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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

(注) １ 売上高には消費税等は含まれていない。 

２ 経常利益、当期純利益及び１株当たり当期純利益の△印は損失を示している。 

３ 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いない。 

４ 自己資本利益率については、第94期及び第95期は当期純損失を計上しているため記載していない。 

５ 株価収益率については、第94期及び第95期は1株当たり当期純損失を計上しているため記載していない。 

６ 従業員数は就業人員数である。 

７ 平成15年11月期から「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）を適用している。 

  平成18年11月期から、改正後の「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 最終改正平成18年１

月31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 最終

改正平成18年１月31日 企業会計基準適用指針第４号）を適用している。 

８ 平成18年11月期より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月９日 

企業会計基準第５号)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」(企業会計基準委員会 平成

17年12月９日 企業会計基準適用指針第８号)を適用している。なお、同基準及び適用指針の適用に伴う影響について

は、第５経理の状況１連結財務諸表等（1）連結財務諸表の注記（会計方針の変更）に記載している。 

９ 連結経営指標等に掲記される科目その他の事項の金額は、従来、千円単位で記載していたが、第96期連結会計年度より百

回次 第92期 第93期 第94期 第95期 第96期 

決算年月 平成14年11月 平成15年11月 平成16年11月 平成17年11月 平成18年11月 

売上高 (百万円) 36,630 44,439 34,763 39,490 46,751 

経常利益 (百万円) 832 1,761 △748 △1,462 787 

当期純利益 (百万円) 597 2,308 △131 △1,576 190 

純資産額 (百万円) 24,073 26,631 25,340 23,744 24,918 

総資産額 (百万円) 50,154 50,125 44,646 46,731 48,516 

１株当たり純資産額 (円) 353.70 391.43 387.36 371.05 369.48 

１株当たり当期純利益 (円) 8.78 33.93 △1.98 △24.28 2.98 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 48.00 53.13 56.76 50.81 48.72 

自己資本利益率 (％) 2.52 9.11 ― ― 0.80 

株価収益率 (倍) 17.88 8.81 ― ― 81.88 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △1,779 3,676 3,245 1,150 △2,894

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 370 △170 664 △1,166 △1,318

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △1,329 △1,008 △2,663 △699 1,375

現金及び現金同等物 
の期末残高 

(百万円) 6,800 9,298 10,545 9,830 6,993

従業員数 (名) 1,187 1,188 1,193 1,233 1,242 



万円単位で記載することに変更した。なお、比較を容易にするため、第95期以前についても百万円単位で表示している。 



(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いない。 

２ 経常利益、当期純利益及び１株当たり当期純利益の△印は損失を示している。 

３ 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いない。 

４ 自己資本利益率については、第94期及び第95期は当期純損失を計上しているため記載していない。 

５ 株価収益率及び配当性向については、第94期及び第95期は1株当たり当期純損失を計上しているため記載していない。 

６ 従業員数は就業人員数である。 

７ 平成15年11月期から「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）を適用している。 

  平成18年11月期から、改正後の「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 最終改正平成18年１

月31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 最終

改正平成18年１月31日 企業会計基準適用指針第４号）を適用している。 

８ 平成18年11月期より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月９日 

企業会計基準第５号)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」(企業会計基準委員会 平成

17年12月９日 企業会計基準適用指針第８号)を適用している。なお、同基準及び適用指針の適用に伴う影響について

は、第５経理の状況２財務諸表等（1）財務諸表の注記（会計方針の変更）に記載している。 

９ 提出会社の経営指標等に掲記される科目その他の事項の金額は、従来、千円単位で記載していたが、第96期事業年度より

百万円単位で記載することに変更した。なお、比較を容易にするため、第95期以前についても百万円単位で表示してい

る。 

  

回次 第92期 第93期 第94期 第95期 第96期 

決算年月 平成14年11月 平成15年11月 平成16年11月 平成17年11月 平成18年11月 

売上高 (百万円) 36,052 43,727 34,010 38,363 45,551 

経常利益 (百万円) 733 1,581 △630 △1,379 962 

当期純利益 (百万円) 565 2,213 △22 △1,517 453 

資本金 (百万円) 12,316 12,316 12,316 12,316 12,316 

発行済株式総数 (株) 68,075,552 68,075,552 68,075,552 68,075,552 68,075,552 

純資産額 (百万円) 22,784 25,195 24,013 22,449 22,603 

総資産額 (百万円) 47,397 47,137 41,640 43,881 45,853 

１株当たり純資産額 (円) 334.77 370.33 367.07 350.82 353.29 

１株当たり配当額 
(内１株当たり 
中間配当額) 

(円) 

  

0.00 

(0.00)

3.00

(0.00)

3.00

(0.00)

1.50 

(0.00)

1.50

(0.00)

１株当たり当期純利益 (円) 8.31 32.53 △0.33 △23.37 7.09 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 48.07 53.45 57.67 51.16 49.30 

自己資本利益率 (％) 2.52 9.23 ― ― 2.01 

株価収益率 (倍) 18.89 9.19 ― ― 34.41 

配当性向 (％) 0.00 9.22 ― ― 21.16 

従業員数 (名) 972 971 964 963 958 



２ 【沿革】 

  

  

明治42年３月 金沢市茨木町において創業。絹、人絹織機の製造を開始。 

昭和14年12月 現本店所在地に資本金250万円をもって津田駒工業株式会社を設立。 

昭和25年８月 絹、人絹及び合成繊維用の自動織機の製造を開始。 

昭和27年７月 サイジングマシン等の製造を開始。 

昭和36年10月 東京証券取引所、大阪証券取引所各市場第二部に上場。 

昭和38年１月 津田駒代行株式会社を設立。 

昭和41年２月 ツダコマ運輸株式会社(現・連結子会社)を設立。 

昭和43年３月 NC円テーブル、NC割出台の製造を開始。 

昭和43年４月 東京証券取引所、大阪証券取引所各市場第一部銘柄に指定。 

昭和43年８月 レピアルームの製造を開始。 

昭和46年８月 石川県松任市に鋳造工場を新設。 

昭和47年１月 決算期を年１回(11月30日)に変更。 

昭和51年９月 パレットマガジン、パレットチェンジャの製造を開始。 

昭和51年11月 ツダコマ・ゼネラル・サービス株式会社(現・連結子会社)を設立。 

昭和51年12月 ウォータジェットルームの製造を開始。 

昭和52年９月 エアジェットルームの製造を開始。 

昭和60年４月 本社工場に本社ビル「本館」を建設。 

平成３年４月 石川県野々市町に工機工場を新設。 

平成４年１月 共和電機工業株式会社を子会社化(現・連結子会社)。 

平成14年８月 
津田駒金属模具(上海)有限公司を設立。 
（現・津田駒機械設備（上海）有限公司） 

平成16年６月 
津田駒代行株式会社とツダコマ・ゼネラル・サービス株式会社を合併。 
(存続会社はツダコマ・ゼネラル・サービス株式会社) 

平成18年６月 ツダコマテクノサポート株式会社を設立。 



３ 【事業の内容】 

当社グループは当社、子会社５社及び関連会社１社(注)で構成され、繊維機械及び工作用機器の製造、販売を主な

事業内容としている。当社グループの事業に関わる位置づけ及び事業の種類別セグメントとの関連は次のとおりであ

る。 

繊維機械事業 

繊維機械………………当社が製造販売している。なお、製造については、電装部品の一部を共和電機工業㈱に委

託している。また、津田駒機械設備(上海)有限公司はアフターサービスを行っている。 

工作用機器事業 

工作用機器……………当社が製造販売している。なお一部の製品の製造を共和電機工業㈱に委託している。ま

た、ツダコマテクノサポート㈱には、工作用機器の製品の修理を委託している。 

その他の事業 

電装機器………………共和電機工業㈱が製造販売している。 

鋳造品…………………当社が製造販売している。 

その他…………………ツダコマ運輸㈱は当社製品の梱包・運送業務を、ツダコマ・ゼネラル・サービス㈱は主と

して当社構内の警備、営繕業務並びに人材派遣業務及び損害保険代理店業務を行ってい

る。 

事業の系統図は次のとおりである。 
  

 
  

(注)関連会社であるプレシジョン・テクノロジLtd.(イギリス)は、平成18年６月27日に清算手続きが完了し、解散し

た。 



４ 【関係会社の状況】 

  

(注) １ 上記のうち、特定子会社に該当するものはない。 

２ 上記のうち、有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はない。 

  

５ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成18年11月30日現在 

(注) 従業員数は就業人員である。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成18年11月30日現在 

(注) １ 従業員数は就業人員であり、関係会社等への出向者33名を含んでいない。 

２ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでいる。 

  

(3) 労働組合の状況 

当社グループのうち、労働組合を組織しているのは当社及びツダコマ運輸㈱であり、ともにJAMに属している。組

合員数は平成18年11月30日現在当社が763名、ツダコマ運輸㈱が26名である。 

なお、労使関係について特に記載すべき事項はない。 

  

名称 住所 資本金 
(千円) 

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)       

共和電機工業㈱ 石川県金沢市 50,000 電機製品並びに電機機
械器具の製造及び販売 60.0 

当社製品の部品製造 
当社所有建物の賃貸 
役員兼任 有 

ツダコマ運輸㈱ 石川県金沢市 10,000 運送業 100.0 
当社製品の運送 
当社所有建物の賃貸 
役員兼任 有 

ツダコマ・ゼネラル・サービス 
㈱ 石川県金沢市 20,000 ビルメンテナンス業

保険代行 100.0 

当社構内の警備、営繕 
人材派遣及び 
損害保険代理業務 
当社所有建物の賃貸 
役員兼任 有 

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名) 

繊維機械 749 

工作用機器 310 

その他 98 

全社(共通) 85 

合計 1,242 

従業員数(名) 平均年令(才) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円) 

958 44.5 22.8 5,985,457 



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当連結会計年度のわが国経済は、輸出や設備投資の伸びに支えられて、景気は緩やかな拡大を続け、11月からは

いざなぎ景気を超える戦後最長の景気拡大といわれております。しかし、米国経済の動向や設備投資の減速懸念、

個人消費の伸び悩みなど、景気の先行きについては不透明感もあり、慎重に推移を見守っていかなければなりませ

ん。 

こうした中、当社グループは工作用機器事業の強化と繊維機械事業の受注確保、収益性の改善に努めました。ま

た技術開発を進め、生産効率化を進めるお客さまをサポートしてまいりました。工作用機器事業では、秋口から自

動車業界向け工作機械需要に減速感が見られましたが、期を通じては堅調に推移し、売上高、利益ともに増加いた

しました。繊維機械事業では、春以降の中国市場の需要回復やインド・パキスタン市場の拡大などにより受注・生

産・売上ともに増加し、量産効果等により損失幅は大幅に縮小しております。 

この結果、全体では売上高46,751百万円(前年同期比18.4％増)、受注高53,143百万円(同比22.6％増)とともに増

加いたしました。損益面では、営業利益743百万円(前年同期は営業損失1,496百万円)、経常利益787百万円(前年同

期は経常損失1,462百万円)を計上することができました。なお、減損会計適用等による特別損失の計上により当期

純利益は190百万円(前年同期は当期純損失1,576百万円)となっております。セグメント別の概況は次のとおりであ

ります。 

  

① 繊維機械事業 

繊維機械事業では、主力市場であります中国市場で、繊維製品にかかわる欧米との貿易摩擦問題が沈静化したこ

とに加え、春以降の銀行融資の拡大により、設備投資意欲が高まりました。また、政府による第11次５カ年計画

(2006年～2010年)がスタートし、繊維産業分野に関しては、これまでの規模拡大から高付加価値化・環境対策など

に重点が置かれました。こうした状況の変化に対し、当社はインテリアやスポーツ分野など高品位織物用のジェッ

トルームの販売促進を図りました。10月に開催された中国国際繊維機械展覧会(CITME2006)では、ZAX9100型エアジ

ェットルームを出展し、高い評価をいただきました。また、販売価格の改善にも積極的に取り組みました。当連結

会計年度後半には徐々に改善が見られており、平成19年度にはその効果が表れると予想しております。この結果、

中国向けの受注高は25,902百万円(前年同期比29.1％増)となりました。このうち期間後半の受注分につきまして

は、平成19年度の生産・出荷となるため、当期の売上高は20,057百万円(同比5.7％増)と前年比微増にとどまってお

ります。 

その他の市場では、経済成長を続けておりますインド・パキスタン市場で繊維機械設備の近代化投資が堅調に推

移し、売上高は8,235百万円と前年同期比44.2％増加しております。特にインド市場におきましては、お客さまの要

求に迅速に対応するためにサービス拠点を新設し、現地人によるサービス体制の強化・効率化を図りました。ま

た、最先端織物の開発により海外市場との差別化を進める国内市場は、超極細の糸を使用した高機能スポーツ衣料

や、産業資材織物の分野が好調でありました。当事業部門は、お客さまとともに新しい素材や織物に対応した糊付

け・製織技術の開発にあたりました。 

新製品では、ZAX9100型エアジェットルームにタオル仕様やガラス繊維仕様をラインアップしたほか、サイジング

マシンでは省エネ、低張力を実現した新型フィラメントサイザー「KSX」を開発し、市場投入しております。 

この結果、当事業全体では売上高36,789百万円(前年同期比18.7％増)、受注高43,163百万円(同比26.3％増)とと

もに増加いたしました。 

損益面では、生産量増加による生産効率の向上に加え、販売価格改善の効果も一部表れたものの、従来からの素

材価格上昇等の影響もあり、営業損失753百万円(前年同期は営業損失2,788百万円)の計上となりました。 



  

② 工作用機器事業 

工作用機器事業は、好調な工作機械業界や自動車業界などの需要を受けて堅調に推移いたしました。国内市場で

は、自動車メーカーの設備投資計画延期などの影響により、秋口から自動車産業向け工作機械需要に減速感が出て

まいりましたものの、建設機械や航空機産業など重厚長大産業の設備投資意欲が強く、全体としては堅調に推移い

たしました。また海外市場におきましても、中国を中心とするBRIC's諸国や東欧諸国の経済拡大に加え、米国も好

調を持続していることから、全体の需要は高水準で推移しております。 

こうした環境の中、当事業部門では、お客さまとの密接なコミュニケーションを通して、最適かつ効率的な製品

の開発・生産、販売に注力いたしました。NC円テーブルは、自動車業界向けのインラインテーブルをはじめ、工作

機械メーカーで採用していただいております4軸・5軸加工機械用の組み込みテーブルなど、生産効率化に対応した

機種が好調に推移いたしました。また、厳しい品質が要求されます航空機産業向けの需要が拡大傾向にあり、販売

促進を図っております。いずれの案件も厳しい品質と短納期が要求されましたが、人員の増強、生産設備の導入等

により生産能力の拡大を進め、生産増加に対応いたしました。 

開発面では、新型メカ増力マシンバイス「Viシリーズ」を開発し、販売を開始いたしました。またNC円テーブル

では、従来のRNシリーズの性能・仕様を大幅にグレードアップしたRNAシリーズや、ダイレクト・ドライブ（DD)モ

ーターを使用して超高速を実現させたDDテーブルなどの新機種を米国国際工作機械見本市(シカゴショー)や日本国

際工作機械見本市(JIMTOF)などの展示会で発表し、今後の需要拡大に取り組んでおります。 

この結果、当事業全体では売上高8,430百万円(前年同期比17.9％増)、受注高8,451百万円(同比7.6％増)とともに

増加し、営業利益は1,436百万円(同比8.8％増)となりました。 

  

