24.17 △51.14 24.94

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 54.3 48.7 49.4 45.0 49.7

自己資本利益率 (％) △1.0 △19.6 2.2 △4.6 2.2

株価収益率 (倍) ― ― 23.3 ― 31.5

配当性向 (％) ― ― 33.1 ― 56.1

従業員数 (名) 812 792 820 819 781



２ 【沿革】 

昭和12年７月 前澤慶治が東京都中央区銀座において昭和製作所を創立。上水道用諸機械器具の販

売を開始。

昭和22年９月 資本金100万円の株式会社に改組し、前澤バルブ工業株式会社を東京都目黒区鷹番町

に設立。上水道用諸機械器具の製造販売を開始。

昭和25年10月 川口市に鋳造ならびに加工機械設備を有した川口工場を建設し、バルブの一貫作業

の製造を開始。

昭和29年11月 JIS表示許可工場として認可される。

昭和36年４月 幸手市に幸手工場を建設し、大・中口径異形管、門扉類の製造を開始。

昭和37年９月 特定建設業者として建設大臣より建設業登録の認可を受ける。

昭和42年10月 川口市東本郷に新郷工場を建設し、中・小口径仕切弁、消火栓の量産体制を完備。

昭和45年７月 H・ガイガー機械製作所(現 ガイガー・インターナショナル社)(ドイツ)と技術提携

し、各種上・下水処理機械の製造を開始。

昭和48年４月 業容拡大に伴ない前澤工業株式会社(現在名)に社名変更。

昭和48年12月 上・下水処理機械の設計・施工の専門部門を開設。

昭和55年10月 製品類の高品質化を図るため、実流試験設備を備えた水理実験室を幸手工場に設

置。

昭和56年９月 ボブロイター社(ドイツ)の粉体塗装技術を導入してソフトシール弁の製造販売を開

始。

昭和60年４月 当社の100％出資子会社である前澤機工株式会社を設立。(現 連結子会社)

昭和61年５月 生産部門の効率化と拡充を図るため川口工場、新郷工場、幸手工場の三工場を幸手

工場に統合して新たに埼玉製造所を発足、併せて川口工場は水処理本部として、新

郷工場は配送センターとしてそれぞれ業務を開始。

昭和62年２月 社団法人日本証券業協会東京地区協会の店頭売買銘柄に新規登録。

平成６年３月 東京証券取引所市場第二部に株式を上場。

平成７年１月 土壌・地下水汚染の浄化修復に関しての専門部門として、東京都中央区に土壌環境

部を開設。

平成８年６月 子会社前澤機工株式会社が株式会社前澤エンジニアリングサービスへと商号変更。

平成８年11月 東京証券取引所市場第一部に指定。

平成10年４月 川口市にアクアテクノセンターを建設し、製販一体体制の拠点として業務を開始。

平成10年６月 産業廃水・廃液処理事業を行う目的で川口市に産業環境部を開設。

平成13年５月 分析技術の拡充を図るため、幸手市に中央研究所分析センターを建設。

平成13年11月 ISO9001(平成10年11月取得)の認証を、上下水道等水処理装置のプロジェクトマネジ

メント、設計、エンジニアリング、購買、営業及び工事管理に拡大して取得。

平成13年12月 ISO9001(平成８年７月取得)の認証を、弁・消火栓・水門の営業、開発、設計、製造、施工

管理及び水処理設備の製造に拡大して取得。

平成14年４月 本社を現在地(東京都中央区八重洲)に移転。

平成14年10月 古紙などリサイクル資源を原料とした強化パネルのグリッドコアの事業化に向け

て、川口市にグリッドコア推進室を開設。

平成16年２月 富士市にグリッドコア製造設備を有したグリッドコア富士工場を建設。

平成16年12月 配送センター(川口市)を埼玉製造所に統合。

平成17年４月 ISO14001の認証を取得。



３ 【事業の内容】 

当社グループの企業集団は、当社及び連結子会社１社、非連結子会社１社で構成され、上下水道用機

器・水処理装置の製造及び販売をもとに環境関連分野の社会資本整備、浄化事業に取り組んでおります。

なお当社及び連結子会社、非連結子会社の事業は「水道用・環境衛生用機器事業」並びにこれらに付帯

する業務の単一事業でありますので、製品別に「下水機械装置」、「上水等機械装置」、「汎用弁栓」、

「制御弁・門扉」、「その他」とに区分して記載しております。 

  

製品の区分は次のとおりであります。 

 
  

事業の系統図は次のとおりであります。 

  
 

  

区分 主要製品等

下水機械装置 沈砂池機械設備、水処理機械設備、汚泥処理機械設備、高度処理機械設備

上水等機械装置
浄水処理機械設備、高度処理機械設備、膜処理浄水設備、 

農業集落排水処理設備、農業用水機械設備、河川用機械設備

汎用弁栓 仕切弁、ソフトシール弁、空気弁、ボール弁、消火栓、汚泥引抜弁

制御弁・門扉 バタフライ弁、流量制御弁、緊急遮断弁、逆止弁、制水扉、可動堰

その他
土壌・地下水汚染浄化設備、産業廃水・廃液処理設備、 

有機性廃棄物資源化設備、汎用弁栓・制御弁・門扉を主体とした工事



４ 【関係会社の状況】 

  

 
(注) 当該会社は、有価証券届出書又は報告書は提出しておりません。 

  

５ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

当連結会計年度末における従業員数は908名であります。 

(注) １ 従業員は、就業人員であります。 

２ 当社グループの事業は「水道用・環境衛生用機器事業」並びにこれらに付帯する業務の単一事業であります

ので、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。また、従業員は製品区分別に区分できないた

め、製品区分別の記載を省略しております。 

  

  

(2) 提出会社の状況 

平成18年５月31日現在 

 
(注) １ 従業員は就業人員であります。 

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 関係会社に出向中の従業員は2名であります。これは上記従業員数には、含まれておりません。 

  

(3) 労働組合の状況 

当社グループには、「JAM前澤工業労働組合」が組織(組合員数151人)されております。 

なお労使関係について特に記載すべき事項はありません。 

  

名称 住所
資本金又は
出資金 
(百万円)

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)

㈱前澤エンジニアリング 
サービス

東京都中央区 80

水道用・環境
衛生用機器の
据付・維持管
理・改修工事

100.0

当社製品の据付・維持管理
業務の一部を外注しており
ます。 
なお、当社所有の建物を賃
貸しております。 
役員の兼務等…無

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円)

781 44.3 17.6 5,999,517



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、個人消費は緩やかに増加し、設備投資も企業収益の改善を受

けて増加するなど、景気は回復を続けていると考えられますが、原油や素材価格の上昇等により、本格

的に景気回復となるかは、予断を許さない状況で推移しました。  

 当社グループを取り巻く事業環境は、引き続き公共投資関係費の縮減が行われ、非常に厳しい環境が

続きました。  

 このような状況のもとで当社グループは、上・下水道市場や環境関連分野の民間市場に対し、積極的

な販売活動を展開し、受注・売上の確保に努めてまいりました結果、当連結会計年度の業績は、受注高

は36,786百万円（前年同期比0.3%減）、売上高は40,459百万円（前年同期比9.0%増）となりました。  

 損益につきましては、売上の増加による利益額の増加や稼働の向上に加え、経費削減などの内部努力

により、経常利益は1,265百万円（前連結会計年度532百万円の損失）となりました。また、当連結会計

年度において、前澤給装工業㈱の株式売出に伴う売却益等により、167百万円を特別利益に計上いたし

ましたが、固定資産の減損に係る会計基準の適用による一部固定資産の減損や、グリッドコア事業の操

業度差異等により、702百万円を特別損失に計上いたしました結果、当期純利益は587百万円（前連結会

計年度1,038百万円の損失）となりました。  

  

つぎに、当連結会計年度における製品区分別売上高は、下記のとおりであります。 

  

 
  

製品区分別 金額(百万円) 前年同期比(％)

下水機械装置 18,319 21.4

上水等機械装置 6,185 △15.9

汎用弁栓 4,244 △1.4

制御弁・門扉 4,844 12.6

その他 6,865 13.0

合計 40,459 9.0



(2) キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度のキャッシュ・フローについては、営業活動により251百万円減少し、投資活動により

45百万円増加、財務活動により163百万円減少となり、合計で369百万円の資金の減少(前連結会計年度

3,644百万円の資金の増加)となりました。この結果、当連結会計年度の現金及び現金同等物の期末残高は

15,200百万円となりました。 

 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

 当連結会計年度における営業活動による資金収支は△251百万円(前連結会計年度 3,550百万円)となり

ました。税金等調整前当期純利益は729百万円を計上しましたが、前受金の減少2,824百万円や引当金の減

少729百万円など資金減少項目が、たな卸資産の減少1,913百万円、減価償却費941百万円などの資金増加

項目を上回ったことによります。 

 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

 当連結会計年度における投資活動による資金収支は45百万円(前連結会計年度 389百万円)となりまし

た。投資有価証券の売却1,090百万円などの収入に対し、有形固定資産の取得492百万円や投資有価証券の

取得201百万円及び定期預金の取得100百万円などの支出があったことによります。 

 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

 当連結会計年度における財務活動による資金収支は△163百万円(前連結会計年度 △294百万円)となりま

した。これは主に配当金の支払いによるものであります。 



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

当社グループの事業は「水道用・環境衛生用機器事業」並びにこれらに付帯する業務の単一事業であり

ますので、製品区分別に記載しております。 

販売の状況については「１ 業績等の概要」に記載しております。 

  

(1) 生産実績 

当連結会計年度の生産実績を製品区分別に示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) １ 金額は販売価格により表示しております。 

２ 金額は消費税等抜きで表示しております。 

  

(2) 受注実績 

当連結会計年度の受注状況を製品区分別に示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) １ 金額は販売価格により表示しております。 

２ 金額は消費税等抜きで表示しております。 

  

製品区分別

当連結会計年度
(自 平成17年６月１日
至 平成18年５月31日)

生産高(百万円) 前年同期比(％)

下水機械装置 17,257 6.9%

上水等機械装置 5,756 △23.1%

汎用弁栓 3,863 △4.3%

制御弁・門扉 4,557 8.8%

その他 6,929 3.1%

合計 38,364 △0.6%

製品区分別

当連結会計年度
(自 平成17年６月１日
至 平成18年５月31日)

受注高(百万円) 前年同期比(％) 受注残高(百万円) 前年同期比(％)

下水機械装置 16,444 4.2 11,157 △14.4

上水等機械装置 5,381 △9.3 2,737 △22.7

汎用弁栓 4,218 △2.1 471 △5.4

制御弁・門扉 4,571 2.5 1,346 △16.8

その他 6,170 △3.5 1,416 △32.9

合計 36,786 △0.3 17,129 △17.7



３ 【対処すべき課題】 

当社グループは、上・下水道市場における競争力を強化するため、装置・バルブにおける営業および工

事施工部門を抜本的に見直し、一体化による連携の強化を図り、社会環境の変化に対応できるスリムな体

制を構築してまいります。これら機動力のある営業および営業支援体制により、製販一体となった組織

的・効率的な提案営業活動とタイミングを逃さないスピードのある的確な行動とをもって、上・下水道市

場におけるシェアアップを図ります。 

 また、当社グループにとって新規市場である、環境関連分野における民間の市場においては、土壌・地

下水汚染浄化事業、産業廃水処理事業、有機性廃棄物資源化事業を主体として、ユーザーが抱える問題に

対し、永年培ってきた水処理技術をもとにソリューションを提案していくことにより、積極的に進出を図

り、実績を積み上げながら事業の拡大を図ります。さらに、古紙などリサイクル資源を原料とした強化パ

ネルを製造するグリッドコア事業においては、ユーザーニーズに対応できる不燃化など新たな生産技術の

確立と、新素材であるグリッドコアの特徴を活かした販路の拡張による事業の拡大を図ります。そして、

これらの施策により、官民バランスのとれた受注の拡大に努めてまいります。 

 一方、競争力を向上させるための最適な生産体制や工事施工体制の再構築、材料単価や外注単価の低減

を図るための調達方法の見直しにより、効率化とコストダウンを追求し、低原価体質を基調とした企業体

質の構築をさらに推し進め、業績の向上と経営基盤の強化・充実を図ってまいります。 

 なお、平成18年2月の当社従業員によるあっせん利得処罰法違反事件に関し、多くの皆様に多大なご迷

惑、ご心配をおかけいたしましたことに対して、深くお詫びを申し上げます。当社は、これまで倫理・法

令遵守について様々な施策を行ってまいりましたが、この事態を厳粛に受け止め、更なる倫理・法令の遵

守の徹底を図ると同時に、再発防止に取り組み、一刻も早い信頼回復に努める所存でございます。 

  

４ 【事業等のリスク】 

当社グループの経営成績、株価及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなも

のがあります。なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末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) 市場環境の変動 

 当社グループの事業は、公共事業が占める割合が高いため、国及び地方公共団体の財政状態による公共

事業予算の縮減並びにコスト縮減や予算執行状況により、業績に影響を受ける可能性があります。 

 

(2) 資機材価格の急激な変動 

 資機材価格が急激に高騰し、それを販売価格に反映させることが困難な場合には、業績に影響を受ける

可能性があります。 

 

(3) 株式市場の動向 

 当社グループが保有している有価証券は、その大半が株式であるため、株式市場の動向により、業績に

影響を受ける可能性があります。 

 

(4) 退職給付費用及び債務 

 年金資産の時価の変動や運用利回りの状況、割引率等の退職給付債務算定に用いる前提に変更があった

場合には、業績に影響を受ける可能性があります。 

 

(5) 業績の下期偏重による季節的な変動 

 当社グループの売上高は、下半期に完成する工事の割合が大きいため、上半期の売上高と下半期の売上

高との間に、著しい相違があります。最近２連結会計年度の上半期及び下半期の実績は、下記のとおりで

あります。 

  



  

 
  

５ 【経営上の重要な契約等】 

(1) 主要な技術導入契約 

  

 
(注) 上記については、ロイヤリティとして売上高の一定率を支払う契約となっております。 

  

項目

前連結会計年度
(自 平成16年６月１日
至 平成17年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年６月１日
至 平成18年５月31日)

上半期 
(百万円)

下半期 
(百万円)

通期
(百万円)

上半期
(百万円)

下半期
(百万円)

通期 
(百万円)

売上高 
(構成比)

7,037
(19.0％)

30,088
(81.0％)

37,126
(100.0％)

11,456
(28.3％)

29,003
(71.7％)

40,459
(100.0％)

営業利益又は 
営業損失(△)

△2,526 1,882 △643 △1,155 2,249 1,093

契約会社名 相手方の名称 国名 契約品目 契約内容 契約期間

前澤工業株式会社 

(当社)
望 月 たく夫 日本 混気ジェットポンプ

１ 国内の上下水道分野における

通常実施権

平成14年６月より 

平成29年５月まで

〃 セーバー社 ドイツ

汚泥乾燥機 

(通気バンド式汚泥乾

燥機)

１ ノウハウの日本における独占

製造販売権と外国での非独占

販売権

平成15年12月より 

平成20年12月まで

〃 エンバイロジェン社 アメリカ
土壌・地下水汚染の処

理技術

１ ノウハウ及び国内における独

占製造権・販売権

平成６年11月より 

平成20年11月まで

〃 OTV SA社 フランス
高速凝集沈殿池 

システム

１ 国内における特許およびノウ

ハウについての非独占ライセ

ンス

平成13年12月より 

平成23年12月まで



６ 【研究開発活動】 

 当社グループの当連結会計年度における研究開発費の総額は711百万円であり、生活環境分野で使用され

る水処理装置及び機器メーカーとして、社会に貢献する製品の開発を進めております。 

 なお、当社及び連結子会社の事業は「水道用・環境衛生用機器事業」並びにこれらに付帯する業務の単一

事業でありますので、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。また、研究開発活動は製品区分

別に行っていないため、研究部門別に「水処理装置部門」、「機器部門」、「その他」とに区分して記載し

ております。 

 当連結会計年度における主な研究開発成果は次のとおりであります。 

  

(1) 水処理装置部門 

 上水道分野では、産・官・学の共同研究として「環境影響低減化浄水技術開発研究」(e-WaterⅡプロジ

ェクト)に参画し「安全でおいしい水を目指した高度な浄水処理技術の確立に関する研究」に取り組んで

おり、最適浄水処理システムを構築するための新たな技術開発を実施しております。また、将来的な水道

事業の展開に向けて施設更新・維持管理のための省エネルギー・省力化などの技術開発を積極的に推進し

ており、ハード・ソフトの両面にわたり研究活動を実施しております。大中規模の膜ろ過システムや、弊

社独自の技術として開発したPTFE(テフロン)製膜ハイブリッド膜ろ過システムの実績を踏まえ、更なる開

発などを手掛けております。 

 下水道分野では、これまでの数多くの実績を有する保有技術を生かし発展させることで、除塵機や沈砂

池機械設備の改造・更新向けとしての技術開発を推し進めております。また、合流改善対策としてアクテ

ィフロープロセスＳ(高速凝集沈澱処理)やスクリーンなどの技術開発にも取り組んでおります。 

下水あるいは汚泥からのリン回収技術や水質改善を目的とした脱リン・脱窒プロセスなどの高度処理シス

テム、汚泥減容化技術などの開発も実践しており、バイオ関連ではバイオガス関連技術や高濃度のアンモ

ニア除去技術など総合的な見地からの研究開発活動を行い環境改善への貢献を果たしていきます。 

 水質試験分野では、分析センターが中心となり、水道法20条に基づく登録水質検査機関として、数多く

の水道事業体からの信頼を受け、水質分析業務を積極的に受託しております。また、水質検査は適正な処

理システム、あるいは適切な運転維持管理がなされているかを判定する指標のひとつとして捉えられ、重

要な位置づけとなっており、今後益々精度管理を充実し、信頼性を高めて行く所存です。 

 この部門の研究開発費は589百万円であります。 

  

(2) 機器部門 

 機器部門では、水道ビジョンによる災害対策の充実や維持管理時代に相応しい製品や低コスト製品の提

供のため研究開発を進めており、安心・安全・おいしい水の供給にも寄与するための製品研究にも取り組

んでおります。 

 近年地球温暖化現象を抑制するために温室効果ガスを発生しないクリーンエネルギーとしての水力発電

が注目されています。これに対する開発製品として小水力発電装置が有り、フィールド実証試験に取り組

んでおりましたが、その性能・耐久性を確認することが出来、終了しました。 

 この部門の研究開発費は79百万円であります。 

  

(3) その他の部門 

 土壌浄化分野では、油・重金属の分離洗浄技術の研究等を行っております。 

 グリッドコアについては、耐水性、強度など物理特性等のデータの収集や、準不燃・不燃の耐火性ボー

ド、耐水性ボードなどの高機能性ボードの開発を進めております。 

 この部門の研究開発費は42百万円であります。 

  



７ 【財政状態及び経営成績の分析】 

(1) 重要な会計方針及び見積り 

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

作成されています。この連結財務諸表の作成に当たって採用している重要な会計基準は、「第５ 経理

の状況 １ 連結財務諸表等 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載されていると

おりであります。 

なお、損益及び資産の状況に影響を与える見積りは、過去の実績やその時点での情報に基づき合理的

に判断しておりますが、実際の結果は見積りそのものに不確実性があるため、これらの見積りと異なる

場合があります。 

  

(2) 当連結会計年度の経営成績 

当連結会計年度の経営成績の概況につきましては、「第２ 事業の状況 １ 業績等の概要 (1) 業

績」に記載されているとおりであります。 

  

(3) 経営成績に影響を与える要因 

経営成績に影響を与える要因につきましては、「第２ 事業の状況 ４ 事業等のリスク」に記載さ

れているとおりであります。 

  

(4) 戦略的現状と見通し 

当社グループは、官民バランスのとれた受注の拡大に努める一方、低原価体質を基調とした企業体質

の構築をさらに推し進める所存であります。 

  

(5) 資本の財源及び資金の流動性についての分析 

資本の財源及び資金の流動性についての分析につきましては、「第２ 事業の状況 １ 業績等の概

要 (2) キャッシュ・フローの状況」に記載されているとおりであります。 

  

(6) 経営者の問題認識と今後の方針について 

当社グループの関連する事業環境は、依然として厳しい状況にあり、収益の確保と競争力の強化が重

要な課題であります。 

 このような状況の中で当社は、２１世紀における飛躍をもとめ、経営方針『創造と変革』を掲げてお

ります。『創造』とは、決まりきったことから脱して自ら必要なものを創り出し、『変革』とは、今ま

での仕事のやり方を抜本的に見直し、創意工夫により効率の良い方法に思い切って変えることを意味し

ており、これらをもって企業の高収益体質をめざすことを意図しております。 



第３ 【設備の状況】 

１ 【設備投資等の概要】 

当社グループの当連結会計年度は、木型・金型の更新115百万円・グリッドコア設備165百万円など総額

465百万円の設備投資を実施しました。 

 なお、当社及び連結子会社の事業は「水道用・環境衛生用機器事業」並びにこれらに付帯する業務の単

一事業でありますので、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。また、設備投資は製品区分

別に区分できないため、製品区分別の記載を省略しております。 

 当連結会計年度において、生産能力に重要な影響を及ぼすような設備の売却、滅失はありません。 

  

２ 【主要な設備の状況】 

(1) 提出会社 

  

 
(注) １ 帳簿価額のうち、「その他」は、工具器具及び備品であります。なお、金額には消費税等を含めておりませ

ん。 

２ 上記中土地欄の[外書]は、連結会社以外からの賃借設備[面積㎡]であります。 

３ 中央研究所の土地・建物は一部を除き、アクアテクノセンターおよび埼玉製造所に含まれております。 

  

事業所名 
(所在地)

設備の内容

帳簿価額(百万円)
従業員数
(名)建物

及び構築物
機械装置
及び運搬具

土地
(面積㎡)

その他 合計

本社 
(東京都中央区)

統括設備 16 － － 8 24 49

アクアテクノセンター 
(埼玉県川口市)

設計、工事、販売
統括設備

1,089 30
48

(5,605)
110 1,278 266

埼玉製造所 
(埼玉県幸手市)

弁栓、門扉、機械
装置製造設備 
保管配送設備

1,892 868
3,294
(92,011)
[961]

300 6,355 220

中央研究所 
(埼玉県川口市、幸手市)

研究開発 173 35 － 58 266 22

営業店・営業所

 東京支店 
 (東京都中央区)

販売設備 － － － 1 1 18

 大阪支店 
 (大阪市中央区)

販売設備 1 － － 4 5 53

 名古屋支店 
 (名古屋市中村区)

販売設備 5 －
15
(24)

1 22 28

 東北支店他10事業所 
 (宮城県仙台市他)

販売設備 7 －
29
(534)

9 46 122

富士工場 
(静岡県富士市)

グリッドコア 
製造設備

13 326 － 5 346 3

厚生施設 
(埼玉県上尾市)

その他の設備 91 －
215

(1,435)
0 308 －

その他 
(栃木県那須町他)

その他の設備 － －
57

(8,494)
－ 57 －



(2) 国内子会社 

  

 
(注) １ 帳簿価額のうち「その他」は、工具器具及び備品であります。なお、金額には消費税等を含めておりませ

ん。 

  

３ 【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 重要な設備の新設等 

該当事項はありません。 

  

(2) 重要な設備の除却等 

該当事項はありません。 

  

事業所名 
(所在地)

設備の内容

帳簿価額(百万円)
従業員数
(名)建物

及び構築物
機械装置
及び運搬具

土地
(面積㎡)

その他 合計

㈱前澤エンジニアリング 
サービス 
(埼玉県川口市他)

設計、工事、販売
統括、販売設備

－ － － 9 9 127



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) 有償一般募集 

発行価格2,710円、資本組入額1,355円 

  

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 80,000,000

計 80,000,000

種類
事業年度末現在 
発行数(株) 

(平成18年５月31日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成18年８月30日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内    容

普通株式 21,425,548 21,425,548
東京証券取引所
市場第一部

株主としての権利内容に制限
のない、標準となる株式

計 21,425,548 21,425,548 ― ―

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
 

(百万円)

資本金残高
 

(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金
残高 
(百万円)

平成８年５月15日(注) 600,000 21,425,548 813 5,233 813 4,794



(4) 【所有者別状況】 

平成18年５月31日現在 

 
(注) １ 自己株式889,117株は「個人その他」の欄に8,891単元及び「単元未満株式の状況」の欄に17株含まれており

ます。 

２ 「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が3,625単元含まれております。 

  

(5) 【大株主の状況】 

平成18年５月31日現在 

 
(注) １ 日本マスタートラスト信託銀行株式会社の上記所有株式数は、すべて信託業務に係る株式であります。 

２ 上記のほか、自己株式が889千株（所有株式割合4.14%)あります。 

３ 次の法人及びその共同保有者から、大量保有報告書の提出があり（報告義務発生日 平成18年2月20日）、次

のとおり株式を所有している旨報告を受けておりますが、当期末現在における当該法人名義の実質所有株式

数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。 

 
  

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) ― 42 26 84 33 ― 4,861 5,046 ―

所有株式数 
(単元)

― 42,535 2,064 43,943 33,510 ― 92,093 214,145 11,048

所有株式数 
の割合(％)

― 19.86 0.96 20.51 15.64 ― 43.03 100.00 ―

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(％)

クレジット スイス ファースト ボストン 
ヨーロッパ ピービー セク アイエヌティ 
ノントリーティ クライエント 
(常任代理人 シティバンク・エヌ・エイ
東京支店)

ONE CABOT SQUARE LONDON E14 4QJ. UK 
(東京都品川区東品川２丁目３番14号)

1,865 8.70

前澤化成工業株式会社 東京都中央区八重洲２丁目７番２号 1,229 5.73

前澤給装工業株式会社 東京都目黒区鷹番２丁目13番５号 1,198 5.59

財団法人前澤育英財団 東京都中央区八重洲２丁目７番２号 986 4.60

エスジーエスエス/エスジービーティー 
ルクス 
(常任代理人 香港上海銀行東京支店)