③ その他の事業 

その他の事業では、鋳鉄鋳物部門では、繊維機械で培った高度な品質を積極的にアピールして外販受注活動を展

開しました。その他、連結子会社であります共和電機工業株式会社では専門技術を生かした電機電子機器および産

業用制御機器の設計製造を中心に売上拡大に努めました。 

この結果、当事業の売上高は1,531百万円(前年同期比14.2％増)、受注高は1,527百万円(同比14.1％増)となり、

損益面では営業利益60百万円(前年同期は営業損失28百万円)の計上となりました。 



(2) キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末比2,837百万円減少の6,993百万円となりまし

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キャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益260百万円を計上したも

のの、売上債権が大幅に増加した事等から、マイナス2,894百万円（前年同期1,150百万円）となりました。 

  

（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キャッシュ・フローは、有形固定資産の取得等による支出等によりマイ

ナス1,318百万円（前年同期マイナス1,166百万円）となりました。 

  

（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キャッシュ・フローは、短期借入金の増加及び長期借入金による収入等

により1,375百万円（前年同期マイナス699百万円）となりました。 

  

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

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

  

(注) 金額は販売価格によっており、消費税等は含まれていない。 

  

(2) 受注実績 

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

  

(注) 金額には消費税等は含まれていない。 

  

(3) 販売実績 

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

  

(注) １ 主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は次のとおりである。 

  

２ 本表の金額には消費税等は含まれていない。 

  

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円) 前年同期比(％) 

繊維機械事業 29,714 126.8 

工作用機器事業 8,242 113.9 

その他の事業 1,412 113.6 

合計 39,368 123.3 

事業の種類別セグメントの名称 
受注高
(百万円) 

前年同期比
(％) 

受注残高 
(百万円) 

前年同期比
(％) 

繊維機械事業 43,163 126.3 13,324 191.7 

工作用機器事業 8,451 107.6 2,156 101.0 

その他の事業 1,527 114.1 31 89.5 

合計 53,143 122.6 15,513 170.1 

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円) 前年同期比(％) 

繊維機械事業 36,789 118.7 

工作用機器事業 8,430 117.9 

その他の事業 1,531 114.2 

合計 46,751 118.4 

相手先 

前連結会計年度 当連結会計年度 

金額(百万円) 割合(％) 金額(百万円) 割合(％) 

丸紅テクマテックス㈱ 22,439 56.8 23,027 49.3 



３ 【対処すべき課題】 

当社グループの活動分野は主として繊維機械事業ならびに工作用機器事業であります。ともに専門性が高い分野で

あり、最高の技術と品質を強みとして、全世界を市場とした営業を展開してまいりました。反面、これらの業界は好

不況の波が激しい業界であります。特に近年では、中国を中心とするBRIC's諸国（ブラジル、ロシア、インド、中

国）の急速な経済成長に伴うさまざまな予測困難な状況変化により、繊維機械事業の業績変動が大きくなっており、

全体としての有効な経営指標の策定・維持が厳しい環境になっております。 

こうした状況に対し、当社グループは安定的に利益を確保できる企業体質への転換をめざして、下記の点を軸とし

た改革を進めてまいります。 

  

① 繊維機械事業の再構築と工作用機器事業の拡大 

繊維機械事業では、当連結会計年度に入り中国の市場環境が回復傾向にあることから、受注・生産・売上ともに高

い水準で推移しております。そうした環境ではありますが、当事業としては事業規模の拡大を指向せずに、高付加価

値製品を中心とする質への転換を進めていく所存です。適正な人員、設備の配置による生産効率の向上とともに、高

付加価値製品の開発・市場投入と販売価格の改善に取り組み、安定的に利益を確保できる事業へと再構築してまいり

ます。 

工作用機器事業につきましては、需要が堅調に推移している中、人材の育成、生産設備の導入を積極的に進め、生

産スペースの拡大も視野に、更なる生産能力の拡大を図ります。また、既存製品の海外市場開拓、新たな製品分野の

開発を強化し、受注・売上の拡大を図るとともに、安定的な利益確保を目指します。 

  

② ブランド力の向上 

生産機械メーカーとして、高い基本性能とクレーム“ゼロ”の製品をお客さまにご提供するとともに、専門性を活

かした技術サポートとノウハウを効率的にご提供していくことがブランド力構築の重要課題であります。そのため、

ISO9001品質マネジメントシステムなどの品質管理体制強化や、主要市場である中国をはじめ、インド、パキスタンな

ど、各国で現地サービスエンジニアを養成して現地語でのサービス体制の確立をめざしてまいります。 

  

③ コア技術の展開による新製品分野の育成 

繊維機械事業においては、中国などの後発メーカーとの差別化を図るため、ジェットルームの高生産性・高品質な

どの基本性能を一層充実するとともに、高付加価値織物や産業資材分野など製織可能分野、対応分野の拡大を進めて

まいります。 

また、業界の裾野が広い工作用機器事業におきましては、既存製品に活かされております回転・把持などのコア技

術の高精度・高速化とノウハウの蓄積を図り、新たな製品分野・市場への展開を図ってまいります。また、こうした

活動の中から新たな経営の柱となる事業分野を育ててまいります。 

  



④ 人材の育成 

メーカーとして開発・製造・品質の強化を実現するためには、個々の従業員の成長と技術・技能レベルの向上が欠

かせません。また、雇用延長などの制度を有効活用するとともに、若い世代に権限委譲を進め、より有効な人材育

成、技能伝承と教育システムの構築を図ってまいります。 

  

⑤ その他の事業の強化 

鋳物鋳造事業をはじめ、連結子会社で行なっております各事業の強化・拡大を図ってまいります。 

  

  



４ 【事業等のリスク】 

当社グループの売上高は、繊維機械事業を中心に輸出比率が高く、特に中国向けが大きな割合を占めております。

また、市場拡大しているインド向けを中心に、直接貿易取引を行っております。このような状況から、主に次の要因

が当企業集団の経営成績に影響を及ぼす可能性があると考えております。なお、当該事項は当連結会計年度末(平成18

年11月30日)現在において判断したものであります。 

① 中国の金融・経済変動リスク 

② 原料・素材価格の高騰リスク 

③ 為替変動リスク 

④ 直接貿易取引上のリスク 

とりわけ、中国の金融・経済政策の変更は、顧客の資金調達や繊維製品の輸出に影響を与え、成約案件のL/C開設遅

れや設備投資の延期や中止など、当社グループの受注・生産・売上減少の直接の原因となります。また、原料・素材

価格の高騰は、当社グループおよび顧客市場においても生産コストの上昇につながり、企業収益を圧迫するリスクと

なります。 

  

５ 【経営上の重要な契約等】 

該当事項はない。 

  



６ 【研究開発活動】 

研究開発については、世界市場での優位性を確保するため、引き続き多様性、高度化するマーケットニーズに応え

戦略製品の開発に取り組んでおります。当連結会計年度に支出した研究開発費の総額は1,318百万円であります。 

当連結会計年度における各事業の主な研究開発活動は次のとおりであります。 

  

（１） 繊維機械事業 

当社が中心となり、エアジェットルームにおいては主力機種である「ZAX9100」の仕様拡大と更なる高生産性機能の

開発の推進及びコストダウンを進めました。タオル用高機能機種として「ZAX9100テリー」、更にガラス用高機能機種

として「ZAX9100ガラス」を市場投入しました。ウォータジェットルームでは、「ZW408」の定番タフタ向け超高速機

種を市場投入し、更にエアバック基布などの産業資材用高機能機種の開発を強化しました。また、糊付機では省エ

ネ、超低張力を特徴とする新機種フィラメントサイザー「KSX」を市場投入しました。 

当連結会計年度における当事業に係る研究開発費は947百万円であります。 

  

（２） 工作用機器事業 

当社が中心となり、マシンバイスにおいては従来の２機種の機能を兼ね備え、新機能を付加した新シリーズ「Viバ

イス」を市場投入しました。主力製品であるNC円テーブルでは高剛性など市場のニーズに対応するRNAシリーズの開発

を強化しました。高速化にはダイレクトドライブモータ型の開発を推進し、旋削・割り出し両用の複合機能型テーブ

ルを市場投入しました。タッピングセンターなどの小型工作機械の５軸加工用として開発した傾斜NC円テーブル「TN-

100」の市場投入を開始すると共にシリーズ化の開発を強化しました。また、航空機などの大物部品加工５軸マシニン

グセンター用としてU軸スピンドルユニットの開発を進め、プロトタイプをJIMTOF2006（第23回日本国際工作機械見本

市）に出展しました。 

当連結会計年度における当事業に係る研究開発費は371百万円であります。 

  

  



７ 【財政状態及び経営成績の分析】 

当社グループに関する財政状態及び経営成績の分析・検討内容は、当連結会計年度末(平成18年11月30日)現在の連

結財務諸表等に基づいて分析した内容であります。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末において当

社グループが判断したものであります。 

  

(1)当連結会計年度末の財政状態の分析 

当連結会計年度末の総資産は前連結会計年度末に比べ1,785百万円増加し48,516百万円となりました。主として、受

取手形及び売掛金が増加したためであります。現金及び現金同等物は第２ 事業の状況 １ 業績等の概況 (２)キ

ャッシュ・フローの状況に記述の通り前連結会計年度末に比べ2,837百万円減少し6,993百万円となりました。 

当連結会計年度末の負債は、前連結会計年度末に比べ1,862百万円増加し23,598百万円となりました。主として、短

期借入金及び長期借入金の増加、役員退職慰労引当金を計上したためであります。 

当連結会計年度末の純資産は24,918百万円となりました。 

  

(2)当連結会計年度の経営成績の分析 

当社グループでは、工作用機器事業の強化と繊維機械事業の受注確保、収益性の改善に努めました。工作用機器事

業では、秋口から自動車業界向け工作機械需要に減速感が見られましたが、期を通じて堅調に推移し、売上高、利益

ともに前連結会計年度に比べ増加いたしました。繊維機械事業では、春以降の中国市場の需要回復やインド・パキス

タン市場の拡大などにより受注・生産・売上ともに増加し、量産効果等により前連結会計年度に比べ損失は大幅に縮

小しております。 

この結果、当連結会計年度における売上高は46,751百万円(前年同期比18.4％増)、受注高53,143百万円(同比22.6％

増)とともに増加いたしました。損益面では、営業利益743百万円(前年同期は営業損失1,496百万円)、経常利益787百

万円(前年同期は経常損失1,462百万円)を計上することができました。なお、減損会計適用等による特別損失の計上に

より当期純利益は190百万円(前年同期は当期純損失1,576百万円)となっております。 

売上原価率は、生産量増加による生産効率の上昇により前連結会計年度に比べ4.3％低下し88.1％となりました。 

販売費及び一般管理費は、売上の増加に伴い販売費用が増え前連結会計年度に比べ298百万円増加し、4,809百万円

となりました。 

営業外収益は、受取保険金を計上したため前連結会計年度に比べ25百万円増加しました。一方、営業外費用は、短

期借入金及び長期借入金の増加により支払利息が増え、前連結会計年度に比べ14百万円増加しました。その結果、営

業外収支は、前連結会計年度に比べ10百万円改善しました。 

特別利益は、前連結会計年度に計上した投資有価証券売却益がなくなったこと等により前連結会計年度に比べ400百

万円減少しました。特別損失は、固定資産の減損会計適用により減損損失269百万円、役員退職慰労引当金を218百万

円計上したこと等により前連結会計年度に比べ355百万円増加しました。 

少数株主損益については、連結子会社の共和電機工業㈱が利益を計上したことにより少数株主利益27百万円(前年同

期は少数株主損失45百万円)となりました。 

なお、事業別の分析は第２ 事業の状況 １ 業績等の概要 (１)業績の項目をご参照ください。 



第３ 【設備の状況】 

１ 【設備投資等の概要】 

当社連結グループは、既存設備の劣化更新等で総額881百万円の設備投資を実施した。 

事業の種類別のセグメントでは、繊維機械事業692百万円、工作用機器事業166百万円、その他の事業23百万円であ

り、所要資金は自己資金を充当した。 

なお、当連結会計年度において重要な設備の除却、売却はない。 

  

２ 【主要な設備の状況】 

当社連結グループにおける主要な設備は、次のとおりである。 

  

(1) 提出会社 

平成18年11月30日現在 

(注) １ 帳簿価額のうち「その他」は工具器具及び備品で建設仮勘定は含んでいない。なお、金額には消費税等を含まない。 

２ 連結会社以外へ貸与中の土地82百万円(1,306㎡)を含んでいる。 

３ 現在休止中の主要な設備はない。 

  

  

事業所名 
(所在地) 

事業の種類別 
セグメントの 
名称 

設備の内容 
帳簿価額(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 

本社及び 
本社工場 
(石川県金沢市) 
(注２) 

繊維機械 
事業及び 
全社管理 
業務 

生産設備 1,761 1,031
647

(86,692)
426 3,867 661

野々市工場 
(石川県石川郡 

野々市町) 

工作用機器 
事業 

生産設備 1,223 653
2,215

(69,933)
91 4,183 236

松任工場 
(石川県白山市) 

繊維機械 
事業 
工作用機器 
事業 
その他の 
事業 

生産設備 367 935
77

(61,606)
160 1,541 60



(2) 国内子会社 

平成18年11月30日現在 

(注) １ 帳簿価額のうち「その他」は工具器具及び備品で建設仮勘定は含んでいない。なお、金額には消費税等を含まない。 

２ 現在休止中の主要な設備はない。 

３ リース契約等による主な貸借設備は次のとおりである。 

  

  

  

３ 【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 重要な設備の新設等 

該当事項はない。 

  

(2) 重要な設備の除却等 

該当事項はない。 

会社名 
事業所名 
(所在地) 

事業の種
類別セグ
メントの
名称 

設備の内容 
帳簿価額(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 

共和電機 
工業 

本社工場 
(石川県 
金沢市) 
他２事業 
所 

繊維機械 
事業 
工作用 
機器事業 
その他の 
事業 

生産設備 340 132
765

(12,869)
38 1,276 196

会社名 
事業所名 
(所在地) 

事業の種類別 
セグメントの 
名称 

設備の内容 数量 
リース
期間 

年間 
リース料 
(百万円) 

リース 
契約残高 
(百万円) 

共和電機 
工業 

本社工場 
(石川県 
金沢市) 
他２事業所 

繊維機械事業 
工作用 
機器事業 
その他の事業 

ホスト
コンピュータ 
及び関連機器 

一式 ５年間 4 19 



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】 

該当事項はない。 

  

(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 
  

(注) 1.平成15年２月26日開催の定時株主総会における損失処理案決議に基づく欠損填補のための取崩しによる減少である。 

2.平成16年２月25日開催の定時株主総会における資本準備金減少決議に基づくその他資本剰余金への振替である。 

  

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式 199,003,000 

計 199,003,000 

種類 
事業年度末現在 
発行数(株) 

(平成18年11月30日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成19年２月26日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容 

普通株式 68,075,552 68,075,552 
東京証券取引所
市場第一部 

完全議決権株式であり、権利
内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式 

計 68,075,552 68,075,552     

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(千株) 

発行済株式
総数残高 
(千株) 

資本金増減額
  

(千円) 

資本金残高
  

(千円) 

資本準備金 
増減額 
(千円) 

資本準備金
残高 
(千円) 