SOCIETE GENERALE 29 BOULEVARD HAUSSMANN PARIS-
FRANCE 
(東京都中央区日本橋３丁目11番１号)

731 3.41

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区内幸町１丁目１番５号 721 3.36

前澤工業取引先持株会 東京都中央区八重洲２丁目７番２号 565 2.63

前澤工業従業員持株会 東京都中央区八重洲２丁目７番２号 482 2.25

明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内２丁目１番１号 482 2.25

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社(信託口)

東京都港区浜松町２丁目11番３号 420 1.96

計 ― 8,684 40.53

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(％)

ザ・エスエフピー・バリュー・リアライゼーシ

ョン・マスター・ファンド・リミテッド

英領西インド諸島、ケイマン諸島、グランドケイマ

ン、ジョージ・タウン、サウス・チャーチ・ストリー

ト、ユグランド・ハウス、私書箱309GT
1,721 8.03

ジーエーエス（ケイマン）リミテッド
英領西インド諸島、ケイマン諸島、グランドケイマ

ン、ジョージ・タウン、私書箱1043GT
96 0.45



(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成18年５月31日現在 

 
(注) １ 単元未満株式には当社所有の自己株式17株が含まれております。 

２ 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、362,500株(議決権3,625個)含まれ

ております。 

  

② 【自己株式等】 

平成18年５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。 

  

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）
（自己保有株式）
普通株式 889,100

―
株主としての権利内容に制限のな
い、標準となる株式

完全議決権株式（その他） 〃 20,525,400 205,254 同上

単元未満株式     〃 11,048 ― ―

発行済株式総数 21,425,548 ― ―

総株主の議決権 ― 205,254 ―

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(％)

(自己保有株式)
前澤工業株式会社

東京都中央区八重洲 
２丁目７番２号

889,100 ― 889,100 4.14

計 ― 889,100 ― 889,100 4.14



２ 【自己株式の取得等の状況】 
  

   
(1) 【株主総会決議による取得の状況】 

該当事項はありません。 

  

(2) 【取締役会決議による取得の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

 
  

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

  

 
(注) 「保有自己株式数」の欄には、単元未満株式の買取りによる自己株式が含まれております。なお、当該株式には、
平成18年８月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満買取りによる株式数は含まれておりません。 

  

【株式の種類等】 旧商法第221条第6項の規定に基づく単元未満株式の買取請求による普通
株式の取得及び会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得

区分 株式数（株） 価額の総額（百万円）

当事業年度における取得自己株式 428 0

当期間における取得自己株式 428 0

（注） 当期間における取得自己株式には平成18年8月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買

      取りによる株式数は含めておりません。

区分
当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額

(円)
株式数(株)

処分価額の総額 
(円)

引き受ける者の募集を行った 
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
移転を行った取得自己株式

― ― ― ―

その他 ― ― ― ―

保有自己株式数 889,117 ― 889,117 ―



３ 【配当政策】 

当社は、株主各位への利益還元を経営上の重要課題のひとつと考えており、中・長期的な配当性向の目

安を30％としておりますが、当該年度および今後の業績、財産状況等を勘案し、継続的に配当を行いたい

と考えております。 

当期の期末配当金につきましては、当期の業績、財産状況及び今後の事業展開や企業体質の強化を図る内

部留保等を勘案し、1株当たり１０円とし、中間配当金（１株当たり４円）とあわせ、年間で１株当たり

１４円としております。 

  

(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当の株主総会または取締役会の決議日は以下のとおりであります。 

      取締役会決議日 平成18年１月20日 

      株主総会決議日 平成18年８月30日 

  

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、東京証券取引所市場第一部におけるものを記載しております。 

  

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】 

 
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものを記載しております。 

  

回次 第56期 第57期 第58期 第59期 第60期

決算年月 平成14年５月 平成15年５月 平成16年５月 平成17年５月 平成18年５月

最高(円) 800 630 608 700 1,078

最低(円) 609 383 405 540 587

月別 平成17年12月 平成18年１月 平成18年２月 平成18年３月 平成18年４月 平成18年５月

最高(円) 964 977 909 895 985 925

最低(円) 857 830 676 790 868 760



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)

取締役社長

代表取締役
村 山 哲 夫 昭和20年９月12日生

平成12年１月 当社入社

8

平成13年４月 企画調査室長

平成13年８月 取締役中央研究所担当

平成14年８月 常務取締役

平成15年８月 管理本部長

平成16年６月 代表取締役社長(現)

専務取締役 環境事業本部長 結 城   敬 昭和18年４月23日生

昭和63年２月 当社入社

6

平成11年４月 環境事業本部長(現)

平成11年８月 取締役

平成14年８月 常務取締役

平成16年８月 専務取締役(現)

常務取締役 民需事業本部長 田 坂 一 宏 昭和18年11月28日生

昭和44年４月 当社入社

4

平成７年３月 大阪支社長

平成９年８月 取締役

平成11年４月 西部支社長

平成14年10月 グリッドコア推進室長

平成16年４月 グリッドコア事業部長

平成16年８月 常務取締役(現)

平成17年４月 民需事業本部長(現)

取締役
バルブ事業本部 

バルブ事業部長
木 村 福 治 昭和24年５月７日生

昭和48年４月 当社入社

8

平成12年４月 環境事業本部第一事業部副事業

部長兼下水道営業部長

平成13年４月 環境事業本部環境システム事業

部長

平成14年８月 取締役(現)

平成17年４月 バルブ事業本部バルブ事業部長

(現)

取締役

管理本部長兼 

総務・人事部長 

兼経営企画室 

担当

阿久津   信 昭和23年２月８日生

昭和45年４月 当社入社

13

平成４年４月 管理本部情報システム部長

平成６年４月 管理本部経理部長

平成14年10月 管理本部総務・人事部長(現)

平成15年８月 取締役(現)

平成16年６月 管理本部長(現)

平成17年４月 経営企画室担当(現)

取締役
バルブ事業 

本部長
楡 井 敬 一 昭和21年８月13日生

昭和40年４月 当社入社

13

平成12年６月 九州支店長

平成15年６月 大阪支店長

平成16年８月 取締役(現)

平成16年８月 バルブ事業本部長(現)

取締役

環境事業本部 

建設事業部長 

兼工事部長

市 川 昭 一 昭和22年7月13日生

昭和45年４月 当社入社

―

平成16年４月 環境事業本部建設事業部長兼工

事部長(現)

平成17年6月 執行役員

平成18年８月 取締役(現)

取締役

環境事業本部 

環境システム事業部長 

兼環境プラント営業部長 

兼国際部長

松 原   正 昭和30年9月23日生

昭和53年４月 当社入社

0

平成17年４月 環境事業本部環境システム事業部

長兼環境プラント営業部長兼国際

部長(現)

平成17年6月 執行役員

平成18年８月 取締役(現)

監査役

常勤

日 暮 正 彦 昭和19年４月29日生

昭和44年４月 当社入社

7
平成９年４月 環境事業本部第二事業部長

平成14年４月 東部支社長

平成15年８月 監査役(現)



 
(注) 監査役大塚睦男、品田賢士、安部公己は会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

  

６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】 

(1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

当社は、「水とともに躍進し、人間らしさを求め、社会に貢献できる魅力ある企業」の実現をめざし

ております。株主の皆様をはじめとするステークホルダーに対し、永続的な事業発展による企業価値の

向上を図り、企業としての社会的使命を果たすことができる信頼性の高い経営を実現することを、コー

ポレート・ガバナンスの基本的な考え方としております。 

  

(2) コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 

① 会社の機関の内容 

取締役会は、法令もしくは定款に定められた事項、経営に関する重要な事項など、経営上の意思決

定を行うとともに、業務執行の監督を行っております。 

また、当社では監査役制度を採用しており、監査役会は社外監査役３名を含む監査役４名で構成さ

れ、監査役会で定めた方針や分担に従い、監査を行っているほか、社内監査部門や会計監査人との連

携等により、監査の充実を図っております。 

  

② 内部統制システムおよびリスク管理体制の整備の状況 

監査役監査および会計監査のほか、代表取締役社長の直轄組織として法務・監査部を設置し内部業

務監査を行っております。 

さらに、コンプライアンスについても重視しており、社長以下役付取締役と外部有識者(弁護士)を

委員とするコンプライアンス委員会を中心に、社内啓蒙活動を展開し、法令・社内諸規則の遵守徹底

および企業倫理の維持向上に取り組んでおります。 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
(千株)

監査役 大 塚 睦 男 昭和20年１月16日生

昭和38年３月 前澤化成工業株式会社入社

―
平成９年６月 同社経理部長

平成15年６月 同社監査役(現)

平成15年８月 当社監査役(現)

監査役 品 田 賢 士 昭和20年４月３日生

昭和39年４月 前澤給装工業株式会社入社

―
平成16年４月 QSOサービス株式会社代表取締役

社長(現)

平成16年８月 当社監査役(現)

監査役 安 部 公 己 昭和37年2月15日生

平成4年4月 弁護士登録

―平成7年7月 安部公己法律事務所所長(現)

平成18年８月 当社監査役(現)

計 60



③ 内部監査及び監査役監査、会計監査の状況 

代表取締役社長の直轄組織として法務・監査部を設置し、内部業務監査を行っております。各部門

の業務監査ならびに社長特命による監査を実施し、監査結果を社長に報告しております。 

監査役は、監査役会で定めた監査の方針、業務の分担等に従い、取締役会その他重要な会議への出

席、取締役等からの営業の報告の聴取、重要な決裁書類等の閲覧、主要な事業所における業務および

財産の状況の調査、子会社からの営業の報告を行っております。 

当社の会計監査業務を執行した公認会計士は江部安弘及び升岡昇であり、監査法人加藤事務所に所

属しております。監査年数は江部安弘が8年、升岡昇が4年であります。但し、平成16年４月１日より

適用されている公認会計士法第34条の11の３に定める業務執行社員のローテーション制度の実質起算

日たる平成14年６月１日からの監査年数は、それぞれ4年であります。また、当社の会計監査業務に

係る補助者は、公認会計士4名、会計士補他6名であります。 

 

  

④ 会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の

概要 

社外監査役は３名であり、社外取締役はおりません。社外監査役との人的関係、資本的関係又は取

引関係その他の利害関係はありません。 

⑤ 役員報酬の内容 

平成18年５月期における当社役員に対する報酬は、取締役に対する報酬が総額86百万円であり、監

査役に対する報酬が総額18百万円であります。 

⑥ 監査報酬の内容 

当社の監査法人加藤事務所への公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬は23百万円

であり、上記以外の業務に基づく報酬はありません。 

  



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。 

 なお、前連結会計年度(平成16年６月１日から平成17年５月31日まで)は、改正前の連結財務諸表規則

に基づき、当連結会計年度(平成17年６月１日から平成18年５月31日まで)は、改正後の連結財務諸表規

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。 

 なお、第59期事業年度（平成16年６月１日から平成17年５月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則

に基づき、第60期事業年度（平成17年６月１日から平成18年５月31日まで）は、改正後の財務諸表等規

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６月１日から平成17年５

月31日まで）及び第59期事業年度（平成16年６月１日から平成17年５月31日まで）並びに当連結会計年度

（平成17年６月１日から平成18年５月31日まで）及び第60期事業年度（平成17年６月１日から平成18年５

月31日まで）の連結財務諸表及び財務諸表について、監査法人加藤事務所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５月31日現在)
当連結会計年度 

(平成18年５月31日現在)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 12,922 12,052

 ２ 受取手形及び売掛金 9,018 9,192

 ３ 有価証券 1,810 2,011

 ４ たな卸資産 10,193 8,339

 ５ 前払費用 101 116

 ６ 繰延税金資産 6 9

 ７ 金銭の信託 900 1,400

 ８ その他 252 89

 ９ 貸倒引当金 △43 △55

   流動資産合計 35,163 68.5 33,156 68.5

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物及び構築物 7,435 7,427

    減価償却累計額 3,902 3,532 4,136 3,290

  (2) 機械装置及び運搬具 7,022 6,847

    減価償却累計額 5,414 1,607 5,586 1,260

  (3) 工具、器具及び備品 4,241 4,230

    減価償却累計額 3,646 594 3,719 511

  (4) 土地 3,834 3,661

   有形固定資産合計 9,570 18.6 8,724 18.0

 ２ 無形固定資産 169 0.3 170 0.4

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 5,615 5,465

  (2) 長期貸付金 120 168

  (3) 長期前払費用 141 118

  (4) 繰延税金資産 133 117

  (5) その他
※1 
※2

482 533

  (6) 貸倒引当金 △80 △47

   投資その他の資産合計 6,414 12.5 6,355 13.1

   固定資産合計 16,154 31.5 15,250 31.5

   資産合計 51,317 100.0 48,407 100.0



 
  

前連結会計年度
(平成17年５月31日現在)

当連結会計年度 
(平成18年５月31日現在)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形及び買掛金 14,052 13,704