平成15年２月26日 
(注)1 

― 68,075 ― 12,316,548 △1,193,748 10,354,660 

平成16年３月26日 
(注)2 

― 68,075 ― 12,316,548 △7,254,660 3,100,000 



(4) 【所有者別状況】 

平成18年11月30日現在 

(注) １ 自己株式4,093,554株は「個人その他」に4,093単元、「単元未満株式の状況」に554株含まれている。 

２ 「その他の法人」には証券保管振替機構名義の株式が、４単元含まれている。 

  

(5) 【大株主の状況】 
平成18年11月30日現在 

(注) １ 上記所有株式数のうち信託業務に係る株式数は次のとおりである。 

  日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）    3,378千株 

  日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）      1,062千株 

２ 上記のほか当社所有の自己株式4,093千株（発行済株式総数に対する所有株式数の割合6.01％）がある。 

  

区分 

株式の状況(１単元の株式数 1,000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 39 236 44 1 5,810 6,172 ―

所有株式数 
(単元) 

― 22,421 923 7,181 3,012 1 34,154 67,692 383,552

所有株式数 
の割合(％) 

― 33.12 1.36 10.61 4.45 0.00 50.46 100.00 ―

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(％) 

津田駒取引先持株会 金沢市野町５丁目18番18号 5,705 8.38 

明治安田生命保険相互会社 
（常任代理人 資産管理サービ
ス信託銀行株式会社） 

東京都中央区日本橋茅場町１丁目２－４
（東京都中央区晴海１－８－12） 

3,900 5.72

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口） 

東京都中央区晴海１丁目８番11号 3,378 4.96

株式会社北陸銀行 富山市堤町通り１丁目２番26号 2,368 3.47

株式会社北國銀行 金沢市下堤町１番地 2,320 3.40 

三井住友海上火災保険株式会社 東京都中央区新川２丁目27番２号 2,105 3.09 

東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目２番１号 1,775 2.60 

ツダコマ従業員持株会 金沢市野町５丁目18番18号 1,275 1.87 

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 1,062 1.56 

丸紅株式会社 東京都千代田区大手町１丁目４－２ 1,023 1.50 

計 ― 24,912 36.59 



(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成18年11月30日現在 

(注) １ 「完全議決権株式(その他)」には証券保管振替機構名義の株式が4,000株(議決権４個)含まれている。 

２ 「単元未満株式」には当社所有の自己株式が554株含まれている。 

  

② 【自己株式等】 

平成18年11月30日現在 

  

(7) 【ストックオプション制度の内容】 

該当事項はない。 

  

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 

4,093,000 
―

権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式 

完全議決権株式(その他) 
普通株式 
63,599,000 

63,599 同上 

単元未満株式 
普通株式 

383,552 
― 同上 

発行済株式総数 68,075,552 ― ― 

総株主の議決権 ― 63,599 ― 

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） 
津田駒工業株式会社 

金沢市野町５丁目18番18号 4,093,000 ― 4,093,000 6.01

計 ― 4,093,000   4,093,000 6.01 



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】 

該当事項はない。 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】 

旧商法第211条ノ３第１項第２号の規定に基づく取締役会決議による取得 

  
  

(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】 

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 

(注) 当期間における取得自己株式には、平成19年２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

含めていない。 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

(注) 当期間における保有自己株式には、平成19年２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

含めていない。 

【株式の種類等】 旧商法第211条ノ３第１項第２号の規定に基づく取締役会決議及び旧商法第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並びに会社法第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) 

取締役会(平成17年８月８日)での決議状況 

(取得期間平成17年８月９日) 
1,500,000 432 

当事業年度前における取得自己株式 1,400,000 403 

当事業年度における取得自己株式 ― ― 

残存決議株式の総額及び価額の総額 100,000 28 

当事業年度の末日現在の未行使割合(％) 6.67 6.67 

当期間における取得自己株式 ― ― 

提出日現在の未行使割合(％) 6.67 6.67 

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 9,199 2 

当期間における取得自己株式 980 0 

区分 
当事業年度 当期間 

株式数(株) 
処分価額の総額
(百万円) 

株式数(株)
処分価額の総額 
(百万円) 

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 4,093,554 ― 4,094,534 ― 



３ 【配当政策】 

当社の活動分野は、設備投資の状況に大きく左右され、また、輸出比率も高いため、業績の変動は避けられない環

境にあります。このような業界において、当社は状況の変化に耐え得る健全な財務体質を維持し、今後の事業拡大の

ための内部留保を高めつつ、株主の皆さまへの利益確保を図り、安定的な配当を行なうことを基本としております。 

当期におきましては、中間配当金は見送りとさせていただきましたが、当期末の剰余金の配当につきましては、前

期と同額の1株当たり1円50銭を実施いたしたいと存じます。 

なお、当社は、会社法第454条第５項に規定する中間配当を行うことができる旨を定めております。 

(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年月日は以下のとおりでありま

す。 

            株主総会決議   平成19年２月23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各市場第一部におけるものである。 

  

(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である。 

  

回次 第92期 第93期 第94期 第95期 第96期 

決算年月 平成14年11月 平成15年11月 平成16年11月 平成17年11月 平成18年11月 

最高(円) 317 417 328 350 323 

最低(円) 54 150 203 267 193 

月別 平成18年６月 18年７月 18年８月 18年９月 18年10月 18年11月 

最高(円) 235 230 234 261 276 258 

最低(円) 193 201 208 221 233 218 



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 菱 沼 捷 二 昭和17年１月31日生

昭和39年４月 

平成８年６月 
  10年２月 

  12年９月 
  

  13年７月 
16年２月 

16年７月 
  16年10月 

当社入社 

販売部専任部長 
取締役就任 

販売部長 
中国室長 

常務取締役就任 
専務取締役就任 

販売部・技術部担当 
代表取締役社長就任(現在) 

44

常務取締役 

繊維機械事業 
統轄責任者 
繊維機械 
販売部長 

竹 鼻 達 夫 昭和25年２月２日生

昭和47年４月 

平成11年９月 
  13年７月 

  13年11月 
  16年２月 

  17年２月 
  

  17年12月 
  18年８月 

当社入社 

技術部専任部長 
執行役員 

技術部長 
取締役就任 

常務取締役就任（現在） 
技術部・品質保証部担当 

技術部長 
繊維機械事業統轄責任者（現在） 

繊維機械販売部長（現在） 

16

常務取締役 工機事業 
統轄責任者 村  弘 行 昭和21年10月19日生

昭和44年４月 

平成12年９月 

  

  13年７月 

  15年６月 

  16年２月 

  17年12月 

  18年２月 

  18年８月 

当社入社 

工機部専任部長 

新事業企画室長 

執行役員 

工機部長 

取締役就任 

工機販売部長 

常務取締役就任（現在） 

工機事業統轄責任者（現在） 

17

取締役 総務部長 富 井 裕 次 昭和22年11月11日生 

昭和45年４月 

平成14年10月 

  15年９月 

  16年２月 

  16年７月 

  16年10月 

  17年２月 

  17年12月 

  18年８月 

当社入社 

製造部専任部長 

販売部専任部長 

執行役員 

販売部長 

中国室長 

取締役就任（現在） 

繊維販売部長 

総務部長（現在） 

5 

取締役 

製造部長 

共和電機工業㈱

担当 

木 沢 竹 夫 昭和24年１月15日生 

昭和46年４月 

平成13年11月 

  15年６月 

  15年７月 

  16年７月 

  17年２月 

  17年12月 

  18年２月 

  18年４月 

  18年８月 

当社入社 

製造部専任部長 

製造部長 

執行役員 

人事・企画室長 

人事室長 

製造部長（現在） 

取締役就任（現在） 

総務部長 

共和電機工業㈱担当（現在） 

2 

取締役 
技術部長 

資材部長 
藤 田 至 孝 昭和23年７月13日生 

昭和46年４月 

平成15年９月 

  17年１月 

  17年２月 

  18年２月 

   

  18年８月 

当社入社 

技術部専任部長 

品質保証部長 

執行役員 

取締役就任（現在） 

資材部長（現在） 

技術部長（現在） 

11



  

(注)１．監査役 越馬進治、梶冨次郎及び八木孝男は、会社法第２条第16号に定める社外監査役である。 

２．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第２項に定める補欠監査役１名を選任し

ている。補欠監査役の略歴は以下のとおりである。 

  なお、補欠監査役は、会社法第２条第16号に定める社外監査役の要件を充足している。 

  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
(千株) 

常勤監査役   越 馬 進 治 昭和28年１月４日生

昭和51年４月 

  
平成11年４月 

  
14年４月 

  
16年２月 

明治生命保険相互会社（現明治安

田生命保険相互会社）入社 
株式会社整理回収機構へ出向 

同社第６事業部 副部長 
明治生命保険相互会社 東京第一

法人部 財務担当部長 
当社常勤監査役就任(現在) 

12

監査役   梶   冨次郎 昭和15年１月５日生

昭和37年４月 

  39年８月 
  42年９月 

  58年10月 
  

  
平成３年８月 

  
  ６年２月 

蝶理㈱入社 

カジナイロン㈱取締役就任 
蝶理㈱退社 

カジナイロン㈱、カジレーネ㈱、 
カジニット㈱、カジソウイング㈱ 

代表取締役社長就任(現在) 
㈱梶製作所代表取締役社長就任 

(現在) 
当社監査役就任(現在) 

5

監査役   八 木 孝 男 昭和16年1月７日生

昭和38年４月 

  41年８月 

  41年８月 

  42年１月 

  45年10月 

平成17年４月 

  

  19年２月 

日本ビクター㈱入社 

同社退社 

八木縫製所入所 

八木産業㈱専務取締役就任 

同社代表取締役社長就任 

㈱ヤギコーポレーション代表取締

役会長就任(現在) 

当社監査役就任(現在) 

－

計 112 

氏名 生年月日 略歴
所有株式数 
(千株) 

亀田 亮彌 昭和14年７月29日生 

昭和35年５月 

  44年５月 
  

  62年２月 
平成８年５月 

  16年６月 
  18年２月 

亀田鉄工所入所 

亀田工業㈱設立 
同社取締役就任 

同社代表取締役就任（現在） 
㈱えふえむ・エヌ・ワン代表取締役社長就任(現在) 

学校法人金沢工業大学評議員（現在） 
当社補欠監査役（現在） 
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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 

 当社の活動分野は、専門性が高く環境の変化の激しい業界であります。社長・取締役・監査役を中心とする相互監視を重視し、

さまざまな見地から、業界の特性に対応した適切なリスク管理と将来予想を行うことが、経営の意思決定過程の透明性を高め、適

法性を確保するとともに、説明可能な方針の立案と施策の具体化を進める上で重要であると考えております。また、平成18年6月

「ツダコマ倫理規範」を、同7月「内部統制基本方針」を策定いたしました。 

 こうした基本姿勢に立ち、安定的な利益確保と社会還元を実現することにより、自社ブランドを高め、投資家・顧客・従業員

をはじめ、広く社会の信頼を得てまいりたいと考えております。 

  

（2）会社の機関の内容および内部統制システムの整備の状況並びに監査役監査の組織 

① 会社の機関の内容 

a．当社は、取締役会・監査役・監査役会を設置しております。また任意の執行役員制度を採用し、機動的な経営をめざしており

ます。提出日現在、取締役は6名（社外取締役なし）、監査役は3名（全員社外監査役）であります。 

b．業務執行にあたっては次の会議を毎月開催しております。 

経営会議：社長、業務執行取締役が出席し、経営および業務施行に関する重要な方針を決定する。 

執行役員会議：社長、取締役、執行役員、常勤監査役が出席し、業務執行に関する施策の決定進捗状況の報告、部門間調

整、リスク発生状況の報告を行う。 

部長会議：社長、取締役、執行役員、各部門の部長、子会社の代表者、常勤監査役が出席し、業務状況の報告、経営会議・

執行役員会議の決定事項の周知を行う。 

c．顧問弁護士事務所から必要な助言、指導を受けながら、法的リスクへの対応を行っております。 

  

② 内部統制システムの整備の状況 

 平成18年7月、下記のとおり「内部統制基本方針」を策定し、内部統制にかかる体制の整備およびリスクの管理強化を図って

おります。 

a．取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

・「ツダコマ倫理規範」を定め、法令順守と透明性の高い職務執行を企業活動の基本とする。 

・「取締役会規則」において、重要な意思決定並びに業務執行について取締役会に付議すべき事項を具体的に定め、取締役会

において決定する。 

・当社は、経営会議、執行役員会議、部長会議を毎月開催し、取締役及び執行役員による重要な意思決定と業務執行の経過に

対して多面的な検討を行なうとともに、相互監視を行なう。 

b．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

・取締役及び執行役員の職務の執行並びに意思決定に係る文書並びに情報は、文書管理規程のほか社内規定を整備し、保存及

び管理する。取締役及び監査役は、必要に応じてこれらの情報を閲覧できる。 

c．損失の危険の管理に関する規定その他の体制 

・リスク管理に関する基本規定を整備し、事業の継続に関わる重大なリスク並びに個別の業務におけるリスクの管理と対応を

迅速に行なう。 

・全社的なリスクの監視及び全社的対応は総務部が行なう。 

・各事業・業務部門の担当業務におけるリスクは、当該部門長が責任者となり規程の整備及び徹底、必要な教育を行なう。 

・取締役、執行役員並びに各部門長は、各々の職務における重大なリスクの把握に努め、発見したときはすみやかに代表取締

役に報告する。 

d．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

・当社は執行役員制度を採用し、代表取締役の業務執行を分担、補佐する。 



・経営計画および年度計画を実行するため、経営会議、執行役員会議、部長会議を毎月開催し、職務分掌規定に基づき意思決

定、業務執行を分担する。 

e．使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

・当社は、「ツダコマ倫理規範」を定め、法令順守の方針を明記し、当社グループの従業員が法令および社会規範に反するこ

とのないよう意識の徹底を図る。 

・総務部長がコンプライアンス責任者となり、啓蒙活動、教育を実施する。 

f．当該株式会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

・子会社の代表者は各子会社の業務の執行状況について、毎月、当社の代表取締役に報告する。 

g．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における、当該使用人に関する事項 

・監査役室を設置し、監査役の職務を補助すべき使用人を監査役室に置く。 

h．監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項 

・監査役の職務を補助する使用人の異動に関する事項は、監査役会と総務部長が事前に協議する。 

i．取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制 

・取締役、執行役員及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見した場合には速やかに監査役会に報告し

なければならない。 

・取締役、執行役員及び使用人は、監査役の求めに応じて会社の業務執行状況を報告する。 

j．その他監査役の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制 

・監査役は、取締役会、執行役員会議、部長会議のほか、必要に応じて重要な会議に出席することができる。また、代表取締

役と監査役は情報交換、意見交換を行なう。 

 

③ 監査役監査の組織 

 監査役は提出日現在3名で、全員社外監査役であります。監査役室を設置し、常勤監査役1名、専任スタッフ1名を置いておりま

す。監査役は、会計監査人と連携し、積極的に会計監査に関する内容、状況などの情報収集を行うとともに、相互の情報交換を図

っております。 

  

当社の経営組織の概要及び監査役監査の組織並びに会計監査の相互連携は次のとおりであります。 

  



 

  

（3） リスク管理体制の整備の状況 

 内部統制基本方針の規定に基づき、安全に対するリスク管理の一元化と質的向上のために、危機管理・災害対策に関する社内

規定を策定し、必要に応じて対策室を設置しております。 

  

（4） 役員報酬の内容 

取締役    123百万円 

監査役     32百万円(うち社外監査役 15百万円) 

（注）1.上記役員報酬の内容は当事業年度に支給した金額であります。 

   2.当社には社外取締役はおりません。 

   3.当事業年度においては、社外監査役は越馬進治及び梶富次郎の２名であります。 

   4.上記のほか、平成18年2月24日開催の定時株主総会決議に基づき、退任取締役１名に役員退職慰労金10百万円を支給して

おります。 

  



（5） 監査報酬の内容 

公認会計士法（昭和23年法律第103号）第２条第１項に規定する業務に基づく報酬の金額   18百万円 

上記以外の報酬の金額                                 － 

  

（6） 社外監査役との関係 

 社外監査役 梶 冨次郎は、㈱梶製作所およびカジレーネ㈱の取締役社長であります。当社は㈱梶製作所に当社繊維機械製品の

加工を委託し、カジレーネ㈱に当社繊維機械製品の販売を行っておりますが、いずれの取引も定型的な取引であり、社外監査役

個人が直接利害関係を有するものではありません。 

 社外監査役 越馬進治と当社との資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。 

 社外監査役 八木孝男は、㈱ヤギコーポレーションの取締役会長であります。当社は㈱ヤギコーポレーションから同社製品の

購入を行なっておりますが、定型的な取引であり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。 

  

（7） 会計監査の状況 

 会計監査は会計監査法人であります明澄監査法人の監査を受け、適正な会計処理に努めております。 

 当期における当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、塚崎俊博氏、深井克志氏の２名および補助者７名（公認会計士４

名、会計士補１名、その他２名）であります。 

 公認会計士 塚崎俊博氏及び深井克志氏の継続監査年数については、両氏とも７年以内であるため、記載を省略しておりま

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いる。 

  なお、前連結会計年度(平成16年12月１日から平成17年11月30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を適用している。 

  また、前連結会計年度(平成16年12月１日から平成17年11月30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12月１日から平成18年11月30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いる。 

  なお、前事業年度(平成16年12月１日から平成17年11月30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を適用している。 

  また、前事業年度(平成16年12月１日から平成17年11月30日まで)は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事業

年度(平成17年12月１日から平成18年11月30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。 

  

(3) 当社の連結財務諸表及び財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額は、従来、千円単位で記載していたが、

当連結会計年度及び当事業年度より百万円単位で記載することに変更している。 

  なお、比較を容易にするため、前連結会計年度及び前事業年度についても百万円単位で表示している。 

  

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12月１日から平成17年11月30日まで)及

び前事業年度(平成16年12月１日から平成17年11月30日まで)並びに当連結会計年度(平成17年12月１日から平成18年11

月30日まで)及び当事業年度(平成17年12月１日から平成18年11月30日まで)の連結財務諸表及び財務諸表について、明

澄監査法人により監査を受けている。 



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11月30日) 

当連結会計年度 
(平成18年11月30日) 

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     9,326     7,107   

２ 受取手形及び売掛金     16,537     21,821   

３ 有価証券     1,297     776   

４ 棚卸資産     4,036     3,936   

５ 繰延税金資産     14     16   

６ その他     97     300   

貸倒引当金     △22     △21   

流動資産合計     31,288 67.0   33,937 70.0 

Ⅱ 固定資産               

１ 有形固定資産               

(1) 建物及び構築物 ※３ 15,506     15,545     

減価償却累計額   11,437 4,068   11,705 3,840   

(2) 機械装置及び運搬具 ※３ 16,620     16,980     

減価償却累計額   13,869 2,750   14,198 2,781   

(3) 土地 ※３   4,154     3,891   

(4) その他   6,108     6,136     

減価償却累計額   5,358 750   5,413 723   

有形固定資産合計     11,723 25.1   11,236 23.2 

２ 無形固定資産     63 0.1   61 0.1 

３ 投資その他の資産               

(1) 投資有価証券 ※１   3,163     3,066   

(2) 繰延税金資産     9     9   

(3) その他     971     545   

貸倒引当金     △489     △339   

投資その他の資産合計     3,654 7.8   3,281 6.7 

固定資産合計     15,442 33.0   14,579 30.0 

資産合計     46,731 100.0   48,516 100.0 



  

  

  
前連結会計年度
(平成17年11月30日) 

当連結会計年度 
(平成18年11月30日) 

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 ※６   10,190     7,839   

２ 短期借入金 ※３   3,465     4,550   

３ 未払法人税等     90     71   

４ 未払金 ※６   －     3,874   

５ その他 ※６   2,758     1,601   

流動負債合計     16,504 35.3   17,935 37.0 

Ⅱ 固定負債               

１ 長期借入金 ※３   30     420   

２ 繰延税金負債     523     398   

３ 退職給付引当金     4,678     4,622   

４ 役員退職慰労引当金     －     222   

固定負債合計     5,231 11.2   5,663 11.6 

                

負債合計     21,736 46.5   23,598 48.6 

                

(少数株主持分)               

少数株主持分     1,250 2.7   ― ― 

                

(資本の部)               

Ⅰ 資本金 ※４   12,316 26.3   ― ― 

Ⅱ 資本剰余金     10,354 22.2   ― ― 

Ⅲ 利益剰余金     1,531 3.3   ― ― 

Ⅳ その他有価証券評価差額金     758 1.6   ― ― 

Ⅴ 自己株式 ※５   △1,217 △2.6   ― ― 

資本合計     23,744 50.8   ― ― 

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

 46,731 100.0 ― ―



  

  

  
前連結会計年度
(平成17年11月30日) 

当連結会計年度 
(平成18年11月30日) 

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   ― ―   12,316 25.4 

２ 資本剰余金   ― ―   10,354 21.3 

３ 利益剰余金   ― ―   1,626 3.4 

４ 自己株式   ― ―   △1,220 △2.5 

株主資本合計   ― ―   23,077 47.6 

Ⅱ 評価・換算差額等             

１ その他有価証券評価 
  差額金 

  ― ―   569 1.2 

２ 繰延ヘッジ損益   ― ―   △6 △0.0 

評価・換算差額等合計   ― ―   562 1.2 

Ⅲ 少数株主持分   ― ―   1,278 2.6 

純資産合計   ― ―   24,918 51.4 

負債純資産合計   ― ―   48,516 100.0 



② 【連結損益計算書】 

  

  

  
前連結会計年度

(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30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     39,490 100.0   46,751 100.0 

Ⅱ 売上原価     36,475 92.4   41,199 88.1 

売上総利益     3,014 7.6   5,552 11.9 

Ⅲ 販売費及び一般管理費               

１ 販売手数料   294     336     

２ 荷造運送費   869     1,056     

３ 広告宣伝費   167     153     

４ 貸倒引当金繰入額   8     0     

５ 役員報酬   222     209     

６ 給料手当   934     953     

７ 賞与   258     280     

８ 役員退職慰労 

  引当金繰入額 
  ―     6     

９ 退職給付費用   196     172     

10 福利厚生費   203     211     

11 交際費   28     29     

12 旅費交通費   512     527     

13 租税課金   122     120     

14 減価償却費   97     98     

15 賃借料   61     52     

16 雑費   534 4,511 11.4 601 4,809 10.3 

営業利益又は営業損失（△）     △1,496 △3.8   743 1.6 

Ⅳ 営業外収益               

１ 受取利息   10     10     

２ 受取配当金   23     23     

３ 有価証券売却益   4     ―     

４ 受取保険金   ―     25     

５ 雑収入   46 85 0.2 50 110 0.2 

Ⅴ 営業外費用               

１ 支払利息   37     52     

２ 有価証券売却損   ―     0     

３ 雑支出   14 51 0.1 12 65 0.1 

経常利益又は経常損失（△）     △1,462 △3.7   787 1.7 



  

  

  
前連結会計年度

(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

Ⅵ 特別利益               

１ 貸倒引当金戻入額   0     0     

２ 固定資産売却益 ※１ 35     0     

３ 投資有価証券売却益   365 401 1.0 ― 0 0.0 

Ⅶ 特別損失               

１ 固定資産処分損 ※２ 133     29     

２ 減損損失 ※４ ―     269     

３ 関連会社株式評価損   4     ―     

４ 貸倒引当金繰入額   0     ―     

５ 役員退職慰労金   9     10     

６ 役員退職慰労 

  引当金繰入額 
  ―     218     

７ 役員弔慰金   25 172 0.4 ― 528 1.1 

税金等調整前当期純利益又は 

税金等調整前当期純損失（△) 
    △1,234 △3.1   260 0.6 

法人税、住民税 

及び事業税 
  35     43     

法人税等調整額   352 387 1.0 △2 41 0.1 

少数株主利益又は 

少数株主損失（△） 
    △45 △0.1   27 0.1 

当期純利益又は 

当期純損失（△） 
    △1,576 △4.0   190 0.4 

       



③ 【連結剰余金計算書】 
  

  

    
前連結会計年度

(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30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     10,354 

Ⅱ 資本剰余金期末残高     10,354 

(利益剰余金の部)       

Ⅰ 利益剰余金期首残高     3,304 

Ⅱ 利益剰余金減少高       

１ 配当金   196   

２ 当期純損失   1,576 1,772 

Ⅲ 利益剰余金期末残高     1,531 



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12月１日 至 平成18年11月30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 

平成17年11月30日残高(百万円) 12,316 10,354 1,531 △1,217 22,985 

連結会計年度中の変動額           

 剰余金の配当     △95   △95 

 当期純利益     190   190 

 自己株式の取得       △2 △2 

 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 
(百万円)     94 △2 92 

平成18年11月30日残高(百万円) 12,316 10,354 1,626 △1,220 23,077 

  
評価・換算差額等 

少数株主
持分 純資産合計 

その他有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ

損益 
評価・換算

差額等合計 

平成17年11月30日残高(百万円) 758 － 758 1,250 24,994 

連結会計年度中の変動額           

 剰余金の配当         △95 

 当期純利益         190 

 自己株式の取得         △2 

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額) 

△189 △6 △196 28 △168

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円) △189 △6 △196 28 △76 

平成18年11月30日残高(百万円) 569 △6 562 1,278 24,918 



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12月１日 
至 平成17年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30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       

税金等調整前当期純利益又は 

税金等調整前当期純損失（△） 
  △1,234 260 

減価償却費   1,092 1,080 

減損損失   ― 269 

受取利息及び受取配当金   △33 △34 

支払利息   37 52 

売上債権の増減額（増加:△）   △3,482 △5,038 

棚卸資産の増減額（増加:△）   1,460 100 

仕入債務の増減額（減少:△）   2,967 787 

貸倒引当金の増減額（減少：△）   △136 △150 

退職給付引当金の増減額（減少：△）   140 △56 

投資有価証券売却損益   △365 ― 

役員退職慰労引当金の増減額（減少：△）   ― 222 

その他   736 △326 

小計   1,182 △2,832 

利息及び配当金の受取額   33 33 

利息の支払額   △36 △58 

法人税等の支払額   △27 △36 

営業活動によるキャッシュ・フロー   1,150 △2,894 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー       

定期預金の増減額（増加：△）   △100 ― 

有価証券の売却による収入   21 1 

有形固定資産の取得による支出   △1,525 △1,118 

有形固定資産の売却による収入   93 10 

投資有価証券の取得による支出   △445 △342 

投資有価証券の売却による収入   773 28 

その他   15 102 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △1,166 △1,318 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー       

短期借入金の増減額（減少:△）   ― 1,000 

長期借入れによる収入   ― 600 

長期借入金の返済による支出   △90 △125 

自己株式の取得による支出   △412 △2 

配当金の支払   △194 △95 

少数株主への配当金の支払額   △2 △2 

財務活動によるキャッシュ・フロー   △699 1,375 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額（差損：△）   0 0 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（減少:△）   △715 △2,837 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   10,545 9,830 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高   9,830 6,993 

        



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

  

前連結会計年度
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

当連結会計年度
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

１ 連結の範囲に関する事項 

   連結子会社の数   ３社 

    共和電機工業㈱ 

    ツダコマ運輸㈱ 

    ツダコマ・ゼネラル・サービス㈱ 

   非連結子会社の名称等 

    津田駒機械設備(上海)有限公司 

   連結の範囲から除外した理由 

    非連結子会社は小規模会社であり、総資産、売

上高、当期純損益及び利益剰余金等はいずれも

連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないた

め、連結の範囲から除外している。 

１ 連結の範囲に関する事項 

   連結子会社の数   ３社 

    共和電機工業㈱ 

    ツダコマ運輸㈱ 

    ツダコマ・ゼネラル・サービス㈱ 

   非連結子会社の名称等 

    津田駒機械設備(上海)有限公司 

    ツダコマテクノサポート㈱ 

   連結の範囲から除外した理由 

    非連結子会社は小規模会社であり、総資産、売

上高、当期純損益及び利益剰余金等はいずれも

連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないた

め、連結の範囲から除外している。 

２ 持分法の適用に関する事項 

   持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の

名称等 

    津田駒機械設備(上海)有限公司 

    他１社 

   持分法を適用しない理由 

    非連結子会社及び関連会社は、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

全体としても重要性がないため、持分法を適用

していない。 

２ 持分法の適用に関する事項 

   持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の

名称等 

    津田駒機械設備(上海)有限公司 

    ツダコマテクノサポート㈱ 

    他１社 

   持分法を適用しない理由 

    非連結子会社及び関連会社は、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

全体としても重要性がないため、持分法を適用

していない。 

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

   連結子会社の事業年度末日と連結決算日は一致し

ている。 

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

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 

  イ 有価証券 

    満期保有目的の債券 

     償却原価法（定額法） 

    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、売却原価は主として移動平均法により

算定している。) 

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 

  イ 有価証券 

    満期保有目的の債券 

     償却原価法（定額法） 

    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、売却原価は主として移動平均法により

算定している。) 

     時価のないもの 

      主として移動平均法による原価法 

     時価のないもの 

同左 

  ロ 棚卸資産 

     製品、仕掛品…主として個別法による原価法 

     半製品、原材料、貯蔵品…主として移動平均

法による原価法 

  ロ 棚卸資産 

同左 



  

  

前連結会計年度
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

当連結会計年度
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

  ハ デリバティブ 

     時価法 

  ハ デリバティブ 

同左 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

    有形固定資産………定率法 

     ただし平成10年４月以降取得した建物(建物

附属設備は除く)については、定額法によっ

ている。 

     なお、主な耐用年数は以下のとおりである。 

建物及び構築物 ３～50年

機械装置及び運搬具 ４～12年

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

同左 

    無形固定資産………定額法 

     なお、自社利用のソフトウェアについては、

社内における利用可能期間(５年)に基づく定

額法によっている。 

  

  

 (3) 重要な引当金の計上基準 

  イ 貸倒引当金 

    債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回収可能性を検

討し、回収不能見込額を計上している。 

 (3) 重要な引当金の計上基準 

  イ 貸倒引当金 

同左 

  ロ 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いる。 

    会計基準変更時差異については、主として15年

による均等額を費用処理している。 

    数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時

の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

(10年)による定額法によりそれぞれ発生の翌連

結会計年度から費用処理している。 

  ロ 退職給付引当金 

同左 



  

  

前連結会計年度
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

当連結会計年度
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

    －   ハ 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いる。 

    なお、当社は役員退職慰労金に関する内規を平

成18年２月24日をもって廃止したので、引当金

計上額のうち当社に係る分は、制度廃止日に在

任している役員に対する廃止日における要支給

額である。 

    (会計処理の変更) 