 ２ 未払金 671 850

 ３ 未払賞与 453 615

 ４ 未払法人税等 112 122

 ５ 前受金 8,394 5,634

 ６ 役員賞与引当金 ― 13

 ７ 繰延税金負債 ― 0

 ８ その他 732 128

   流動負債合計 24,418 47.6 21,068 43.6

Ⅱ 固定負債

 １ 退職給付引当金 2,924 2,176

 ２ 役員退職慰労引当金 91 115

 ３ 繰延税金負債 818 1,116

   固定負債合計 3,833 7.5 3,409 7.0

   負債合計 28,251 55.1 24,477 50.6

(少数株主持分)

  少数株主持分 ― ― ― ―

(資本の部)

Ⅰ 資本金 ※3 5,233 10.2 ― ―

Ⅱ 資本剰余金 4,794 9.3 ― ―

Ⅲ 利益剰余金 12,430 24.2 ― ―

Ⅳ その他有価証券評価差額金 1,081 2.1 ― ―

Ⅴ 自己株式 ※4 △474 △0.9 ― ―

   資本合計 23,066 44.9 ― ―

   負債、少数株主持分 
   及び資本合計

51,317 100.0 ― ―



 
  

前連結会計年度
(平成17年５月31日現在)

当連結会計年度 
(平成18年５月31日現在)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 ― 5,233 10.8

 ２ 資本剰余金 ― 4,794 9.9

 ３ 利益剰余金 ― 12,853 26.6

 ４ 自己株式 ― △474 △1.0

   株主資本合計 ― 22,407 46.3

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券評価 
   差額金

― 1,521

   評価・換算差額等合計 ― 1,521 3.1

   純資産合計 ― 23,929 49.4

   負債純資産合計 ― 48,407 100.0



② 【連結損益計算書】 

  

 
  

前連結会計年度
(自 平成16年６月１日
至 平成17年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年６月１日
至 平成18年５月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 37,126 100.0 40,459 100.0

Ⅱ 売上原価 30,479 82.1 32,790 81.0

   売上総利益 6,647 17.9 7,668 19.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費
※１ 
※２

7,290 19.6 6,575 16.3

   営業利益又は 
   営業損失（△）

△643 △1.7 1,093 2.7

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 11 9

 ２ 受取配当金 75 120

 ３ 有価証券売却益 19 35

 ４ その他 14 121 0.3 15 181 0.4

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 7 6

 ２ 有価証券売却損 2 ―

 ３ その他 0 10 0.0 3 9 0.0

   経常利益又は 
   経常損失(△)

△532 △1.4 1,265 3.1

Ⅵ 特別利益

 １ 有価証券売却益 64 165

 ２ 貸倒引当金戻入益 ― 1

 ３ 固定資産売却益 ※３ 755 820 2.2 ― 167 0.4

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却損 ※４ 100 16

 ２ 固定資産売却損 ※５ 2 6

 ３ 固定資産撤去費用 105 2

 ４ ゴルフ会員権評価損 1 ―

 ５ 有価証券評価損 0 ―

 ６ 貸倒引当金繰入額 0 ―

 ７ たな卸資産処分損 179 ―

 ８ たな卸資産評価損 31 18

 ９ 支払補償金 ― 26

 10 減損損失 ※６ ― 475

 11 操業度差異 ※７ 267 690 1.9 156 702 1.7

   税金等調整前当期純利益 
   又は税金等調整前当期 
   純損失(△)

△402 △1.1 729 1.8

   法人税、住民税及び
   事業税

123 128

   法人税等調整額 511 635 1.7 13 141 0.3

   当期純利益又は 
   当期純損失(△)

△1,038 △2.8 587 1.5



③ 【連結剰余金計算書】 
  

 
  

④ 【連結株主資本等変動計算書】 

当連結会計年度(自 平成17年6月1日 至 平成18年5月31日） 

 
  

 
  

前連結会計年度
(自 平成16年６月１日
至 平成17年５月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)

(資本剰余金の部)

Ⅰ 資本剰余金期首残高 4,794

Ⅱ 資本剰余金期末残高 4,794

(利益剰余金の部)

Ⅰ 利益剰余金期首残高 13,634

Ⅱ 利益剰余金減少高

 １ 配当金 166

 ２ 当期純損失 1,038 1,204

Ⅲ 利益剰余金期末残高 12,430

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

注記
番号

金額（百万円）

平成17年５月31日残高 5,233 4,794 12,430 △474 21,984

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当 △164 △164

 当期純利益 587 587

 自己株式の取得 △0 △0

 株主資本以外の項目の連結 

 会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合
計

423 △0 423

平成18年５月31日残高 5,233 4,794 12,853 △ 474 22,407

評価・換算差額等

純資産合計その他 

有価証券 

評価差額金

評価・換算 

差額等合計

注記 
番号

金額（百万円）

平成17年５月31日残高 1,081 1,081 23,066

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当 △164

 当期純利益 587

 自己株式の取得 △0

 株主資本以外の項目の連結 

 会計年度中の変動額(純額)
440 440 440

連結会計年度中の変動額合計 440 440 863

平成18年５月31日残高 1,521 1,521 23,929



⑤ 【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６月１日
至 平成17年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年６月１日
至 平成18年５月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
 １ 税金等調整前当期純利益又は
   税金等調整前当期純損失(△)

△402 729

 ２ 減価償却費 1,037 941
 ３ 引当金の減少額 △424 △729
 ４ 受取利息及び受取配当金 △87 △129
 ５ 支払利息 7 6
 ６ 有価証券評価損 0 ―
 ７ 有価証券売却益 △83 △201
 ８ 有価証券売却損 5 ―
 ９ ゴルフ会員権評価損 1 ―
 10 減損損失 ― 475
 11 固定資産売却益 △755 ―
 12 固定資産除却損 100 16
 13 固定資産売却損 0 6
 14 売上債権の増減額 1,715 △173
 15 たな卸資産の増減額 △835 1,913
 16 仕入債務の増減額 2,490 △143
 17 前受金の増減額 897 △2,824
 18 未払消費税等の増減額 △249 141
 19 未払賞与の増減額 △78 161
 20 その他の流動資産の減少額 40 144
 21 その他の流動負債の増減額 201 △660
 22 その他 29 69
    小計 3,612 △258
 23 利息及び配当金の受取額 85 129
 24 利息の支払額 △7 △6
 25 法人税等の支払額 △140 △116
営業活動によるキャッシュ・フロー 3,550 △251

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
 １ 有価証券の売却による収入 305 ―
 ２ 有形固定資産の取得による支出 △1,152 △492
 ３ 有形固定資産の売却による収入 1,067 3
 ４ 有形固定資産の売却に伴う支出 ― △133
 ５ 無形固定資産の取得による支出 △34 △34
 ６ 投資有価証券の取得による支出 △0 △201
 ７ 投資有価証券の売却による収入 267 1,090
 ８ 貸付けによる支出 △57 △211
 ９ 貸付金の回収による収入 60 164
 10 定期預金の預け入れによる支出 ― △100
 11 その他 △65 △39
投資活動によるキャッシュ・フロー 389 45

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
 １ 短期借入れによる収入 3,100 3,000
 ２ 短期借入金の返済による支出 △3,100 △3,000
 ３ 自己株式の取得による支出 △130 △0
 ４ 配当金の支払額 △164 △162
財務活動によるキャッシュ・フロー △294 △163
Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額
  又は減少額(△)

3,644 △369

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 11,924 15,569
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 15,569 15,200



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６月１日
至 平成17年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年６月１日
至 平成18年５月31日)

１ 連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数      １社

  連結子会社の名称

  ㈱前澤エンジニアリングサービス

(2) 非連結子会社名

  ㈱ウォーテック北海道

 連結の範囲から除いた理由

  非連結子会社㈱ウォーテック北海

道は小規模会社であり、総資産、売

上高、当期純損益および利益剰余金

(持分に見合う額)等はいずれも連結

財務諸表に重要な影響を及ぼしてい

ないためであります。

(1) 連結子会社の数

同左

(2) 非連結子会社名

同左

 連結の範囲から除いた理由

同左

２ 持分法の適用に関する事

項

(1) 持分法を適用した非連結子会社数

  該当会社はありません。

(2) 持分法を適用した関連会社数

  該当会社はありません。

(3) 持分法を適用しない非連結子会社

および関連会社のうち主要な会社等

の名称

  ㈱ウォーテック北海道

 持分法を適用しない理由

  持分法非適用会社は、当期純損益

及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽

微であり、かつ重要性がないため、

持分法の適用から除外しておりま

す。

(1) 持分法を適用した非連結子会社数

同左

(2) 持分法を適用した関連会社数

同左

(3) 持分法を適用しない非連結子会社

および関連会社のうち主要な会社等

の名称

同左

 持分法を適用しない理由

同左

３ 連結子会社の事業年度に

関する事項

連結子会社の事業年度末日と連結決算

日は一致しております。

同左

４ 会計処理基準に関する事

項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方

法

 ① 有価証券

その他有価証券(時価のあるも

の)

決算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

却原価は移動平均法により算

定)によっております。

その他有価証券(時価のないも

の)

移動平均法による原価法によ

っております。

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方

法

 ① 有価証券

その他有価証券(時価のあるも

の)

決算期末日の市場価格等に基

づく時価法(評価差額は全部

純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により

算定)によっております。

その他有価証券(時価のないも

の)

同左

 ② たな卸資産

   主に、先入先出法による原価法

によっております。

 ② たな卸資産

同左



 
  

項目
前連結会計年度

(自 平成16年６月１日
至 平成17年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年６月１日
至 平成18年５月31日)

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の

方法

 ① 有形固定資産

定率法及び定額法によっており

ます。

建物……定率法及び定額法

その他……定率法

(平成10年４月１日以降取得し

た建物(建物付属設備を除く)に

ついては、定額法を採用してお

ります。)

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物及び構築物 ３～50年

機械装置及び運搬具 ２～17年

(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

同左

 ② 無形固定資産

定額法によっております。

なお、ソフトウェア(自社利用

分)については社内における利

用可能期間(５年)に基づく定額

法によっております。

 ② 無形固定資産

同左

(3) 重要な引当金の計上基準

 ① 貸倒引当金

(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

回収可能性を検討し、回収不能

見積額を計上しております。

同左

 ② 役員賞与引当金

  ―――――――   役員に対する賞与の支払に備え

て、役員賞与支給見込額を計上し

ております。

 ③ 退職給付引当金  ③ 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき計上しておりま

す。 

数理計算上の差異については、

発生年度に全額損益処理してお

ります。

同左

 ④ 役員退職慰労引当金  ④ 役員退職慰労引当金

役員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。

同左



 
  

項目
前連結会計年度

(自 平成16年６月１日
至 平成17年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年６月１日
至 平成18年５月31日)

(4) 重要なリース取引の処理方法 (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

(5) その他連結財務諸表作成のための

重要な事項

   消費税等の会計処理    消費税等の会計処理

   税抜き方式によっております。 同左

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価方法

については、全面時価評価法を採用し

ております。

同左

６ 連結調整勘定の償却に関

する事項

連結子会社は、設立時より100％持分子

会社であるため、該当事項はありませ

ん。

―――――――

７ 利益処分項目等の取扱に

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されてお

ります。

―――――――

８ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値

の変動について僅少なリスクしか負わ

ない取得日から３ヶ月以内に償還期日

の到来する短期投資からなっておりま

す。

同左



会計方針の変更 

  

 
  

追加情報 
  

 
  

前連結会計年度
(自 平成16年６月１日
至 平成17年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年６月１日
至 平成18年５月31日)

（役員賞与に関する会計基準）
―――――――

 
当連結会計年度より、「役員賞与に関する会計基準」
（企業会計基準第４号 平成17年11月29日）を適用してお
ります。これにより、役員賞与については、従来、利益処
分により株主総会の決議を経て未処分利益の減少として処
理しておりましたが、当連結会計年度より発生時に費用処
理しております。 
 この結果、従来の方法と比べ、営業利益、経常利益及び
税金等調整前当期純利益はそれぞれ18百万円減少しており
ます。

(連結貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準
等)

―――――――
 

当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示
に関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年12月
９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計
基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号 平成
17年12月９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。 
従来の「資本の部」の合計に相当する金額は23,929百万円
であります。 
  なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度
における「連結貸借対照表」の「純資産の部」について
は、改正後の連結財務諸表規則により作成しておりま
す。 

(自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準等
の一部改正)

―――――――
 

当連結会計年度より、改正後の「自己株式及び準備金の
額の減少等に関する会計基準」（企業会計基準第1号 平成
17年12月27日最終改正）及び「自己株式及び準備金の額の
減少等に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用
指針第2号 平成17年12月27日最終改正）を適用しておりま
す。 
 これによる損益に与える影響はありません。

前連結会計年度
(自 平成16年６月１日
至 平成17年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年６月１日
至 平成18年５月31日)