    従来、役員退職慰労金は支出時の費用として処

理していたが、役員退職慰労金の引当金計上が

会計慣行として定着しつつあることを踏まえ、

在任期間中の職務遂行の対価相当額を早期に充

足することにより財務内容の健全化を図るた

め、当連結会計年度より、内規に基づく期末要

支給額を役員退職慰労引当金に計上する方法に

変更した。 

    なお、当社は、役員退職慰労金に関する内規を

平成18年２月24日をもって廃止したので、当社

に係る引当金計上額は、制度廃止日に在任して

いる役員に対する廃止日における要支給額であ

る。 

    この変更に伴い、当連結会計年度発生額6百万

円を販売費及び一般管理費に、過年度発生額

218百万円を特別損失にそれぞれ計上した。こ

の結果、従来の方法によった場合と比べ、営業

利益及び経常利益は6百万円、税金等調整前当

期純利益は225百万円それぞれ少なく計上され

ている。 

    セグメント情報に与える影響は(セグメント情

報)に記載している。 

 (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

会計処理によっている。 

 (4) 重要なリース取引の処理方法 

同左 



  

  

前連結会計年度
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

当連結会計年度
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

 (5) 重要なヘッジ会計の方法 

  イ ヘッジ会計の方法 

    繰延ヘッジ処理によっており、為替予約が付さ

れている外貨建金銭債権債務等については、振

当処理を行っている。 

 (5) 重要なヘッジ会計の方法 

  イ ヘッジ会計の方法 

同左 

  ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 

    ヘッジ手段：為替予約 

    ヘッジ対象：外貨建金銭債権債務、外貨建予定

取引 

  ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 

    ヘッジ手段：同左 

    ヘッジ対象：同左 

  ハ ヘッジ方針 

    外貨建取引における為替変動リスクを回避する

目的で、輸出入に伴う実需の範囲内で為替予約

取引を行っており、投機目的やトレーディング

目的での取引は一切行わない方針である。 

  ハ ヘッジ方針 

同左 

  ニ ヘッジ有効性評価の方法 

    ヘッジ手段とヘッジ対象について、相場変動額

をヘッジ期間全体にわたり比較し、有効性を評

価している。 

  ニ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

 (6) 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 

    税抜方式によっている。 

 (6) 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 

同左 

    



  

  

  

前連結会計年度
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

当連結会計年度
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

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いる。 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

同左 

６ 連結調整勘定の償却に関する事項 

   該当事項はない。 

６ 連結調整勘定の償却に関する事項 

同左 

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

成している。 

－ 

８ 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ヵ月以内に満期日又は償還期限の到来す

る短期投資である。 

８ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

同左 



会計方針の変更 

  

前連結会計年度
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

当連結会計年度
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30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

計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指

針第６号)を適用している。 

これにより税金等調整前当期純利益は269百万円減少

している。 

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いる。 

－ (連結貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準) 

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」(企業会計基準委員会 平成17年

12月９日 企業会計基準第５号)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

会計基準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準適用

指針第８号)を適用している。 

なお、従来の資本の部の合計に相当する金額は23,646

百万円である。 

連結財務諸表規則の改正による連結貸借対照表に関す

る変更は以下の通りである。 

１ 前連結会計年度における「資本の部」は、当連結

会計年度から「純資産の部」となり、「純資産の部」は

「株主資本」、「評価・換算差額等」及び「少数株主持

分」に分類して表示している。 

２ 前連結会計年度において独立掲記していた「資本

金」、「資本剰余金」及び「利益剰余金」は、当連結会

計年度においては「株主資本」の内訳科目として表示し

ている。 

３ 前連結会計年度において「利益剰余金」の次に独

立掲記していた「その他有価証券評価差額金」は、当連

結会計年度から「評価・換算差額等」の内訳科目として

表示している。 

４ 前連結会計年度において「負債の部」と「資本の

部」の中間に独立掲記していた「少数株主持分」は、当

連結会計年度から「純資産の部」に「少数株主持分」と

して表示している。 

５ 前連結会計年度において流動資産の「その他」に

含めて表示していた「繰延ヘッジ損失」は、当連結会計

年度から税効果調整後の金額を「評価・換算差額等」の

内訳科目として表示している。 



（表示方法の変更） 

  

  

 (追加情報) 

  

  

前連結会計年度
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

当連結会計年度
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

－ （連結貸借対照表） 

前連結会計年度において流動負債の「その他」に含め

ていた「未払金」は、負債及び純資産の総額の100分の5

を超えたため、当連結会計年度から区分掲記することに

変更した。 

なお、前連結会計年度の流動負債の「その他」に含め

ていた「未払金」は670百万円である。 

（連結損益計算書） 

前連結会計年度において区分掲記することに変更した

営業外収益の「受取保険金」は、営業外収益の総額の

100分の10以下となったため、「雑収入」に含めて表示

することに変更した。 

なお、当連結会計年度の「雑収入」に含めた「受取保

険金」は0百万円である。 

（連結損益計算書） 

前連結会計年度において営業外収益の「雑収入」に含

めていた「受取保険金」は、営業外収益の総額100分の

10を超えたため、当連結会計年度において区分掲記する

ことに変更した。 

なお、前連結会計年度の営業外収益の「雑収入」に含

めていた「受取保険金」は0百万円である。 

前連結会計年度
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

当連結会計年度
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30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日以後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

計上している。 

この結果、販売費及び一般管理費が64百万円増加し、

営業損失、経常損失及び税金等調整前当期純損失が、64

百万円増加している。なお、セグメント情報に与える影

響は(セグメント情報)に記載している。 

－ 



注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

  

  

前連結会計年度
(平成17年11月30日) 

当連結会計年度
(平成18年11月30日) 

※１ 非連結子会社及び関連会社に係る注記 

   非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと

おりである。 

投資有価証券(株式) 23百万円

※１ 非連結子会社及び関連会社に係る注記 

   非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと

おりである。 

投資有価証券(株式) 33百万円

 ２ 保証債務 

   該当事項はない。 

 ２ 保証債務 

同左 

※３ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産は次のとおりである。 

建物及び構築物 3,397百万円

機械装置及び運搬具 816 

土地 2,049 

計 6,262 

※３ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産は次のとおりである。 

建物及び構築物 3,215百万円

機械装置及び運搬具 738 

土地 2,049 

計 6,003 

   担保付債務は次のとおりである。 

短期借入金 65百万円

長期借入金 30 

計 95 

   担保付債務は次のとおりである。 

短期借入金 150百万円

長期借入金 420 

計 570 

※４ 当社の発行済株式総数は普通株式68,075,552株で

ある。 

  

※５  当社が保有する自己株式の数は、普通株式

4,084,355株である。 

  

  ※６ 支払方法の変更 

   当社は平成18年9月に「一括信託システム」を導

入し、従来の手形決済による支払方法を一部変更

している。この変更に伴い流動負債の部の「支払

手形及び買掛金」が3,131百万円、「その他」が

159百万円それぞれ減少し、「未払金」が3,290百

万円増加している。 



(連結損益計算書関係) 

  

  

前連結会計年度
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

当連結会計年度
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

※１ 固定資産売却益の内訳は建物及び構築物1百万

円、機械装置及び運搬具2百万円、土地31百万

円、その他0百万円である。 

※１ 固定資産売却益の内訳は機械装置及び運搬具0百

万円である。 

※２ 固定資産処分損の内訳は、建物及び構築物7百万

円、機械装置及び運搬具21百万円、土地91百万

円、その他12百万円である。 

※２ 固定資産処分損の内訳は、建物及び構築物6百万

円、機械装置及び運搬具8百万円、その他14百万

円である。 

 ３ 一般管理費及び当期総製造費用に含まれる研究開

発費は1,362百万円である。 

 ３ 一般管理費及び当期総製造費用に含まれる研究開

発費は1,318百万円である。 

  ※４ 減損損失 

当連結会計年度において、当社グループは以下

の資産グループについて減損損失を計上した。 

当社の資産グループは、管理会計上の区分ごと

にグルーピングを行なっている。 

上記の資産は、近年の地価下落傾向の中、帳簿

価格に対し時価が著しく下落しているため帳簿

価格を回収可能価額まで減額し、当該減少額を

減損損失269百万円として特別損失に計上した。 

なお、回収可能価額は正味売却価額により測定

しており、主として固定資産税評価額を適用

し、評価している。 

場所 用途 種類 
減損損失 

(百万円) 

石川県 

金沢市 
賃貸 土地 

254 

石川県 

鹿島郡 

中能登町 

賃貸 
建物 

土地 

7 

8 



(連結株主資本等変動計算書関係) 

当連結会計年度(自 平成17年12月１日 至 平成18年11月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

  
  

２ 自己株式に関する事項 

  
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加9,199株 
  

３ 新株予約権に関する事項 

 該当事項はない。 
  

４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

  

 (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 

  

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) 68,075,552 ― ― 68,075,552 

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) 4,084,355 9,199 ― 4,093,554 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年２月24日 
定時株主総会 

普通株式 95 1.50 平成17年11月30日 平成18年２月24日 

決議 株式の種類 配当の原資 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり
配当額(円) 

基準日 効力発生日 

平成19年２月23日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 95 1.50 平成18年11月30日 平成19年２月26日



(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12月１日 
至 平成17年11月30日) 

当連結会計年度
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30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 

現金及び預金勘定 9,326百万円

有価証券勘定 1,297 

預入期間が３ヵ月を超える 
定期預金 

△791 

株式及び償還期間が 
３ヵ月を超える債券等 

△2 

現金及び現金同等物 9,830 

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 

現金及び預金勘定 7,107百万円

有価証券勘定 776 

預入期間が３ヵ月を超える
定期預金 

△791 

株式及び償還期間が
３ヵ月を超える債券等 

△100 

現金及び現金同等物 6,993 



(リース取引関係) 

  

  

前連結会計年度
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

当連結会計年度
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30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・リース取引に係る注記 

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・リース取引に係る注記 

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 

  
有形固定資産 
その他 

取得価額相当額 24百万円 

減価償却 
累計額相当額 

0百万円 

期末残高相当額 24百万円 

 
有形固定資産

その他 

取得価額相当額 24百万円

減価償却

累計額相当額 
5百万円

期末残高相当額 19百万円

  なお、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いる。 

  なお、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いる。 

２ 未経過リース料期末残高相当額 

1年以内 4百万円 

1年超 19百万円 

計 24百万円 

２ 未経過リース料期末残高相当額 

1年以内 4百万円 

1年超 14百万円 

計 19百万円 

  なお、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

いる。 

  なお、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

いる。 

３ 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 0百万円

減価償却費相当額 0百万円

３ 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 4百万円

減価償却費相当額 4百万円

４ 減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっている。 

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

額法によっている。 



(有価証券関係) 

前連結会計年度 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの(平成17年11月30日) 

  

  

２ その他有価証券で時価のあるもの(平成17年11月30日) 

  

  

３ 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12月１日 至平成17年11月30日) 

  

  

区分 
連結貸借対照表計上額

(百万円) 
時価
(百万円) 

差額 
(百万円) 

時価が連結貸借対照表計上額を 
超えるもの 

 

 ① 国債・地方債等 ― ― ― 

 ② 社債 ― ― ― 

 ③ その他 ― ― ― 

小計 ― ― ― 

時価が連結貸借対照表計上額を 
超えないもの 

 

 ① 国債・地方債等 100 99 △0 

 ② 社債 ― ― ― 

 ③ その他 ― ― ― 

小計 100 99 △0 

合計 100 99 △0 

区分 
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 1,483 2,791 1,307 

 ② 債券 2 2 0 

   社債 2 2 0 

小計 1,485 2,793 1,307 

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 230 229 △0 

   国債・地方債等 200 199 △0 

   社債 30 29 △0 

小計 230 229 △0 

合計 1,715 3,022 1,306 

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) 

789 376 6 



４ 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11月30日) 

  

  

５ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

(平成17年11月30日) 

  

  

区分 連結貸借対照表計上額(百万円) 

その他有価証券   

 非上場株式 19 

 M・M・F 1,295 

合計 1,314 

  １年以内(百万円) 
１年超５年以内 

(百万円) 

５年超10年以内 

(百万円) 
10年超(百万円) 

債券 2 329 ― ― 

  国債・地方債等 ― 299 ― ― 

  社債 2 29 ― ― 

合計 2 329 ― ― 



当連結会計年度 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの(平成18年11月30日) 

  

  

２ その他有価証券で時価のあるもの(平成18年11月30日) 

  

  

３ 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12月１日 至平成18年11月30日) 

  

  

区分 
連結貸借対照表計上額

(百万円) 
時価
(百万円) 

差額 
(百万円) 

時価が連結貸借対照表計上額を 
超えるもの 

 

 ① 国債・地方債等 ― ― ― 

 ② 社債 ― ― ― 

 ③ その他 ― ― ― 

小計 ― ― ― 

時価が連結貸借対照表計上額を 
超えないもの 

 

 ① 国債・地方債等 100 99 △0 

 ② 社債 ― ― ― 

 ③ その他 ― ― ― 

小計 100 99 △0 

合計 100 99 △0 

区分 
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 1,788 2,784 996 

 ② 債券 ― ― ― 

   社債 ― ― ― 

小計 1,788 2,784 996 

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 230 227 △2 

   国債・地方債等 200 198 △1 

   社債 30 29 △0 

小計 230 227 △2 

合計 2,018 3,012 994 

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) 

27 1 1 



４ 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11月30日) 

  

  

５ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

(平成18年11月30日) 

  

  

区分 連結貸借対照表計上額(百万円) 

その他有価証券   

 非上場株式 19 

 M・M・F 676 

合計 695 

  １年以内(百万円) 
１年超５年以内 

(百万円) 

５年超10年以内 

(百万円) 
10年超(百万円) 

債券 100 227 ― ― 

  国債・地方債等 100 198 ― ― 

  社債 ― 29 ― ― 

合計 100 227 ― ― 



(デリバティブ取引関係) 

１ 取引の状況に関する事項 

  

  

２ 取引の時価等に関する事項 

  

  