「地方税法等の一部を改正する法律」(平成15年法律第

９号)が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月1日

以降に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入さ

れたことに伴い、当連結会計年度から「法人事業税にお

ける外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての

実務上の取扱い」(平成16年２月13日 企業会計基準委

員会実務対応報告第12号)に従い法人事業税の付加価値

割及び資本割については、販売費及び一般管理費に計上

しております。 

この結果、販売費及び一般管理費が42百万円増加し、営

業損失、経常損失及び税金等調整前当期純損失が、42百

万円増加しております。

 

         ――――――― 

 



注記事項 

(連結貸借対照表関係) 
  

 
  

前連結会計年度
(平成17年５月31日)

当連結会計年度
(平成18年５月31日)

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次の

とおりであります。

   投資その他の資産

その他(関係会社株式) 17百万円

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次の

とおりであります。

   投資その他の資産

その他(関係会社式) 26百万円

         ―――――――

※2 担保資産 

下記の資産はＰＦＩ事業を営む当社出資会社の借

入金の担保に供しております。 

投資その他の資産

 その他(関係会社株式) 1百万円

※３ 当社の発行済株式総数は、普通株式21,425,548株

であります。

         ―――――――

※４ 連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式

の数は、普通株式888,689株であります。

         ―――――――



(連結損益計算書関係) 

前連結会計年度
(自 平成16年６月１日
至 平成17年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年６月１日
至 平成18年５月31日)

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な項目及び金額は次の

とおりであります。

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な項目及び金額は次の

とおりであります。

 

運賃梱包費 437百万円
貸倒損失及び 
貸倒引当金繰入額

52百万円

従業員給与手当 2,433百万円

退職給付費用 204百万円
役員退職慰労 
引当金繰入額

39百万円

福利厚生費 451百万円

旅費交通費 419百万円

減価償却費 147百万円

研究開発費 804百万円

なお、販売費及び一般管理費には、グリッドコア関

係費用が134百万円含まれております。
 

運賃梱包費 429百万円
貸倒損失及び
貸倒引当金繰入額

34百万円

従業員給与手当 2,300百万円

退職給付費用 △13百万円
役員退職慰労
引当金繰入額

43百万円

福利厚生費 439百万円

旅費交通費 378百万円

減価償却費 140百万円

賃借料 404百万円

研究開発費 711百万円

※２ 一般管理費に含まれる研究開発費 804百万円 ※２ 一般管理費に含まれる研究開発費 711百万円

※３ 固定資産売却益の内訳

土地 755百万円     ―――――――

※４ 固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 57百万円

機械装置及び運搬具 11百万円

工具、器具及び備品 29百万円
長期前払費用 1百万円

合計 100百万円

※４ 固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 1百万円

機械装置及び運搬具 4百万円

工具、器具及び備品 9百万円
長期前払費用 0百万円

合計 16百万円

※５ 固定資産売却損の内訳

機械装置及び運搬具 0百万円

工具、器具及び備品 0百万円

その他 2百万円

合計 2百万円
 

※５ 固定資産売却損の内訳

機械装置及び運搬具 6百万円

その他 0百万円

合計 6百万円

―――――――

※６ 減損損失

 当連結会計年度において、当社グループは事業及び製造工
程の関連性により資産のグルーピングを行い、また遊休資産
については個別に、減損損失の認識の判定をしております。
この結果、以下の資産について減損損失を特別損失に計上し
ております。

場所 用途 種類
減損損失 
（百万円）

茨城県水戸市他
遊休資産

土地 172

建物及び 
構築物

6

 当該資産は営業店の統合により遊休となったものでありま
す。回収可能価額は正味売却価額を使用し、土地については
路線価等により評価し、建物及び構築物については、回収可
能価額がほとんど無いことから備忘価額で評価しておりま
す。

場所 用途 種類
減損損失 
（百万円）

静岡県富士市他
グリットコア 

パネル製造設備

機械装置 

及び運搬具 
241

建物及び 
構築物

27

その他の 
固定資産

28

 グリッドコア事業については、現在の生産・販売体制に基
づき計算される将来のキャッシュ・フローがマイナスとなる
ことが予測されるため、上記の資産グループの帳簿価額を回
収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上し
ました。 
 当資産グループの回収可能価額は使用価値により測定してお
り、将来キャッシュ・フローを5.6%で割り引いて算定してお
ります。



 
  

(連結株主資本等変動計算書関係) 
  

 
  

前連結会計年度 

(自 平成16年６月１日 

至 平成17年５月31日)

当連結会計年度 

(自 平成17年６月１日 

至 平成18年５月31日)

※７ 操業度差異

   新規事業の生産が低水準にあり、低操業の状態が継続し

ているために発生した非原価性の原価差額でありま

す。

※７ 操業度差異 

新規事業の生産が低水準にあり、低操業の状態が継続

しているために発生した非原価性の原価差額でありま

す。

当連結会計年度
(自 平成17年６月１日
至 平成18年５月31日)

*1 発行済株式に関する事項

株式の種類
前連結 
会計年度末

増加 減少
当連結 

会計年度末

普通株式（株） 21,425,548 － － 21,425,548

*2 自己株式に関する事項

株式の種類
前連結 
会計年度末

増加 減少
当連結 

会計年度末

普通株式（株） 888,689 428 － 889,117

（変動事由） 単元未満株式の買取

*3 配当に関する事項

(1)配当金支払額

決議 株式の種類
配当金総額 
（百万円）

1株当たり 
配当額(円）

基準日 効力発生日

平成17年8月30日 

定時株主総会
普通株式 82 4.00 平成17年5月31日 平成17年8月31日

平成18年1月20日 

取締役会
普通株式 82 4.00 平成17年11月30日 平成18年2月14日

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金総額 
（百万円）

1株当たり 
配当額(円）

基準日 効力発生日

平成18年8月30日 

定時株主総会
普通株式 利益剰余金 205 10.00 平成18年5月31日 平成18年8月31日



(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

(リース取引関係) 

  

 
  

前連結会計年度
(自 平成16年６月１日
至 平成17年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年６月１日
至 平成18年５月31日)

 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係

(平成17年５月31日現在)

現金及び預金勘定 12,922百万円

有価証券勘定 1,810百万円

金銭の信託 900百万円

預入期間が３ヶ月を 
超える定期預金

△63百万円

現金及び現金同等物 15,569百万円

 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係

(平成18年５月31日現在)

現金及び預金勘定 12,052百万円

有価証券勘定 2,011百万円

金銭の信託 1,400百万円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金

△63百万円

償還期間が３ヶ月を
超える債券等

△200百万円

現金及び現金同等物 15,200百万円

前連結会計年度
(自 平成16年６月１日
至 平成17年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年６月１日
至 平成18年５月31日)

オペレーティング・リース取引に係る注記

  未経過リース料

１年以内 25百万円

１年超 35百万円

合計 60百万円

オペレーティング・リース取引に係る注記

  未経過リース料

１年以内 28百万円

１年超 17百万円

合計 45百万円



(有価証券関係) 

前連結会計年度 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの(平成17年５月31日現在) 

  

 
  

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成16年６月１日 至 平成17年５月31日) 

  

 
  

３ 時価評価されていない有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額(平成17年５月31日現在) 

  

 
  

４ その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額(平成17年５月31日現在) 

  

 
  

種別
取得原価
(百万円)

連結貸借対照表計上額
(百万円)

差額 
(百万円)

連結貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの

(1) 株式 2,018 3,880 1,862

(2) 債券

   国債 200 202 2

小計 2,218 4,082 1,864

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 367 318 △49

小計 367 318 △49

合計 2,586 4,401 1,814

売却額 
(百万円)

売却益の合計額
(百万円)

売却損の合計額 
(百万円)

272 83 5

連結貸借対照表計上額(百万円)

(1) その他有価証券

 ① 非上場株式 1,214

 ② 公社債投信、マネー・マネジメント・ファンド 1,810

種類
１年超５年以内
(百万円)

(1) 債券

   国債 200

合計 200



当連結会計年度 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの(平成18年５月31日現在) 

  

 
  

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成17年６月１日 至 平成18年５月31日) 

  

 
  

３ 時価評価されていない有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額(平成18年５月31日現在) 

  

 
  

４ その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額(平成18年５月31日現在) 

  

 
  

種別
取得原価
(百万円)

連結貸借対照表計上額
(百万円)

差額 
(百万円)

連結貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの

(1) 株式 1,881 4,449 2,567

(2) 債券

   国債 200 200 0

小計 2,081 4,649 2,567

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 116 104 △12

(2) 債券

   国債 200 197 △2

小計 317 302 △15

合計 2,399 4,952 2,552

売却額 
(百万円)

売却益の合計額
(百万円)

売却損の合計額 
(百万円)

1,090 201 ―

連結貸借対照表計上額(百万円)

(1) その他有価証券

 ① 非上場株式 714

 ② 公社債投信、マネー・マネジメント・ファンド 1,811

種類
１年以内
(百万円)

１年超５年以内
(百万円)

(1) 債券

国債 200 200

合計 200 200



(デリバティブ取引関係) 

前連結会計年度(自 平成16年６月１日 至 平成17年５月31日)及び当連結会計年度(自 平成17年６月

１日 至 平成18年５月31日) 

当社グループは、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

  

(退職給付関係) 

  

 
  

前連結会計年度
(自 平成16年６月１日
至 平成17年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年６月１日
至 平成18年５月31日)

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は、確定給付型の制度として、

共同契約の適格退職年金制度を設けております。な

お、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合

があります。

１ 採用している退職給付制度の概要

  同左

 

２ 退職給付債務に関する事項

① 退職給付債務 △6,702百万円

② 年金資産 3,777

③ 未積立退職給付債務(①＋②) △2,924

④ 連結貸借対照表計上額純額(③) △2,924

⑤ 退職給付引当金(④) △2,924
 

２ 退職給付債務に関する事項

① 退職給付債務 △6,873百万円

② 年金資産 4,697

③ 未積立退職給付債務(①＋②) △2,176

④ 連結貸借対照表計上額純額(③) △2,176

⑤ 退職給付引当金(④) △2,176

 

３ 退職給付費用に関する事項

① 勤務費用 312百万円

② 利息費用 117

③ 期待運用収益 ―

④ 数理計算上の差異の費用処理額 △2

⑤ 退職給付費用(①＋②＋③＋④) 427
 

３ 退職給付費用に関する事項

① 勤務費用 318百万円

② 利息費用 113

③ 期待運用収益 ―

④ 数理計算上の差異の費用処理額 △466

⑤ 退職給付費用(①＋②＋③＋④) △33

 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

① 退職給付見込額の 
  期間配分方法

期間定額基準

② 割引率 1.7％

③ 期待運用収益率 0.0％
④ 数理計算上の差異の 
  処理年数

発生年度に全額損益処理
しております。

 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

① 退職給付見込額の
  期間配分方法

同左

② 割引率 1.6％

③ 期待運用収益率 0.0 ％
④ 数理計算上の差異の
  処理年数

同左



(税効果会計関係) 

  

 
  

前連結会計年度(平成17年５月31日現在) 当連結会計年度(平成18年５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

繰延税金資産(流動資産)

 未払事業税等否認 20 百万円

 未払社会保険料 21

 税務上の繰越欠損金 637

 その他 32

 繰延税金資産(流動資産)小計 711

 評価性引当額 △704

 繰延税金資産(流動資産)合計 6

繰延税金負債(流動負債) ―

 繰延税金資産(流動資産)の純額 6

繰延税金資産(投資その他の資産)

 役員退職慰労引当金 
 損金算入限度超過額

37

 減価償却費損金算入限度超過額 121

 その他有価証券、ゴルフ会員権 
 減損額

252

 貸倒引当金繰入超過額 
 (ゴルフ会員権預託金)

5

 退職給付引当金 1,193

 固定資産減損損失 77

 その他 30
 繰延税金資産 
 (投資その他の資産)小計

1,717

 評価性引当額 △1,553

 繰延税金資産 
 (投資その他の資産)合計

164

繰延税金負債(固定負債)

 固定資産圧縮積立金 △116

 その他有価証券時価評価差額 △733

 繰延税金負債(固定負債)合計 △849

 繰延税金負債 
 (固定負債)の純額

△684

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産(流動資産)

未払事業税等否認 20 百万円

未払社会保険料 30

税務上の繰越欠損金 485

その他 19

繰延税金資産(流動資産)小計 555

評価性引当額 △546

繰延税金資産(流動資産)合計 9

繰延税金負債(流動負債)

その他有価証券時価評価差額 △0

繰延税金資産(流動資産)の純額 9

繰延税金資産(投資その他の資産)

役員退職慰労引当金
 損金算入限度超過額

47

減価償却費損金算入限度超過額 230

その他有価証券、ゴルフ会員権 
 減損額

252

貸倒引当金繰入超過額
 (ゴルフ会員権預託金)

3

退職給付引当金 882

固定資産減損損失 146

その他 17
繰延税金資産
 (投資その他の資産)小計

1,581

評価性引当額 △1,435

繰延税金資産
 (投資その他の資産)合計

145

繰延税金負債(固定負債)