前連結会計年度
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

当連結会計年度
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

(1) 取引の内容 

  当社連結グループにおいては、当社が外貨建売上債

権及び外貨建仕入債務の為替リスクヘッジのため通

貨関連のデリバティブ取引を利用しており、連結子

会社においては、デリバティブ取引は行っていな

い。 

(1) 取引の内容 

  当社連結グループにおいては、当社が外貨建売上債

権及び外貨建仕入債務の為替リスクヘッジのため通

貨関連のデリバティブ取引を利用しており、連結子

会社においては、デリバティブ取引は行っていな

い。 

(2) 取引に対する取組方針 

  当社は投機目的やトレーディング目的での取引は一

切行わない方針である。 

(2) 取引に対する取組方針 

  当社は投機目的やトレーディング目的での取引は一

切行わない方針である。 

(3) 取引の目的 

  当社が利用している通貨関連デリバティブ取引の内

容は将来の一定時点において異なる通貨を交換する

為替予約取引である。当社では輸出入取引による外

貨建売上債権及び外貨建仕入債務を円貨に交換する

ため利用しており、将来における為替変動リスクを

ヘッジしている。 

(3) 取引の目的 

  当社が利用している通貨関連デリバティブ取引の内

容は将来の一定時点において異なる通貨を交換する

為替予約取引である。当社では輸出入取引による外

貨建売上債権及び外貨建仕入債務を円貨に交換する

ため利用しており、将来における為替変動リスクを

ヘッジしている。 

(4) 取引に係るリスクの内容 

  通貨関連デリバティブ取引は、市場リスクを有して

おり為替変動リスクに晒されている。 

  信用リスクについては、通常当社と取引のある金融

機関に限定しており、債務不履行に陥るような信用

リスクは予想していない。 

(4) 取引に係るリスクの内容 

  通貨関連デリバティブ取引は、市場リスクを有して

おり為替変動リスクに晒されている。 

  信用リスクについては、通常当社と取引のある金融

機関に限定しており、債務不履行に陥るような信用

リスクは予想していない。 

(5) 取引に係るリスク管理体制 

  当社では販売部、資材部及び財務部門の属する総務

室内で実需原則に則して執行及び管理を行ってい

る。 

(5) 取引に係るリスク管理体制 

  当社では販売部、資材部及び財務部門の属する総務

部内で実需原則に則して執行及び管理を行ってい

る。 

(6) 取引の時価等に関する事項についての補足説明 

  当連結会計年度末における通貨関連デリバティブ取

引の契約額等の残高は別に示す通りであるが、これ

らの契約額等自体がデリバティブ取引に係る市場リ

スク量又は信用リスク量を表わすものではない。 

(6) 取引の時価等に関する事項についての補足説明 

  当連結会計年度末における通貨関連デリバティブ取

引の契約額等の残高は別に示す通りであるが、これ

らの契約額等自体がデリバティブ取引に係る市場リ

スク量又は信用リスク量を表わすものではない。 

前連結会計年度末(平成17年11月30日) 当連結会計年度末(平成18年11月30日) 

先物為替予約取引を行っているが、全てヘッジ会計を適

用しているので、開示の対象はない。 

同左 



(退職給付関係) 

前連結会計年度 

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、退職一時金制度及び確定給付企業年金基金制度、適格退職年金

制度を設けている。また、当社では従業員の退職に際し、割増退職金を支払う場合がある。 

２ 退職給付債務に関する事項 

  

(注) 連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用している。 

  

３ 退職給付費用に関する事項 

  

(注) 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「①勤務費用」及び「④会計基準変更時差異の費用処理額」に計上して

いる。 

  

４ 退職給付債務の計算の基礎に関する事項 

  

  

前連結会計年度
(平成17年11月30日) 

①退職給付債務 △11,803百万円

②年金資産 4,895  

③未積立退職給付債務(①＋②) △6,908  

④会計基準変更時差異の未処理額 1,239  

⑤未認識数理計算上の差異 990  

⑥未認識過去勤務債務(債務の減額) ―  

⑦連結貸借対照表計上額純額(③＋④＋⑤＋⑥) △4,678  

⑧前払年金費用 ―  

⑨退職給付引当金(⑦－⑧) △4,678  

前連結会計年度
(自平成16年12月１日 至平成17年11月30日) 

①勤務費用 507百万円

②利息費用 231  

③期待運用収益 △81  

④会計基準変更時差異の費用処理額 126  

⑤数理計算上の差異の費用処理額 250  

⑥過去勤務債務の費用処理額 ―  

⑦退職給付費用(①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥) 1,034  

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 2.0％(期首設定は2.0％) 

③期待運用収益率 2.0％ 

④過去勤務債務の額の処理年数 ― 

⑤数理計算上の差異の処理年数 10年 

(各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数による定額法により、それぞれ発生の翌連結

会計年度から費用処理している。) 

⑥会計基準変更時差異の処理年数 主として15年 



当連結会計年度 

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、退職一時金制度及び確定給付企業年金基金制度、適格退職年金

制度を設けている。また、当社では従業員の退職に際し、割増退職金を支払う場合がある。 

２ 退職給付債務に関する事項 

  

(注) 連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用している。 

  

３ 退職給付費用に関する事項 

  

(注) 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「①勤務費用」及び「④会計基準変更時差異の費用処理額」に計上して

いる。 

  

４ 退職給付債務の計算の基礎に関する事項 

  

当連結会計年度
(平成18年11月30日) 

①退職給付債務 △11,315百万円

②年金資産 5,201  

③未積立退職給付債務(①＋②) △6,113  

④会計基準変更時差異の未処理額 1,113  

⑤未認識数理計算上の差異 378  

⑥未認識過去勤務債務(債務の減額) ―  

⑦連結貸借対照表計上額純額(③＋④＋⑤＋⑥) △4,622  

⑧前払年金費用 ―  

⑨退職給付引当金(⑦－⑧) △4,622  

当連結会計年度
(自平成17年12月１日 至平成18年11月30日) 

①勤務費用 489百万円

②利息費用 228  

③期待運用収益 △95  

④会計基準変更時差異の費用処理額 126  

⑤数理計算上の差異の費用処理額 190  

⑥過去勤務債務の費用処理額 ―  

⑦退職給付費用(①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥) 939  

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 2.0％(期首設定は2.0％) 

③期待運用収益率 2.0％ 

④過去勤務債務の額の処理年数 ― 

⑤数理計算上の差異の処理年数 10年 

(各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数による定額法により、それぞれ発生の翌連結

会計年度から費用処理している。) 

⑥会計基準変更時差異の処理年数 主として15年 



(税効果会計関係) 

  

  

前連結会計年度
(平成17年11月30日) 

当連結会計年度
(平成18年11月30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) 

 繰越欠損金 913百万円

 退職給付引当金 1,782 

 貸倒引当金 200 

 賞与引当金 304 

 賞与引当金に係る未払社会保険料 36 

少額減価償却資産償却限度超過額 34 

 その他 47 

繰延税金資産小計 3,320 

評価性引当額 △3,296 

繰延税金資産合計 23 

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) 

 退職給付引当金 1,844百万円

 繰越欠損金 405 

 賞与引当金 329 

 貸倒引当金 141 

 減損損失 107 

役員退職慰労引当金 89 

 その他 104 

繰延税金資産小計 3,022 

評価性引当額 △2,997 

繰延税金資産合計 25 

(繰延税金負債) 

 その他有価証券評価差額金 523百万円

繰延税金負債合計 523 

繰延税金負債の純額 500 

(繰延税金負債) 

 その他有価証券評価差額金 398百万円

繰延税金負債合計 398 

繰延税金負債の純額 372 

(注) 繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下

の項目に含まれている。 

   流動資産―繰延税金資産 14百万円

   固定資産―繰延税金資産 9 

   流動負債―その他 0 

   固定負債―繰延税金負債 523 

(注) 繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下

の項目に含まれている。 

   流動資産―繰延税金資産 16百万円

   固定資産―繰延税金資産 9 

   流動負債―その他 － 

   固定負債―繰延税金負債 398 

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 

当連結会計年度については、税金等調整前当期純損

失を計上しているため記載していない。 

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 40.0％ 

（調整）   

評価性引当額の見直し 79.7  

交際費等永久に損金に算入されない項目 22.6  

住民税均等割 5.0  

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △1.4  

繰越欠損金当期控除額 △131.9  

その他 2.0  

税効果適用後の法人税等負担率 16.0  



(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12月１日 至 平成17年11月30日) 

  

(注) １ 事業区分は内部管理上採用している区分によっている。 

２ 各事業の主な製品 

(1) 繊維機械事業………織機、準備機、繊維機械部品装置 

(2) 工作用機器事業……工作機械アタッチメント、その他の機器 

(3) その他の事業………電装機器、鋳造品等 

３ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は13,820百万円である。主なものは、親会社での余資運用資金

(現預金及び有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)等である。 

４ 「追加情報」に記載のとおり、当連結会計年度より、法人事業税の付加価値割及び資本割を販売費及び一般管理費に計上

している。これに伴い、従来の方法によった場合に比べ、「繊維機械事業」では営業費用及び営業損失が36百万円増加

し、「工作用機器事業」では営業費用が27百万円増加のうえ営業利益が同額減少し、「その他の事業」では営業費用及び

営業損失が0百万円増加している。 

  

  
繊維機械事業 
(百万円) 

工作用機器
事業 
(百万円) 

その他の事業
(百万円) 

計(百万円)
消去又は 
全社(百万円) 

連結(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益             

売上高             

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

30,997 7,151 1,341 39,490 ― 39,490

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

― ― ― ― (―) ―

計 30,997 7,151 1,341 39,490 (―) 39,490 

営業費用 33,785 5,831 1,370 40,986 (―) 40,986 

営業利益又は 
営業損失（△） 

△2,788 1,320 △28 △1,496 (―) △1,496

Ⅱ 資産、減価償却費及び 
資本的支出 

  ― 

資産 22,201 9,761 948 32,910 13,820 46,731 

減価償却費 753 304 34 1,092 ― 1,092 

資本的支出 858 469 50 1,377 ― 1,377 



当連結会計年度(自 平成17年12月１日 至 平成18年11月30日) 

  

(注) １ 事業区分は内部管理上採用している区分によっている。 

２ 各事業の主な製品 

(1) 繊維機械事業………織機、準備機、繊維機械部品装置 

(2) 工作用機器事業……工作機械アタッチメント、その他の機器 

(3) その他の事業………電装機器、鋳造品等 

３ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は10,988百万円である。主なものは、親会社での余資運用資金

(現預金及び有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)等である。 

４ 会計処理の変更に記載のとおり、当連結会計年度より、役員退職慰労引当金繰入額を販売費及び一般管理費に計上してい

る。これにより、「繊維機械事業」では営業費用及び営業損失が5百万円増加し、「工作用機器事業」では営業費用が1百

万円増加のうえ営業利益が同額減少し、「その他事業」では営業費用が0百万円増加のうえ営業利益が同額減少してい

る。 

  
繊維機械事業 
(百万円) 

工作用機器
事業 
(百万円) 

その他の事業
(百万円) 

計(百万円)
消去又は 
全社(百万円) 

連結(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益             

売上高             

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

36,789 8,430 1,531 46,751 ― 46,751

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

― ― ― ― (―) ―

計 36,789 8,430 1,531 46,751 (―) 46,751 

営業費用 37,543 6,994 1,470 46,008 (―) 46,008 

営業利益又は 
営業損失（△） 

△753 1,436 60 743 (―) 743

Ⅱ 資産、減価償却費、減損
損失及び資本的支出 
  

    

資産 26,205 10,363 959 37,528 10,988 48,516 

減価償却費 728 314 37 1,080 ― 1,080 

減損損失 269 ― ― 269 ― 269 

資本的支出 692 166 23 881 ― 881 



【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度及び当連結会計年度においては、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な支

店がないため、その記載を省略している。 

  

【海外売上高】 

前連結会計年度(自 平成16年12月１日 至 平成17年11月30日) 

  

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア…………中国、インド、パキスタン他 

(2) アメリカ………米国他 

(3) ヨーロッパ……トルコ、イタリア、フランス他 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高である。 

  

当連結会計年度(自 平成17年12月１日 至 平成18年11月30日) 

  

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア…………中国、インド、パキスタン他 

(2) アメリカ………米国他 

(3) ヨーロッパ……トルクメニスタン、イタリア、トルコ他 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高である。 

  

  アジア アメリカ ヨーロッパ その他 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 26,720 1,972 1,248 36 29,977 

Ⅱ 連結売上高(百万円)         39,490 

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

67.6 5.0 3.2 0.1 75.9

  アジア アメリカ ヨーロッパ その他 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 32,851 1,428 1,294 117 35,691 

Ⅱ 連結売上高(百万円)         46,751 

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

70.3 3.0 2.8 0.2 76.3



【関連当事者との取引】 

前連結会計年度(自 平成16年12月１日 至 平成17年11月30日) 

役員及び個人主要株主等 

  

(注) １ 上記の取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれている。 

２ 取引条件ないし取引条件の決定方針等 

(1) ㈱梶製作所に対する当社製品の加工等の取引条件については、一般取引先と同様当社希望価格と提示された見積価格を

もとにし、交渉のうえ決定している。 

(2) カジレーネ㈱に対する当社製品の販売の取引条件については、一般取引先と同様当社希望価格をもとにし、交渉のうえ

決定している。 

３ ㈱梶製作所は、当社監査役梶冨次郎及びその近親者が議決権の74％を直接保有している。 

４ カジレーネ㈱は、当社監査役梶冨次郎及びその近親者が議決権の98％を直接保有している。 

  

属性 会社等 
の名称 住所 資本金 

(百万円) 事業の内容 

議決権等
の所有 

(被所有)割合
(％) 

関係内容 
取引の内容

取引金額 
(百万円) 科目 期末残高

(百万円)役員の
兼任等 

事業上
の関係 

役員及
びその
近親者
が議決
権の過
半数を
所有し
ている
会社等 

㈱梶製作 
所 

石川県
かほく
市 
高松町 

20 機械製造業 

(所有) 
 なし 
(被所有) 
 直接 0.1 
 間接 なし 

兼任
１名

当社の
外注先 

当社製品の
加工 393 買掛金 

支払手形 
37
92

カ ジ レ ー
ネ㈱ 

石川県
かほく
市 
高松町 

25 織物製造業 

(所有) 
 なし 
(被所有) 
 なし 

兼任
１名

当社の
得意先 

当社製品の
購入 0   ―   ― 



当連結会計年度(自 平成17年12月１日 至 平成18年11月30日) 

役員及び個人主要株主等 

  

(注) １ 上記の取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれている。 

２ 取引条件ないし取引条件の決定方針等 

(1) ㈱梶製作所に対する当社製品の加工等の取引条件については、一般取引先と同様当社希望価格と提示された見積価格を

もとにし、交渉のうえ決定している。 

(2) カジレーネ㈱に対する当社製品の販売の取引条件については、一般取引先と同様当社希望価格をもとにし、交渉のうえ

決定している。 

３ ㈱梶製作所は、当社監査役梶冨次郎及びその近親者が議決権の98％を直接保有している。 

４ カジレーネ㈱は、当社監査役梶冨次郎及びその近親者が議決権の51％を直接保有している。 

  

属性 会社等 
の名称 住所 資本金 

(百万円) 事業の内容 

議決権等
の所有 

(被所有)割合
(％) 

関係内容

取引の内容
取引金額 
(百万円) 科目 期末残高

(百万円)役員の
兼任等 

事業上
の関係 

役員及
びその
近親者
が議決
権の過
半数を
所有し
ている
会社等 

㈱梶製作 
所 

石川県
かほく
市 
高松町 

20 機械製造業 

(所有) 
 なし 
(被所有) 
 直接 0.1 
 間接 なし 

兼任
１名

当社の
外注先 

当社製品の
加工 467 

買掛金 
未払金 
支払手形 

46
73
62

カ ジ レ ー
ネ㈱ 

石川県
かほく
市 
高松町 

25 織物製造業 

(所有) 
 なし 
(被所有) 
 なし 

兼任
１名

当社の
得意先 

当社製品の
購入 13 売掛金 

受取手形 
1
1



(ストック・オプション等関係) 

該当事項はない。 

  

  

  



(１株当たり情報) 
  

(注) 算定上の基礎 

１ 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12月１日 
至 平成17年11月30日) 

当連結会計年度
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

１株当たり純資産額 371.05円 １株当たり純資産額 369.48円 

１株当たり当期純損失 24.28円 １株当たり当期純利益 2.98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、潜在株式がないため記載していない。 

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いない。 

  （追加情報） 

当連結会計年度から、改正後の「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 最終改正

平成18年１月31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 最終改正平成18年１月31日 企業会計基

準適用指針第４号）を適用している。 

これによる１株当たり純資産額への影響は軽微であ

る。 

  前連結会計年度
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

当期純利益又は当期純損失（△）（百

万円） 
△1,576 190 

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） 
△1,576 190 

普通株式の期中平均株式数（株） 64,933,358 63,987,222 



(重要な後発事象) 