固定資産圧縮積立金 △112

その他有価証券時価評価差額 △1,031

繰延税金負債(固定負債)合計 △1,144

繰延税金負債
 (固定負債)の純額

△998

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

  当期純損失が計上されているため記載しておりませ

ん。

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.4%

（調整）

交際費等永久に損金に
算入されない項目

13.4%

受取配当金等永久に益金に
算入されない項目

△3.3%

住民税均等割 5.7%

繰延税金資産に係る
評価性引当額

△37.8%

その他 1.0%

税効果会計適用後の
法人税等の負担率

19.4%



(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６月１日 至 平成17年５月31日)及び当連結会計年度(自 平成17年

６月１日 至 平成18年５月31日) 

当社及び連結子会社の事業は「水道用・環境衛生用機器事業」並びにこれらに付帯する業務の

単一事業であります。従って、開示対象となるセグメントがありませんので、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６月１日 至 平成17年５月31日)及び当連結会計年度(自 平成17年

６月１日 至 平成18年５月31日) 

本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がありませんので、該当事項はあ

りません。 

  

【海外売上高】 

前連結会計年度(自 平成16年６月１日 至 平成17年５月31日)及び当連結会計年度(自 平成17年

６月１日 至 平成18年５月31日) 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の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６月１日 至 平成17年５月31日)及び当連結会計年度(自 平成17年

６月１日 至 平成18年５月31日) 

該当事項はありません。 

  

(ストック・オプション、自社株式オプション又は自社の株式の付与又は交付関係) 

該当事項はありません。 

  

  

(ストック・オプション関係) 

該当事項はありません。 

  

  

(自社株式オプション及び自社の株式を対価とする取引関係) 

該当事項はありません。 

  

  



(１株当たり情報) 

  

 
(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額   

 
  

  

  

２ １株当たり当期純利益又は当期純損失金額 

  

 
  

前連結会計年度
(自 平成16年６月１日
至 平成17年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年６月１日
至 平成18年５月31日)

１株当たり純資産額 1,123.15円 １株当たり純資産額 1,165.21円

１株当たり当期純損失金額 50.17円 １株当たり当期純利益金額 28.63円

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、１株当たり当期純損失が計上されており、ま

た、潜在株式がないため記載しておりません。

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式がないため記載しておりません。

項   目
前連結会計年度 当連結会計年度

(平成17年5月31日現在) (平成18年5月31日現在)

連結貸借対照表の純資産 
の部の合計額(百万円)

― 23,929

普通株式に係る純資産額(百万円) ― 23,929

連結貸借対照表の純資産の部の合計 
額と1株当たり純資産額の算定に用
いられた普通株式に係る連結会計年
度末の純資産額との差額(百万円)

― ―

普通株式の発行済株式数（千株） ― 21,425

普通株式の自己株式数（千株） ― 889

1株当たり純資産額の算定に用い 
られた普通株式の数（千株）

― 20,536

項目
前連結会計年度

(自 平成16年６月１日
至 平成17年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年６月１日
至 平成18年５月31日)

連結損益計算書上の当期純利益 
又は当期純損失(△)(百万円)

△1,038 587

普通株主に帰属しない金額 
(百万円)

― ―

普通株式に係る当期純利益又は 
当期純損失(△)(百万円)

△1,038 587

普通株式の期中平均株式数 
(千株)

20,694 20,536



⑥ 【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】 

該当事項はありません。 

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  



２ 【財務諸表等】 

(1) 【財務諸表】 

① 【貸借対照表】 
  

 

第59期
(平成17年５月31日現在)

第60期 
(平成18年５月31日現在)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 11,995 11,240

 ２ 受取手形 3,593 3,666

 ３ 売掛金 ※１ 5,358 5,193

 ４ 有価証券 1,807 2,008

 ５ 製品 2,703 2,372

 ６ 原材料 635 591

 ７ 仕掛品 6,752 5,178

 ８ 貯蔵品 30 23

 ９ 前払費用 94 109

 10 金銭の信託 900 1,400

 11 その他 252 89

 12 貸倒引当金 △43 △55

   流動資産合計 34,079 67.9 31,817 67.7

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物 6,001 5,990

    減価償却累計額 2,968 3,033 3,148 2,842

  (2) 構築物 1,433 1,436

    減価償却累計額 933 499 988 448

  (3) 機械及び装置 6,900 6,728

    減価償却累計額 5,313 1,586 5,482 1,245

  (4) 車輌運搬具 119 119

    減価償却累計額 98 21 103 15

  (5) 工具、器具及び備品 4,199 4,190

    減価償却累計額 3,613 586 3,689 501

  (6) 土地 3,834 3,661

   有形固定資産合計 9,561 19.1 8,714 18.5

 ２ 無形固定資産

  (1) 特許権 30 13

  (2) 商標権 10 3

  (3) 意匠権 7 3

  (4) ソフトウェア 103 132

  (5) 施設利用権 0 0

  (6) その他 17 17

   無形固定資産合計 169 0.3 170 0.4



 
  

第59期
(平成17年５月31日現在)

第60期 
(平成18年５月31日現在)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 5,615 5,465

  (2) 関係会社株式 ※２ 97 106

  (3) 出資金 0 0

  (4) 長期貸付金 ― 50

  (5) 従業員長期貸付金 103 89

  (6) 関係会社長期貸付金 17 29

  (7) 更生債権等 136 80

  (8) 長期前払費用 141 116

  (9) その他 321 417

  (10) 貸倒引当金 △80 △47

    投資その他の資産合計 6,352 12.7 6,307 13.4

   固定資産合計 16,083 32.1 15,192 32.3

   資産合計 50,163 100.0 47,009 100.0

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形 ※１ 8,380 8,302

 ２ 買掛金 ※１ 5,460 5,112

 ３ 未払金 494 504

 ４ 未払賞与 408 556

 ５ 未払消費税等 144 293

 ６ 未払法人税等 59 51

 ７ 前受金 8,387 5,550

 ８ 預り金 707 109

 ９ 役員賞与引当金 ― 13

 10 繰延税金負債 ― 0

 11 その他 21 14

   流動負債合計 24,063 48.0 20,508 43.6

Ⅱ 固定負債

 １ 退職給付引当金 2,620 1,910

 ２ 役員退職慰労引当金 76 102

 ３ 繰延税金負債 818 1,116

   固定負債合計 3,515 7.0 3,129 6.7

   負債合計 27,579 55.0 23,638 50.3



 
  

第59期
(平成17年５月31日現在)

第60期 
(平成18年５月31日現在)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資本の部)

Ⅰ 資本金 ※３ 5,233 10.4 ― ―

Ⅱ 資本剰余金

 １ 資本準備金 4,794 ―

   資本剰余金合計 4,794 9.6 ― ―

Ⅲ 利益剰余金

 １ 利益準備金 561 ―

 ２ 任意積立金

  (1) 固定資産圧縮積立金 176 ―

  (2) 別途積立金 10,800 ―

 ３ 当期未処分利益 410 ―

   利益剰余金合計 11,948 23.8 ― ―

Ⅳ その他有価証券評価差額金 1,081 2.1 ― ―

Ⅴ 自己株式 ※４ △474 △0.9 ― ―

   資本合計 22,584 45.0 ― ―

   負債及び資本合計 50,163 100.0 ― ―



 
  

第59期
(平成17年５月31日現在)

第60期 
(平成18年５月31日現在)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 ― 5,233 11.1

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 ― 4,794

    資本剰余金合計 ― 4,794 10.2

 ３ 利益剰余金

  (1) 利益準備金 ― 561

  (2) その他利益剰余金

    固定資産圧縮積立金 ― 166

    別途積立金 ― 10,800

    繰越利益剰余金 ― 768

    利益剰余金合計 ― 12,296 26.2

 ４ 自己株式 ― △474 △1.0

   株主資本合計 ― 21,850 46.5

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券評価 
   差額金

― 1,521

   評価・換算差額等合計 ― 1,521 3.2

   純資産合計 ― 23,371 49.7

   負債純資産合計 ― 47,009 100.0



② 【損益計算書】 

  

 

  

第59期
(自 平成16年６月１日
至 平成17年５月31日)

第60期
(自 平成17年６月１日
至 平成18年５月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 35,128 100.0 38,325 100.0
Ⅱ 売上原価
 １ 製品期首たな卸高 3,081 2,703
 ２ 当期製品製造原価 27,779 30,242
 ３ 当期製品仕入高 1,001 653
 ４ 他勘定からの受入高 ※１ 0 0

計 31,863 33,600
 ５ 製品期末たな卸高 2,703 2,372
 ６ 他勘定への振替高 ※２ 226 39

計 2,929 28,933 82.4 2,411 31,188 81.4
   売上総利益 6,195 17.6 7,136 18.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費
※３ 
※４

6,949 19.8 6,233 16.2

   営業利益又は 
   営業損失(△)

△754 △2.2 902 2.4

Ⅳ 営業外収益
 １ 受取利息 13 9
 ２ 受取配当金 ※５ 112 149
 ３ 有価証券売却益 19 35
 ４ その他 13 158 0.5 15 210 0.5
Ⅴ 営業外費用
 １ 支払利息 7 6
 ２ 有価証券売却損 2 ―
 ３ その他 0 10 0.0 2 9 0.0
   経常利益又は 
   経常損失(△)

△606 △1.7 1,104 2.9

Ⅵ 特別利益
 １ 有価証券売却益 64 165
 ２ 貸倒引当金戻入益 ― 1
 ３ 固定資産売却益 ※６ 755 820 2.3 ― 167 0.4
Ⅶ 特別損失
 １ 固定資産除却損 ※７ 100 15
 ２ 固定資産売却損 ※８ 2 6
 ３ 固定資産撤去費用 105 2
 ４ 有価証券評価損 0 ―
 ５ ゴルフ会員権評価損 1 ―
 ６ 貸倒引当金繰入額 0 ―
 ７ たな卸資産処分損 179 ―
 ８ たな卸資産評価損 31 18
 ９ 支払補償金 ― 26
 10 減損損失 ※９ ― 475
 11 操業度差異 ※10 267 690 2.0 156 701 1.8
   税引前当期純利益又は 
   税引前当期純損失(△)

△476 △1.4 569 1.5

   法人税、住民税 
   及び事業税

66 57

   法人税等調整額 515 581 1.6 0 57 0.2
   当期純利益又は 
   当期純損失(△)

△1,058 △3.0 512 1.3

   前期繰越利益 1,551 ―
   中間配当額 83 ―
   当期未処分利益 410 ―



製造原価明細書 

  

 
  

(脚注) 

  

 
  

第59期
(自 平成16年６月１日
至 平成17年５月31日)

第60期
(自 平成17年６月１日
至 平成18年５月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％)

Ⅰ 材料費 14,214 48.6 13,904 48.2

Ⅱ 労務費 2,816 9.6 2,710 9.4

Ⅲ 経費 ※１ 12,233 41.8 12,217 42.4

  当期総製造費用 29,264 100.0 28,832 100.0

  仕掛品期首たな卸高 5,546 6,752

計 34,810 35,585

  仕掛品期末たな卸高 6,752 5,178

  他勘定への振替高 ※２ 278 163

  当期製品製造原価 27,779 30,242

第59期 第60期

１ 原価計算方法

  当社の原価計算方法は、個別原価計算方法を採用し

ておりますが、一部、標準量産品及び鋳造工程並び

に粉体塗装工程は総合原価計算方法を採用しており

ます。

  原価差額については、法人税法の規定する基準に従

い、売上原価、製品、仕掛品に配賦しております。

１ 原価計算方法

  当社の原価計算方法は、個別原価計算方法を採用し

ておりますが、一部、標準量産品及び鋳造工程並び

に粉体塗装工程は総合原価計算方法を採用しており

ます。

  原価差額については、法人税法の規定する基準に従

い、売上原価、製品、仕掛品に配賦しております。

２ ※１ この中には外注工事費 

     外注加工費 

     減価償却費 

が含まれております。

7,285百万円

627百万円

800百万円

２ ※１ この中には外注工事費 

     外注加工費 

     減価償却費 

が含まれております。

7,476百万円

564百万円

714百万円

３ ※２ 「他勘定への振替高」の内訳は次のとおり

であります。

販売費及び一般管理費 7百万円

特別損失 271百万円

その他 0百万円

３ ※２ 「他勘定への振替高」の内訳は次のとおり

であります。

販売費及び一般管理費 7百万円

特別損失 156百万円

その他 0百万円



③ 【利益処分計算書】 

  

 
  

第59期
株主総会承認日 
(平成17年８月30日)

区分
注記
番号

金額(百万円)

Ⅰ 当期未処分利益 410

Ⅱ 任意積立金取崩額

 １ 固定資産圧縮積立金
   取崩額

5 5

416

Ⅲ 利益処分額

 １ 配当金 82 82

Ⅳ 次期繰越利益 333



次へ 

④ 【株主資本等変動計算書】 

当事業年度(自 平成17年６月１日 至 平成18年５月31日) 

 
  