該当事項はない。 



⑥ 【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

該当事項はない。 

  

【借入金等明細表】 

  

(注) １ 平均利率は借入金およびその他の有利子負債の当期末残高に対する加重平均利率を記載している。 

２ その他の有利子負債は預り保証金である。 

３ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりである。 

  

  

(2) 【その他】 

該当事項はない。 

  

区分 
前期末残高 
(百万円) 

当期末残高
(百万円) 

平均利率
(％) 

返済期限 

短期借入金 3,400 4,400 1.3 ― 

１年以内に返済予定の長期借入金 65 150 2.1 ― 

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く。) 

30 420 2.1
平成20年2月25日～ 
平成23年5月25日 

その他の有利子負債 64 64 0.0 ― 

計 3,559 5,034 ― ― 

  
１年超２年以内 
(百万円) 

２年超３年以内
(百万円) 

３年超４年以内
(百万円) 

４年超５年以内 
(百万円) 

長期借入金 120 120 120 60 



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11月30日) 
当事業年度 

(平成18年11月30日) 

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     8,200     5,779   

２ 受取手形     9,787     15,134   

３ 売掛金 ※３   6,341     6,306   

４ 有価証券     732     527   

５ 製品     805     747   

６ 半製品     618     642   

７ 原材料     341     257   

８ 仕掛品     1,941     1,976   

９ 貯蔵品     22     19   

10 前渡金     8     2   

11 前払費用     14     21   

12 未収法人税等     6     73   

13 その他の流動資産 ※３   59     196   

貸倒引当金     △17     △17   

流動資産合計     28,862 65.8   31,670 69.1 

Ⅱ 固定資産               

１ 有形固定資産 ※１             

(1) 建物   13,551     13,583     

減価償却累計額   9,998 3,553   10,227 3,356   

(2) 構築物   1,204     1,203     

減価償却累計額   1,050 154   1,062 141   

(3) 機械及び装置   15,572     15,921     

減価償却累計額   13,037 2,535   13,339 2,582   

(4) 車両及び運搬具   288     288     

減価償却累計額   255 33   250 38   

(5) 工具、器具及び備品   5,951     5,965     

減価償却累計額   5,244 707   5,286 679   

(6) 土地     3,388     3,126   

有形固定資産合計     10,372 23.6   9,923 21.6 



  

  

  
前事業年度

(平成17年11月30日) 
当事業年度 

(平成18年11月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

２ 無形固定資産               

(1) 特許権     0     ―   

(2) ソフトウェア     43     41   

(3) 電話加入権     5     5   

無形固定資産合計     50 0.1   47 0.1 

３ 投資その他の資産             

(1) 投資有価証券     2,735     2,618   

(2) 関係会社株式     1,417     1,427   

  (3) 長期営業債権     733     426   

(4) 長期前払費用     5     5   

(5) その他の投資     186     68   

貸倒引当金     △484     △334   

投資その他の資産合計     4,595 10.5   4,211 9.2 

固定資産合計     15,018 34.2   14,182 30.9 

資産合計     43,881 100.0   45,853 100.0 

(負債の部)               

Ⅰ 流動負債               

１ 支払手形 ※3,7   6,360     3,118   

２ 買掛金 ※３   3,845     4,211   

３ 短期借入金 ※１   3,465     4,550   

４ 未払金 ※3,7   806     4,558   

５ 未払費用     1,134     1,111   

６ 未払法人税等     78     50   

７ 前受金     218     155   

８ 預り金     108     94   

９ 設備支払手形 ※3,7   443     39   

10 その他     1     6   

流動負債合計     16,463 37.5   17,897 39.0 



  

  

  
前事業年度

(平成17年11月30日) 
当事業年度 

(平成18年11月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

Ⅱ 固定負債               

１ 長期借入金 ※１   30     420   

２ 繰延税金負債     481     352   

３ 退職給付引当金     4,457     4,388   

４ 役員退職慰労引当金     ―     191   

固定負債合計     4,969 11.3   5,352 11.7 

負債合計     21,432 48.8   23,249 50.7 

(資本の部)               

Ⅰ 資本金 ※２   12,316 28.1       

Ⅱ 資本剰余金               

１ 資本準備金     3,100     ―   

  ２  その他資本剰余金               

資本準備金減少差益   7,254 7,254   ― ―   

資本剰余金合計     10,354 23.6   ― ― 

Ⅲ 利益剰余金               

  当期未処分利益     273     ―   

利益剰余金合計     273 0.6   ― ― 

Ⅳ その他有価証券評価差額金     722 1.7   ― ― 

Ⅴ 自己株式 ※４   △1,217 △2.8   ― ― 

資本合計     22,449 51.2   ― ― 

負債・資本合計     43,881 100.0   ― ― 

      



  

  

  
前事業年度

(平成17年11月30日) 
当事業年度 

(平成18年11月30日) 

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     ― ―   12,316 26.8 

２ 資本剰余金               

(1) 資本準備金   ―     3,100     

(2) その他資本剰余金   ―     7,254     

資本剰余金合計     ― ―   10,354 22.6 

３ 利益剰余金               

  (1) その他利益剰余金               

繰越利益剰余金   ―     630     

利益剰余金合計     ― ―   630 1.4 

４ 自己株式     ― ―   △1,220 △2.7 

株主資本合計     ― ―   22,081 48.1 

Ⅱ 評価・換算差額等               

１ その他有価証券評価 
  差額金 

  ― ―   529 1.2 

２ 繰延ヘッジ損益     ― ―   △6 △0.0 

評価・換算差額等合計     ― ―   522 1.1 

純資産合計     ― ―   22,603 49.3 

負債純資産合計     ― ―   45,853 100.0 

      



② 【損益計算書】 

  

  

  
前事業年度

(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

当事業年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30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     38,363 100.0   45,551 100.0 

Ⅱ 売上原価               

１ 期首製品棚卸高   2,668     805     

２ 当期製品製造原価   28,638     33,592     

３ 当期製品仕入高   5,219     6,927     

合計   36,525     41,325     

４ 他勘定振替高 ※１ 72     21     

５ 期末製品棚卸高   805 35,647 92.9 747 40,556 89.0 

売上総利益     2,715 7.1   4,994 11.0 

Ⅲ 販売費及び一般管理費               

１ 販売手数料   294     336     

２ 荷造運送費   1,046     1,231     

３ 機械据付費   111     135     

４ 広告宣伝費   175     157     

５ 貸倒引当金繰入額   7     ―     

６ 役員報酬   159     155     

７ 給料手当   674     676     

８ 賞与   194     209     

９ 役員退職慰労引当金繰入額   ―     3     

10 退職給付費用   180     155     

11 福利厚生費   152     164     

12 交際費   24     24     

13 旅費交通費   488     500     

14 通信費   34     30     

15 光熱費   16     14     

16 事務用品消耗品費   11     11     

17 租税課金   103     106     

18 減価償却費   63     62     

19 修繕費   82     110     

20 保険料   20     20     

21 賃借料   54     40     

22 雑費   251 4,146 10.8 279 4,427 9.7 

営業利益又は 

営業損失(△) 
    △1,431 △3.7   566 1.2 



  

  

  
前事業年度

(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

当事業年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

Ⅳ 営業外収益               

１ 受取利息   9     8     

２ 有価証券利息   0     0     

３ 受取配当金 ※６ 38     369     

４ 固定資産賃貸料 ※２ 22     20     

５ 為替差益   8     9     

６ 雑収入   31 109 0.3 55 464 1.0 

Ⅴ 営業外費用               

１ 支払利息   36     52     

２ 売上割引   6     5     

３ 有価証券売却損   4     1     

４ 棚卸資産廃却損   1     5     

５ 雑支出   7 58 0.2 3 68 0.2 

経常利益又は 

経常損失(△) 
    △1,379 △3.6   962 2.1 

Ⅵ 特別利益               

１ 貸倒引当金戻入額   ―     0     

２ 固定資産売却益 ※３ 33     ―     

３ 投資有価証券売却益   354 388 1.0 ― 0 0.0 

Ⅶ 特別損失               

１ 固定資産処分損 ※４ 130     29     

２ 減損損失 ※７ ―     269     

３ 関連会社株式評価損   4     ―     

４ 役員退職慰労引当金繰入額   ―     187     

５ 役員退職慰労金   ―     10     

６ 役員弔慰金   25 160 0.4 ― 497 1.1 

税引前当期純利益又は 

税引前当期純損失（△） 
    △1,151 △3.0   465 1.0 

法人税、住民税 
及び事業税 

14 12   

法人税等調整額   351 365 1.0 ― 12 0.0 

当期純利益又は 

当期純損失(△) 
    △1,517 △4.0   453 1.0 

前期繰越利益     1,790     ―   

当期未処分利益     273     ―   



製造原価明細書 

  

(注) 

  

  

  
前事業年度

(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

当事業年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30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   14,813 50.7 17,537 51.9 

Ⅱ 労務費 ※１ 6,313 21.6 6,311 18.7 

Ⅲ 経費   8,097 27.7 9,960 29.5 

(うち外注加工費)   (5,618)   (7,265)   

(うち減価償却費)   (934)   (926)   

当期総製造費用   29,224 100.0 33,810 100.0 

期首仕掛品棚卸高   1,568   1,941   

合計   30,793   35,751   

他勘定振替高 ※２ 213   182   

期末仕掛品棚卸高   1,941   1,976   

当期製品製造原価   28,638   33,592   

前事業年度 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

当事業年度
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

※１ 労務費のうち退職給付費用は784百万円である。 ※１ 労務費のうち退職給付費用は709百万円である。 

※２ 他勘定振替高の内訳は有形固定資産193百万円、

経費19百万円である。 

※２ 他勘定振替高の内訳は有形固定資産170百万円、

経費10百万円、営外費用1百万円である。 

 ３ 原価計算の方法 

    個別原価計算法 

    ただし、社内生産の鋳造品(半製品)は総合原価

計算法によっている。 

 ３ 原価計算の方法 

同左 



③ 【利益処分計算書】 

  

  

株主総会承認日   
前事業年度

(平成18年２月24日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)

Ⅰ 当期未処分利益     273,041 

Ⅱ 利益処分額       

  配当金   95,986 95,986 

Ⅲ 次期繰越利益     177,055 



④ 【株主資本等変動計算書】 

当事業年度(自 平成17年12月１日 至 平成18年11月30日) 

  

  

  

  

  

重要な会計方針 

  

  

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

資本準備金 
その他

資本剰余金 
資本剰余金
合計 

その他 

利益剰余金 

繰越利益剰余金 

平成17年11月30日残高 
(百万円) 

12,316 3,100 7,254 10,354 273

当事業年度中の変動額    

剰余金の配当   △95

当期純利益   453

自己株式の取得    

株主資本以外の項目の 
当事業年度中の 
変動額(純額) 

   

当事業年度中の 
変動額合計(百万円) 

  357

平成18年11月30日残高 
(百万円) 

12,316 3,100 7,254 10,354 630

  

株主資本 評価・換算差額等

純資産 
合計 

自己株式 
株主資本 
合計 

その他有価証券
評価差額金 

繰延ヘッジ
損益 

評価・換算 
差額等合計 

平成17年11月30日残高 
(百万円) 

△1,217 21,726 722 － 722 22,449

当事業年度中の変動額      

剰余金の配当   △95   △95

当期純利益   453   453

自己株式の取得 △2 △2   △2

株主資本以外の項目の 
当事業年度中の 
変動額(純額) 

  △193 △6 △200 △200

当事業年度中の 
変動額合計(百万円) 

△2 355 △193 △6 △200 154

平成18年11月30日残高 
(百万円) 

△1,220 22,081 529 △6 522 22,603

前事業年度 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

当事業年度
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 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) 満期保有目的の債券 

    償却原価法（定額法） 

 (2) 満期保有目的の債券 

同左 

 (3) 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) 

 (3) 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) 

    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 棚卸資産の評価基準及び評価方法 

   製品、仕掛品………………個別法による原価法 

   半製品、原材料、貯蔵品…移動平均法による原価

法 

２ 棚卸資産の評価基準及び評価方法 

同左 

３ デリバティブの評価基準及び評価方法 

   時価法 

３ デリバティブの評価基準及び評価方法 

同左 

４ 固定資産の減価償却の方法 

   有形固定資産………定率法 

    ただし平成10年４月以降取得した建物(建物附

属設備は除く)については、定額法によってい

る。 

    なお、主な耐用年数は次のとおりである。 

建物      ３～50年 

構築物     ７～50年 

機械及び装置  ７～12年 

車両及び運搬具 ４～６年 

  

４ 固定資産の減価償却の方法 

    

     

  

同左 

  

   無形固定資産………定額法 

    なお、自社利用のソフトウェアについては、社

内における利用可能期間(５年)に基づく定額法

によっている。 

   無形固定資産 

同左 

   長期前払費用………均等償却    長期前払費用 

同左 

５ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

    債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回収可能性を検

討し、回収不能見込額を計上している。 

５ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

同左 



  

  

前事業年度 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

当事業年度
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

 (2) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末

における退職給付債務及び年金資産の見込額に

基づき、当事業年度末において発生していると

認められる額を計上している。 

    なお、会計基準変更時差異については、15年に

よる按分額を費用処理している。 

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10

年)による定額法によりそれぞれ発生の翌事業

年度から費用処理している。 

 (2) 退職給付引当金 

同左 

   (3) 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いる。 

    なお、当社は役員退職慰労金に関する内規を平

成18年２月24日をもって廃止したので、引当金

計上額は、制度廃止日に在任している役員に対

する廃止日における要支給額である。 

     

(会計処理の変更) 

    従来、役員退職慰労金は支出時の費用として処

理していたが、役員退職慰労金の引当金計上が

会計慣行として定着しつつあることを踏まえ、

在任期間中の職務遂行の対価相当額を早期に充

足することにより財務内容の健全化を図るた

め、当事業年度より、内規に基づく期末要支給

額を役員退職慰労引当金に計上する方法に変更

した。 

    なお、当社は、役員退職慰労金に関する内規を

平成18年２月24日をもって廃止したので、当社

に係る引当金計上額は、制度廃止日に在任して

いる役員に対する廃止日における要支給額であ

る。 

    この変更に伴い、当事業年度発生額3百万円を

販売費及び一般管理費に、過年度発生額187百

万円を特別損失にそれぞれ計上した。この結

果、従来の方法によった場合と比べ、営業利益

及び経常利益は3百万円、税引前当期純利益は

191百万円それぞれ少なく計上されている。 

  

６ ヘッジ会計の方法 

 (1) ヘッジ会計の方法 

    繰延ヘッジ処理によっており、為替予約が付さ

れている外貨建金銭債権債務等については、振

当て処理を行っている。 

６ ヘッジ会計の方法 

 (1) ヘッジ会計の方法 

同左 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

    ヘッジ手段…為替予約 

    ヘッジ対象…外貨建金銭債権債務、外貨建予定

取引 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

    ヘッジ手段…同左 

    ヘッジ対象…同左 



  

  