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本 

合計
資本準備金

資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金 

合計固定資産 

圧縮積立金
別途積立金

繰越利益 

剰余金

注記 
番号

金額（百万円）

平成17年５月31日残高 5,233 4,794 4,794 561 176 10,800 410 11,948 △474 21,502

事業年度中の変動額

 剰余金の配当 △164 △164 △164

 当期純利益 512 512 512

 自己株式の取得 △0 △0

 固定資産圧縮積立金 

  の取崩(前期分)
△5 5 ―

 固定資産圧縮積立金 

  の取崩(当期分)
△4 4 ―

 株主資本以外の項目の 

 事業年度中の変動額 

 (純額)

事業年度中の変動額合計 △10 358 347 △0 347

平成18年５月31日残高 5,233 4,794 4,794 561 166 10,800 768 12,296 △474 21,850

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

評価・換算
差額等合計

注記 
番号

金額（百万円）

平成17年５月31日残高 1,081 1,081 22,584

事業年度中の変動額

 剰余金の配当 △164

 当期純利益 512

 自己株式の取得 △0

 固定資産圧縮積立金 

  の取崩(前期分)
―

 固定資産圧縮積立金 

  の取崩(当期分)
―

 株主資本以外の項目の  

 事業年度中の変動額 

 (純額)

440 440 440

事業年度中の変動額合計 440 440 787

平成18年５月31日残高 1,521 1,521 23,371



重要な会計方針 

  

 
  

項目
第59期

(自 平成16年６月１日
至 平成17年５月31日)

第60期
(自 平成17年６月１日
至 平成18年５月31日)

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法

子会社株式及び関連会社株式

 移動平均法による原価法によってお

ります。

その他有価証券

 時価のあるもの

  決算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、売却原価は移動

平均法により算定)によっており

ます。

 時価のないもの

  移動平均法による原価法によって

おります。

子会社株式及び関連会社株式

同左

その他有価証券

 時価のあるもの

  決算期末日の市場価格等に基づく

時価法(評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定)によってお

ります。

 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

主に先入先出法による原価法によって

おります。

同左

３ 固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産

  定率法及び定額法によっておりま

す。

   建物………定率法及び定額法

   その他……定率法

  (平成10年４月１日以降取得した

建物(建物付属設備を除く)につい

ては、定額法を採用しておりま

す。)

  なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

   建物   ３～50年

   機械及び装置 ２～17年

(1) 有形固定資産

同左

(2) 無形固定資産及び長期前払費用

  定額法によっております。

  なお、ソフトウェア(自社利用分)

については社内における利用可能

期間(５年)に基づく定額法によっ

ております。

(2) 無形固定資産及び長期前払費用

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

性を検討し、回収不能見積額を計

上しております。

(1) 貸倒引当金

同左



 
  

項目
第59期

(自 平成16年６月１日
至 平成17年５月31日)

第60期
(自 平成17年６月１日
至 平成18年５月31日)

――――――― (2) 役員賞与引当金 

役員に対する賞与の支払に備え

て、役員賞与支給見込額を計上し

ております。

(3) 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるため、

当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、計上

しております。

  数理計算上の差異については、発

生年度に全額損益処理しておりま

す。

(3) 退職給付引当金

同左

(4) 役員退職慰労引当金

  役員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。

(4) 役員退職慰労引当金

同左

６ リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。

同左

７ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理

 税抜き方式によっております。

消費税等の会計処理

同左



次へ 

会計方針の変更 

  

 
  

追加情報 

第59期
(自 平成16年６月１日
至 平成17年５月31日)

第60期
(自 平成17年６月１日
至 平成18年５月31日)

(役員賞与に関する会計基準）

――――――― 
 

当事業年度より、「役員賞与に関する会計基準」（企

業会計基準第４号 平成17年11月29日）を適用しており

ます。これにより、役員賞与については、従来、利益処

分により株主総会の決議を経て未処分利益の減少として

処理しておりましたが、当事業年度より発生時に費用処

理しております。 

この結果、従来の方法と比べ、営業利益、経常利益及び

税引前当期純利益はそれぞれ13百万円減少しておりま

す。

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等)

――――――― 
 

当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年12月

９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号

平成17年12月９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。 

 従来の「資本の部」の合計に相当する金額は23,371百

万円であります。 

なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度におけ

る「貸借対照表」の「純資産の部」については、改正後

の財務諸表等規則により作成しております。 

(自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準等

の一部改正)

――――――― 
 

当事業年度より、改正後の「自己株式及び準備金の額

の減少等に関する会計基準」（企業会計基準第1号 平成

17年12月27日最終改正）及び「自己株式及び準備金の額

の減少等に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準

適用指針第2号 平成17年12月27日最終改正）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。

第59期
(自 平成16年６月１日
至 平成17年５月31日)

第60期
(自 平成17年６月１日
至 平成18年５月31日)

「地方税法等の一部を改正する法律」(平成15年法律第

９号)が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月1日

以降に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入さ

れたことに伴い、当事業年度から「法人事業税における

外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務

上の取扱い」(平成16年２月13日 企業会計基準委員会

実務対応報告第12号)に従い法人事業税の付加価値割及

び資本割については、販売費及び一般管理費に計上して

おります。 

この結果、販売費及び一般管理費が42百万円増加し、営

業損失、経常損失及び税引前当期純損失が、42百万円増

加しております。

―――――――



注記事項 

(貸借対照表関係) 

  

 
  

第59期 
(平成17年５月31日現在)

第60期
(平成18年５月31日現在)

※１ 関係会社に係る注記

   区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

関係会社に対するものは次のとおりであります。

売掛金 234百万円

支払手形 674百万円

買掛金 347百万円

※１ 関係会社に係る注記

   区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

関係会社に対するものは次のとおりであります。

売掛金 178百万円

支払手形 759百万円

買掛金 243百万円

※2 担保資産

   下記の資産はＰＦＩ事業を営む当社出資会社の借

入金の担保に供しております。

       関係会社株式                       1百万円

 

※３ 授権株式数

普通株式 80,000,000株

   ただし、定款の定めにより株式の消却が行なわれ

た場合には、授権株式数について、これに相当す

る株式数を減ずることとなっております。

   発行済株式総数

普通株式 21,425,548株

―――――――  

 

 

 

※４ 自己株式の保有数

普通株式 888,689株

―――――――  

 

※５ 配当制限

有価証券の時価評価により、純資産額が1,081百

万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) 

  

 
  

第59期
(自 平成16年６月１日
至 平成17年５月31日)

第60期
(自 平成17年６月１日
至 平成18年５月31日)

※１ 「他勘定からの受入高」の内訳は次のとおりであ

ります。

その他 0百万円

※１ 「他勘定からの受入高」の内訳は次のとおりであ

ります。

その他 0百万円

 

※２ 「他勘定への振替高」の内訳は次のとおりであり

ます。

販売費及び一般管理費 19百万円

特別損失 206百万円

※２ 「他勘定への振替高」の内訳は次のとおりであり

ます。

販売費及び一般管理費 20百万円

固定資産 0百万円

特別損失 18百万円

※３ 販売費及び一般管理費6,949百万円のうち販売費

に属する費用のおおよその割合は55％、一般管理

費に属する費用のおおよその割合は45％でありま

す。

   主要な費目および金額は次のとおりであります。

※３ 販売費及び一般管理費6,233百万円のうち販売費

に属する費用のおおよその割合は55％、一般管理

費に属する費用のおおよその割合は45％でありま

す。

   主要な費目および金額は次のとおりであります。

 

運賃梱包費 437百万円

貸倒損失及び 
貸倒引当金繰入額

52百万円

従業員給料手当 2,211百万円

退職給付費用 182百万円

役員退職慰労 
引当金繰入額

31百万円

福利厚生費 408百万円

旅費交通費 392百万円

引合設計調査費 424百万円

減価償却費 147百万円

賃借料 359百万円

研究開発費 804百万円

なお、販売費及び一般管理費には、グリッド

コア関係費用が134百万円含まれておりま

す。

 

運賃梱包費 429百万円

貸倒損失及び
貸倒引当金繰入額

34百万円

従業員給料手当 2,070百万円

退職給付費用 △12百万円

役員退職慰労
引当金繰入額

31百万円

福利厚生費 396百万円

旅費交通費 351百万円

引合設計調査費 350百万円

減価償却費 139百万円

賃借料 370百万円

研究開発費 711百万円

※４ 一般管理費に含まれる研究開発費 804百万円 ※４ 一般管理費に含まれる研究開発費 711百万円

※５ 受取配当金には関係会社からのものが36百万円含

まれております。

※５ 受取配当金には関係会社からのものが28百万円含

まれております。

※６ 固定資産売却益の内訳

土地 755百万円

―――――――

※７ 固定資産除却損の内訳

建物 51百万円

構築物 6百万円

機械及び装置 11百万円

車輌運搬具 0百万円

工具、器具及び備品 29百万円

長期前払費用 1百万円

合計 100百万円
 

※７ 固定資産除却損の内訳

建物 1百万円

機械及び装置 4百万円

車輌運搬具 0百万円

工具、器具及び備品 8百万円

長期前払費用 0百万円

合計 15百万円



前へ   次へ 

 
  

(株主資本等変動計算書関係) 
  

第59期
(自 平成16年６月１日
至 平成17年５月31日)

第60期
(自 平成17年６月１日
至 平成18年５月31日)

※８ 固定資産売却損の内訳

機械及び装置 0百万円

工具、器具及び備品 0百万円

その他 2百万円

合計 2百万円

 

※８ 固定資産売却損の内訳

機械及び装置 6百万円

 
―――――――

※９ 減損損失
当事業年度において、当社は事業及び製造工程の関

連性により資産のグルーピングを行い、また遊休資産
については個別に、減損損失の認識の判定をしており
ます。
 この結果、以下の資産について減損損失を特別損失に計上
しております。

場所 用途 種類
減損損失 
（百万円）

茨城県水戸市他 遊休資産

土地 172
その他の 
固定資産

6

 当該資産は営業店の統合により遊休となったものでありま
す。回収可能価額は正味売却価額を使用し、土地については
路線価等により評価し、その他の固定資産については、回収
可能価額がほとんど無いことから備忘価額で評価しておりま
す。

場所 用途 種類
減損損失 
（百万円）

静岡県富士市他
グリットコア
パネル製造設

備

機械及び 
装置

240

建物 27
その他の 
固定資産

29

 グリッドコア事業については、現在の生産・販売体制に基
づき計算される将来のキャッシュフローがマイナスとなるこ
とが予測されるため、上記の資産グループの帳簿価額を回収
可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しま
した。 
 当資産グループの回収可能価額は使用価値により測定して
おり、将来キャッシュ・フローを5.6%で割り引いて算定して
おります。 
 

※10 操業度差異

   新規事業の生産が低水準にあり、低操業の状態が継続し

ているために発生した非原価性の原価差額でありま

す。

※10 操業度差異 

新規事業の生産が低水準にあり、低操業の状態が継続

しているために発生した非原価性の原価差額でありま

す。

第60期
(自 平成17年６月１日
至 平成18年５月31日)

自己株式の種類及び総数に関する事項

普通株式

前期末 888,689株

当期増加 428株

当期末 889,117株

当期増加の内訳

単元未満株式の買取 428株



(リース取引関係) 

  

 
  

(有価証券関係) 

前事業年度(自平成16年６月１日 至平成17年５月31日)及び当事業年度(自平成17年６月１日 至

平成18年５月31日)における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

第59期
(自 平成16年６月１日
至 平成17年５月31日)

第60期
(自 平成17年６月１日
至 平成18年５月31日)

オペレーティング・リース取引に係る注記

  未経過リース料

１年以内 25百万円

１年超 35百万円

合計 60百万円

オペレーティング・リース取引に係る注記

  未経過リース料

１年以内 28百万円

１年超 17百万円

合計 45百万円



(税効果会計関係) 

  

 
  

第59期(平成17年５月31日) 第60期(平成18年５月31日)

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産(流動資産)

 未払事業税等否認 15百万円

 未払社会保険料 19

 税務上の繰越欠損金 637

 その他 32

 繰延税金資産(流動資産)小計 704

 評価性引当額 △704

 繰延税金資産(流動資産)合計 ―

繰延税金負債(流動負債) ―

 繰延税金資産(流動資産)の純額 ―

繰延税金資産(投資その他の資産)
 役員退職慰労引当金 
 損金算入限度超過額

30

 減価償却費損金算入限度超過額 121
 その他有価証券、ゴルフ会員権 
 減損額

252

 貸倒引当金繰入超過額 
 (ゴルフ会員権預託金)

5

 退職給付引当金 1,066

 固定資産減損損失 77

 その他 29
 繰延税金資産 
 (投資その他の資産)小計

1,584

 評価性引当額 △1,553
 繰延税金資産 
 (投資その他の資産)合計

30

繰延税金負債(固定負債)

 固定資産圧縮積立金 △116

 その他有価証券時価評価差額 △733

 繰延税金負債(固定負債)合計 △849

 繰延税金負債 
 (固定負債)の純額

△818

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産(流動資産)

未払事業税等否認 14百万円

未払社会保険料 27

税務上の繰越欠損金 485

その他 19

繰延税金資産(流動資産)小計 546

評価性引当額 △546

繰延税金資産(流動資産)合計 ―

繰延税金負債(流動負債)

その他有価証券時価評価差額 △0

繰延税金負債(流動負債)の純額 △0

繰延税金資産(投資その他の資産)
役員退職慰労引当金
 損金算入限度超過額

41

減価償却費損金算入限度超過額 230
その他有価証券、ゴルフ会員権
 減損額

252

貸倒引当金繰入超過額
 (ゴルフ会員権預託金)

3

退職給付引当金 771

固定資産減損損失 146

その他 16
繰延税金資産
 (投資その他の資産)小計

1,463

評価性引当額 △1,435
繰延税金資産
 (投資その他の資産)合計

27

繰延税金負債(固定負債)

固定資産圧縮積立金 △112

その他有価証券時価評価差額 △1,031

繰延税金負債(固定負債)合計 △1,144

繰延税金負債
 (固定負債)の純額

△1,116

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

  当期純損失が計上されているため記載しておりませ

ん。

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

  

法定実効税率 40.4％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されな
い項目

16.5

受取配当金等永久に益金に算入さ
れない項目

△6.3

住民税均等割 6.9

繰延税金資産に係る評価性引当額 △48.5

その他 1.1

税効果会計適用後の法人税等の負
担率

10.1



前へ 

(１株当たり情報) 

  

 
(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

  

 
  

  

２ １株当たり当期純利益又は当期純損失金額 

  

 
  

第59期
(自 平成16年６月１日
至 平成17年５月31日)

第60期
(自 平成17年６月１日
至 平成18年５月31日)

１株当たり純資産額 1,099.69円 １株当たり純資産額 1,138.07円

１株当たり当期純損失金額 51.14円 １株当たり当期純利益金額 24.94円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、１株当たり当期純損失が計上されており、また、

潜在株式がないため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式がないため記載しておりません。

項目
第59期

(平成17年５月31日現在)
第60期

(平成18年５月31日現在)

貸借対照表の純資産の部の合計額 
 (百万円)

― 23,371

普通株式に係る純資産額(百万円) ― 23,371

貸借対照表の純資産の部の合計額
と1株当たり純資産額の算定に用い
られた普通株式に係る事業年度末
の純資産額との差額(百万円)

― ―

普通株式の発行済株式数（千株） ― 21,425

普通株式の自己株式数（千株） ― 889

1株当たり純資産額の算定に用いら
れた普通株式の数（千株）

― 20,536

項目
第59期

(自 平成16年６月１日
至 平成17年５月31日)

第60期
(自 平成17年６月１日
至 平成18年５月31日)

損益計算書上の当期純利益 
又は当期純損失(△)(百万円)

△1,058 512

普通株主に帰属しない金額 
(百万円)

― ―

普通株式に係る当期純利益又は 
当期純損失(△)(百万円)

△1,058 512

普通株式の期中平均株式数 
(千株)

20,694 20,536



⑤ 【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

 
  

【債券】 

 
  

【その他】 

銘柄 株式数(株) 貸借対照表計上額(百万円)

(投資有価証券)

その他の有価証券

前澤化成工業㈱ 879,180 1,951

前澤給装工業㈱ 624,300 1,136

㈱みずほフィナンシャルグループ 
（優先株式）

700 700

三井トラスト・ホールディングス㈱ 480,000 643

㈱みずほフィナンシャルグループ 377.94 342

㈱りそなホールディングス 266 89

㈱ニコン 30,000 64

㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グル
ープ

39.68 60

セコム㈱ 10,000 56

花王㈱ 20,000 55 

その他(22銘柄) 305,011 166

計 2,349,874.62 5,267

銘柄 券面総額(百万円) 貸借対照表計上額(百万円)

(有価証券)

その他有価証券

 利付国庫債第18回 200 200

(投資有価証券)

その他有価証券

 利付国庫債第51回 200 197

計 400 398

銘柄 投資口数等(百万口) 貸借対照表計上額(百万円)

(有価証券)

その他有価証券

(投資信託受益証券)

  マネー・マネジメント・ 
  ファンド(１銘柄)

1,807 1,807

計 1,807 1,807



【有形固定資産等明細表】 

  

 

 
  

資産の種類
前期末残高 
(百万円)

当期増加額 
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却 
累計額 
(百万円)

当期償却額 
(百万円)

差引当期末
残高 
(百万円)

有形固定資産

 建物 6,001 25
37
(32)

5,990 3,148 182 2,842

 構築物 1,433 3
0
(0)

1,436 988 54 448

 機械及び装置 6,900 221
393
(240)

6,728 5,482 298 1,245

 車輌運搬具 119 2
3
(0)

119 103 7 15

 工具、器具及び備品 4,199 206
215
(5)

4,190 3,689 267 501

 土地 3,834 ―
172
(172)

3,661 ― ― 3,661

 建設仮勘定 ― 153 153 ― ― ― ―

   有形固定資産計 22,489 613
975
(452)

22,127 13,412 810 8,714

無形固定資産

 特許権 ― ― ― 34 20 5 13

 商標権 ― ― ― 19 16 4 3

 意匠権 ― ― ― 9 6 1 3

 ソフトウェア ― ― ― 343 211 51 132

 施設利用権 ― ― ― 0 0 0 0

 その他 ― ― ― 17 ― ― 17

   無形固定資産計 ― ― ― 424 254 62 170

長期前払費用 436 46
233
(7)

249 133 62 116

繰延資産

― ― ― ― ― ― ― ―

繰延資産計 ― ― ― ― ― ― ―

（注） 1 当期増加額のうち、主なものは次の通りであります。

工具、器具及び備品 木型・金型更新 115百万円

機械及び装置等
グリッドコア製造設備の不燃設備への改
造等

165百万円

2 当期減少額のうち、主なものは次の通りであります。

土地 営業店統合に伴う減損 172百万円

機械及び装置 グリッドコア事業減損 240百万円

なお、当期減少額のうち（   ）内は内書きで減損損失の計上額であります。
3 無形固定資産については、資産総額の１００分の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」の記載を省略おります。なお、特許権、商標権及び意匠権につい
ては、減損損失を合計で16百万円計上しております。



【引当金明細表】 

  

 
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。 

  

区分
前期末残高 
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用) 
(百万円)

当期減少額
(その他) 
(百万円)

当期末残高 
(百万円)

貸倒引当金 123 57 32 44 103

役員賞与引当金 ― 13 ― ― 13

役員退職慰労引当金 76 31 6 ― 102



(2) 【主な資産及び負債の内容】 

① 資産の部 

イ 現金及び預金 

 
  

ロ 受取手形 

(イ)相手先別内訳 

 
  

(ロ)期日別内訳 

 
  

種類 金額(百万円)

現金 12

預金

当座預金 11,021

通知預金 10

定期預金 63

普通預金 131

その他 0

預金計 11,227

合計 11,240

相手先 金額(百万円)

扶桑建設工業㈱ 391

安田㈱ 332

冨士機材㈱ 301

理水化学㈱ 210

太三機工㈱ 153

その他 2,277

合計 3,666

期日 金額(百万円)

平成18年６月 788

  〃  ７月 686

  〃  ８月 967

  〃  ９月 805

  〃  10月 391

  〃  11月 28

合計 3,666



ハ 売掛金 

(イ)相手先別内訳 

 
  

(ロ)回収状況 

 
(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 製品 

 
  

ホ 原材料 

 
  

相手先 金額(百万円)

㈱荏原製作所 774

㈱日立プラントテクノロジー 619

日本ガイシ㈱ 534

三井造船㈱ 458

㈱ウォーテック北海道 168

その他 2,638

合計 5,193

前期繰越高 
(百万円) 
 
 
 
(Ａ)

当期発生高 
(百万円) 
 
 
 
(Ｂ)

当期回収高 
(百万円) 
 
 
 
(Ｃ)

次期繰越高
(百万円) 
 
 
 
(Ｄ)

回収率(％)

(Ｃ)
×100

(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)
２
(Ｂ)
365

5,358 40,241 40,405 5,193 0.89 47.9日

種類 金額(百万円)

汎用弁栓 1,116

制御弁・門扉 1,151

その他 104

合計 2,372

種類 金額(百万円)

原料

鋼材 14

その他 3

材料

減速機 112

鋳鉄鋳物 212

青銅鋳物 18

その他 229

合計 591



ヘ 仕掛品 

 
  

ト 貯蔵品 

 
  

② 負債の部 

イ 支払手形 

(イ)相手先別内訳 

 
  

(ロ)期日別内訳 

 
  

種類 金額(百万円)

下水機械装置 3,175

上水等機械装置 760

汎用弁栓 397

制御弁・門扉 480

その他 365

合計 5,178

種類 金額(百万円)

木型・金枠 12

消耗工具・検査治具 1

その他 10

合計 23

相手先 金額(百万円)

㈱前澤エンジニアリングサービス   759

日本ガイシ㈱             443

㈱荏原製作所            315

水道機工㈱             302

荏原商事㈱             249

その他 6,232

合計 8,302

期日 金額(百万円)

平成18年６月 1,064

  〃  ７月 1,593

  〃  ８月 2,650

  〃  ９月 2,489

  〃  10月 504

その他 0

合計 8,302



ロ 買掛金 

 
  

ハ 前受金 

 
  

(3) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

相手先 金額(百万円)

西部電機㈱ 367

倉岳工業㈱             359

旭テック㈱             293

㈱前澤エンジニアリングサービス 234

都工業㈱              162

その他 3,694

合計 5,112

相手先 金額(百万円)

東京都下水道局 1,857

日本下水道事業団 1,068

栗原市上下水道部 388

名古屋市上下水道局下水道本部 319

千葉県水道局 290

その他 1,625

合計 5,550



第６ 【提出会社の株式事務の概要】 

 
（注） 

   1.決算公告については、当社ホームページ上に貸借対照表及び損益計算書を掲載しております。 

    （ホームページアドレス http://www.maezawa.co.jp） 

    なお、会社法施行後においては会社法第440条第4項の規定により決算公告は行いません。 

   2.平成18年8月30日開催の第60回定時株主総会決議により定款の一部変更が行われ、当会社の 

    公告方法は、当会社の公告方法は、電子公告と致しました。ただし、事故その他やむを得 

    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は、日本経済新聞に掲載 

    して行うこととしております。 

決算期 ５月31日

定時株主総会 ８月中

基準日 ５月31日

株券の種類 100,000株券 10,000株券 1,000株券 100株券

中間配当基準日 11月30日

１単元の株式数 100株

株式の名義書換え

  取扱場所
東京都中央区八重洲一丁目２番１号
みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部

  株主名簿管理人
東京都中央区八重洲一丁目２番１号
みずほ信託銀行株式会社

  取次所
みずほ信託銀行株式会社 全国各支店
みずほインベスターズ証券株式会社 本店および全国各支店

  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
東京都中央区八重洲一丁目２番１号
みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部

  株主名簿管理人
東京都中央区八重洲一丁目２番１号
みずほ信託銀行株式会社

  取次所
みずほ信託銀行株式会社 全国各支店
みずほインベスターズ証券株式会社 本店および全国各支店

  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 日本経済新聞（注）

株主に対する特典 なし



第７ 【提出会社の参考情報】 

１【提出会社の親会社等の情報】 

当社には、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59期(自 平成16年６月１日 至 平成17年５月31日)平成17年８月30日関東財務局長に提

出 

  

(2) 半期報告書 

事業年度 第60期中(自 平成17年６月１日 至 平成17年11月30日)平成18年２月10日関東財務局長に

提出 

  



該当事項はありません。 

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の監査報告書 
 

  

平成17年８月30日

前澤工業株式会社 

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

ている前澤工業株式会社の平成16年６月１日から平成17年５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、前澤工業株式会社及び連結子会社の平成17年５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 
  

 

監査法人 加藤事務所

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  江  部  安  弘  ㊞

業務執行社員 公認会計士  升  岡     昇  ㊞

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

社)が別途保管しております。

 



独立監査人の監査報告書 
 

  

平成18年８月30日

前澤工業株式会社 

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

ている前澤工業株式会社の平成17年６月１日から平成18年５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、連結株主資本等変動計算書、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、前澤工業株式会社及び連結子会社の平成18年５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 
  

 

監査法人 加藤事務所

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  江  部  安  弘  ㊞

業務執行社員 公認会計士  升  岡     昇  ㊞

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

社)が別途保管しております。

 



独立監査人の監査報告書 
 

  

平成17年８月30日

前澤工業株式会社 

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

ている前澤工業株式会社の平成16年６月１日から平成17年５月31日までの第59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、前澤工業株式会社の平成17年５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 
  

 
  

監査法人 加藤事務所

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  江  部  安  弘  ㊞

業務執行社員 公認会計士  升  岡     昇  ㊞

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

社)が別途保管しております。



独立監査人の監査報告書 
 

  

平成18年８月30日

前澤工業株式会社 

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

ている前澤工業株式会社の平成17年６月１日から平成18年５月31日までの第60期事業年度の財務諸表、すな

わち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動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、前澤工業株式会社の平成18年５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 
  

 
  

監査法人 加藤事務所

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  江  部  安  弘  ㊞

業務執行社員 公認会計士  升  岡     昇  ㊞

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

社)が別途保管しております。
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