前事業年度 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

当事業年度
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

 (3) ヘッジ方針 

    外貨建取引における為替変動リスクを回避する

目的で、輸出入に伴う実需の範囲内で為替予約

取引を行っており投機目的やトレーディング目

的での取引は一切行わない方針である。 

 (3) ヘッジ方針 

同左 

 (4) ヘッジ有効性評価の方法 

    ヘッジ手段とヘッジ対象について、相場変動額

をヘッジ期間全体にわたり比較し、有効性を評

価している。 

 (4) ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

７ その他財務諸表作成のための重要な事項 

    消費税等の会計処理 

    税抜方式によっている。 

７ その他財務諸表作成のための重要な事項 

    消費税等の会計処理 

同左 



(会計方針の変更) 

  

  

  

前事業年度 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

当事業年度
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

  (固定資産の減損に係る会計基準) 

当事業年度より、「固定資産の減損に係る会計基準」

(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」(企業会計審議会 平成14年８月９日))及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準

委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第６

号)を適用している。 

これにより税引前当期純利益は269百万円減少してい

る。 

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いる。 

   (貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準) 

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」(企業会計基準委員会 平成17年12月

９日 企業会計基準第５号)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

基準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準適用指針

第８号)を適用している。 

なお、従来の資本の部の合計に相当する金額は22,610

百万円である。 

財務諸表等規則の改正による貸借対照表に関する変更

は以下の通りである。 

１ 前事業年度における「資本の部」は、当事業年度

から「純資産の部」となり、「純資産の部」は「株主資

本」、「評価・換算差額等」に分類して表示している。 

２ 前事業年度において独立掲記していた「資本

金」、「資本剰余金」及び「利益剰余金」は、当事業年

度においては「株主資本」の内訳科目として表示してい

る。 

３ 前事業年度において「利益剰余金」の内訳科目と

して表示していた「当期未処分利益」は、当事業年度か

ら「その他利益剰余金」の内訳科目である「繰越利益剰

余金」として表示している。 

４ 前事業年度において「利益剰余金」の次に独立掲

記していた「その他有価証券評価差額金」は、当事業年

度から「評価・換算差額等」の内訳科目として表示して

いる。 

５ 前事業年度において流動資産の「その他」に含め

て表示していた「繰延ヘッジ損失」は、当事業年度から

税効果調整後の金額を「評価・換算差額等」の内訳科目

として表示している。 



(表示方法の変更) 

  

  

  

  

(追加情報) 

  

  

前事業年度 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

当事業年度
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

（損益計算書） 

  前事業年度において区分掲記することに変更した営

業外収益の「受取保険金」は、営業外収益の総額の

100分の10以下となったため、「雑収入」に含めて表

示することに変更した。なお、当事業年度の「雑収

入」に含めた「受取保険金」は0百万円である。 

－ 

前事業年度 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

当事業年度
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30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日以後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いる。 

この結果、販売費及び一般管理費が64百万円増加

し、営業損失、経常損失及び税引前当期純損失が、

64百万円増加している。 

－ 



注記事項 

(貸借対照表関係) 

  

  

前事業年度 
(平成17年11月30日) 

当事業年度
(平成18年11月30日) 

※１ 担保提供資産 

  (1) 本社工場財団、野々市工場財団及び松任工場財

団として担保に供している資産 

建物 3,397百万円

機械及び装置 816 

土地 2,049 

計 6,262 

※１ 担保提供資産 

  (1) 本社工場財団、野々市工場財団及び松任工場財

団として担保に供している資産 

建物 3,215百万円

機械及び装置 738 

土地 2,049 

計 6,003 

    上記に対応する債務 

短期借入金 65百万円

長期借入金  30 

計  95 

    上記に対応する債務 

短期借入金 150百万円

長期借入金 420 

計 570 

※２ 資本金 

    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いる。 

授権株数 普通株式 199,003,000株

発行済株式総数 普通株式 68,075,552株

   

※３ 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る。 

売掛金 53百万円

その他の流動資産  0 

支払手形 798 

買掛金 285 

未払金 182 

※３ 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る。 

売掛金 50百万円

その他の流動資産  0 

支払手形 282 

買掛金 333 

未払金 745 

※４ 自己株式 

当社が保有する自己株式の数は、普通株

式      4,084,355株である。 

  

 ５ 配当制限 

商法施行規則第124条第3号に規定する金額は、

722百万円である。 

  

 ６ 平成15年2月26日開催の定時株主総会において、

下記の欠損てん補を行なっている。 

    資本準備金       1,193百万円 

    利益準備金        983百万円 

計         2,177百万円 

  

  ※７ 支払方法の変更 

    平成18年9月に「一括信託システム」を導入

し、従来の手形決済による支払方法を一部変更

している。この変更に伴い流動負債の部の「支

払手形」が3,693百万円、「設備支払手形」が

159百万円それぞれ減少し、「未払金」が3,853

百万円増加している。 



(損益計算書関係) 

  

  

前事業年度 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

当事業年度
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

※１ 他勘定振替高の内訳は有形固定資産69百万円、経

費0百万円、販売費及び一般管理費1百万円、営業

外費用1百万円である。 

※１ 他勘定振替高の内訳は有形固定資産13百万円、経

費0百万円、販売費及び一般管理費2百万円、営業

外費用4百万円である。 

※２ 固定資産賃貸料のうち関係会社に対するもの

は      16百万円である。 

※２ 固定資産賃貸料のうち関係会社に対するものは   

15百万円である。 

※３ 固定資産売却益の内訳は、建物1百万円、機械及

び装置0百万円、工具、器具及び備品0百万円、土

地31百万円である。 

  

※４ 固定資産処分損の内訳は、建物7百万円、構築物0

百万円、機械及び装置20百万円、車両及び運搬具

0百万円、工具、器具及び備品8百万円、土地91百

万円、その他1百万円である。 

※４ 固定資産処分損の内訳は、建物6百万円、構築物 

0百万円、機械及び装置7百万円、車両及び運搬具  

1百万円、工具、器具及び備品14百万円である。 

５ 一般管理費及び当期総製造費用に含まれる研究開

発費は1,362百万円である。 

  

５ 一般管理費及び当期総製造費用に含まれる研究開

発費は1,318百万円である。 

  ※６ 受取配当金のうち関係会社に対するものは348百

万円である。 

    

  ※７ 減損損失 

当事業年度において、当社は以下の資産グルー

プについて減損損失を計上した。 

当社の資産グループは、管理会計上の区分ごと

にグルーピングを行なっている。 

上記の資産は、近年の地価下落傾向の中、帳簿

価格に対し時価が著しく下落しているため帳簿

価格を回収可能価額まで減額し、当該減少額を

減損損失(269百万円)として特別損失に計上し

た。 

なお、回収可能価額は正味売却価額により測定

しており、主として固定資産税評価額を適用

し、評価している。 

場所 用途 種類 減損損失
(百万円) 

石川県
金沢市 

賃貸 土地 254 

石川県
鹿島郡 
中能登町 

賃貸 建物 
土地 

7 

8 



(株主資本等変動計算書関係) 

当事業年度（自 平成17年12月１日 至 平成18年11月30日） 

１ 自己株式に関する事項 

  
（変動事由の概要） 

  増加は単元未満株式の買取請求による取得である。 

  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式（株）  4,084,355 9,199 ― 4,093,554 



(有価証券関係) 

前事業年度(平成17年11月30日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはない。 

当事業年度(平成18年11月30日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはない。 

  

(税効果会計関係) 

  

  

前事業年度 
(平成17年11月30日) 

当事業年度
(平成18年11月30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) 

 繰越欠損金 817百万円

 退職給付引当金   1,700 

 貸倒引当金 198 

 賞与引当金 257 

 賞与引当金に係る未払社会保険料  31 

少額減価償却資産償却限度超過額  32 

 その他  45 

 繰延税金資産小計   3,084 

評価性引当額 △3,084 

繰延税金資産合計      ― 

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) 

 退職給付引当金 1,755百万円

 繰越欠損金 327 

 賞与引当金 277 

 貸倒引当金 139 

 減損損失 107 

役員退職慰労引当金 76 

 その他 95 

 繰延税金資産小計 2,779 

評価性引当額 △2,779 

繰延税金資産合計 － 

(繰延税金負債) 

 その他有価証券評価差額金 481百万円

繰延税金負債合計 481 

繰延税金負債の純額   481 

(繰延税金負債) 

 その他有価証券評価差額金 352百万円

繰延税金負債合計 352 

繰延税金負債の純額 352 

(注) 繰延税金負債の純額は、貸借対照表の以下の項

目に含まれている。 

   流動資産―繰延税金資産 ―百万円

   固定資産―繰延税金資産  ― 

   流動負債―繰延税金負債  ― 

   固定負債―繰延税金負債  481 

(注) 繰延税金負債の純額は、貸借対照表の以下の項

目に含まれている。 

   流動資産―繰延税金資産 ―百万円

   固定資産―繰延税金資産 ― 

   流動負債―繰延税金負債 ― 

   固定負債―繰延税金負債 352 

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 

当事業年度については、税引前当期純損失を計上し

ているため記載していない。 

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 40.0％ 

（調整）   

評価性引当額の見直し 39.8  

交際費等永久に損金に算入されない項

目 
12.3

 

住民税均等割 2.6  

受取配当金等永久に益金に算入されな

い項目 
△30.6

 

繰越欠損金当期控除額 △61.4  

税効果適用後の法人税等負担率 2.6  



(１株当たり情報) 

  

  

  

（注） １株当たり当期純利益又は当期純損失金額の算定上の基礎は、以下の通りである。 

  

  

  

(重要な後発事象) 

該当事項はない。 

  

前事業年度 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

当事業年度
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

１株当たり純資産額 350.82円 １株当たり純資産額 353.29円 

１株当たり当期純損失 23.37円 １株当たり当期純利益 7.09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、潜在株式がないため記載していない。 

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いない。 

（追加情報） 

当事業年度から、改正後の「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 最終改正平成

18年１月31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 最終改正平成18年１月31日 企業会計基準適

用指針第４号）を適用している。 

これによる１株当たり純資産額への影響は軽微である。 

  前事業年度
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

当事業年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

当期純利益又は 

当期純損失(△)（百万円） 
△1,517 453 

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 

当期純損失(△)（百万円） 
△1,517 453 

普通株式の期中平均株式数（株） 64,933,358 63,987,222 



⑤ 【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

  

  

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 
有価証券 

㈱ほくほくフィナンシャルグループ 1,800,000 768,600 

㈱北國銀行 1,111,000 531,058 

㈱日平トヤマ 431,000 399,106 

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 128 189,440 

㈱ミツウロコ 150,000 118,650 

日本毛織㈱ 100,000 91,600 

オークマ ホールディングス㈱ 66,000 81,246 

三谷産業㈱ 271,000 62,601 

㈱山善 81,000 59,211 

サカイオーベックス㈱ 282,000 52,734 

その他20銘柄 453,896 263,811 

小計 4,746,024 2,618,057 

計 4,746,024 2,618,057 



【債券】 

  

  

【その他】 

  

  

種類及び銘柄 券面総額(百万円) 

貸借対照表計上額 

(百万円) 

投資有価証券 
満期保有目
的の債券 

国債（2銘柄） 100 100 

小計 ― 100 

計 ― 100 

種類及び銘柄 投資口数等(口) 

貸借対照表計上額 

(百万円) 

有価証券 
その他 
有価証券 

Ｍ・Ｍ・Ｆ(2銘柄) 427,873,671 427 

小計 ― 427 

計 ― 427 



【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る。 

  

２ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりである。 

機械及び装置    

本社工場    繊維機械製造設備        24百万円 

野々市工場   工作用機器製造設備       73百万円 

松任工場    繊維機械製造設備        385百万円 

  

３ 無形固定資産の金額が資産の総額の１％以下であるため、「前期末残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載

を省略した。 

  

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 13,551 72 （7）40 13,583 10,227 259 3,356 

 構築物 1,204 0 1 1,203 1,062 12 141 

 機械及び装置 15,572 483 133 15,921 13,339 413 2,582 

 車両及び運搬具 288 15 17 288 250 11 38 

 工具、器具及び備品 5,951 265 251 5,965 5,286 279 679 

 土地 3,388 ― （262）262 3,126 ― ― 3,126 

 建設仮勘定 ― ― ― ― ― ― ― 

有形固定資産計 39,958 837 （269）706 40,089 30,166 977 9,923 

無形固定資産               

 特許権 ― ― ― 1 1 1 ― 

 ソフトウェア ― ― ― 87 45 13 41 

 電話加入権 ― ― ― 5 ― ― 5 

無形固定資産計 83 11 ― 95 47 13 47 

長期前払費用 10 ― ― 10 4 0 5 

繰延資産               

― ― ― ― ― ― ― ―

繰延資産計 ― ― ― ― ― ― ―



【引当金明細表】 

  

(注) 貸倒引当金の当期減少額の「その他」は、貸倒引当金計上基準による一般債権の貸倒実績率による洗替額等である。 

  

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 502 ― 150 0 351 

役員退職慰労引当金 ― 191 ― ― 191 



(2) 【主な資産及び負債の内容】 

① 現金及び預金 

  

  

② 受取手形 

(イ)相手先別内訳 

  

  

(ロ)期日別内訳 

  

  

区分 金額(百万円) 

現金 5,282 

預金   

当座預金 1,506 

定期預金 3,780 

外貨預金 486 

その他の預金 2 

計 5,774 

合計 5,779 

相手先 金額(百万円) 

丸紅テクマテックス㈱ 12,052 

㈱日平トヤマ 666 

㈱山善 339 

㈱牧野フライス製作所 231 

オークマ ホールディングス㈱ 182 

その他 1,663 

合計 15,134 

期日 金額(百万円) 

平成18年12月  満期 2,588 

  19年１月   〃 4,154 

  19年２月   〃 2,570 

  19年３月   〃 2,547 

  19年４月   〃 1,518 

  19年５月   〃 592 

  19年６月   〃 699 

  19年７月以降 〃 463 

合計 15,134 



③ 売掛金 

(イ)相手先別内訳 

  

  

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 

  

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記金額には消費税等が含まれている。 

  

④ 製品 

  

  

⑤ 半製品 

  

(注) 上記の半製品は社内製作に係る組成部品並びに販売のための中間的製品で貯蔵中のものである。 

  

相手先 金額(百万円) 

丸紅テクマテックス㈱ 3,000 

KOMA PRECISION INC. 267 

CHANG-HO FIBRE CORPORATION 254 

VARDHMAN FABRICS 199 

㈱日平トヤマ 180 

その他 2,403 

合計 6,306 

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 

6,341 47,272 47,306 6,306 88.2 48.8 

品名 金額(百万円) 

織機 110 

準備機 138 

繊維機械部品、装置 120 

工作機械アタッチメント 231 

その他の機器 146 

合計 747 

品名 金額(百万円) 

繊維機械部品 509 

工作用機器部品 122 

鋳造品 10 

合計 642 



⑥ 原材料 

  

  

⑦ 仕掛品 

  

  

⑧ 貯蔵品 

  

  

⑨ 支払手形 

(イ)相手先別内訳 

  

  

品名 金額(百万円) 

地金 13 

鋼材 89 

買入部分品 154 

合計 257 

品名 金額(百万円) 

織機 850 

準備機 113 

繊維機械部品、装置 165 

工作機械アタッチメント 797 

その他の機器 1 

鋳造品 47 

合計 1,976 

品名 金額(百万円) 

鋳物用材 6 

消耗工具器具 12 

合計 19 

相手先 金額(百万円) 

共和電機工業㈱ 282 

北菱電興㈱ 282 

金沢機工㈱ 187 

ナンカイ工業㈱ 183 

㈱岡田商会 106 

その他 2,076 

合計 3,118 



(ロ)期日別内訳 

  

  

⑩ 買掛金 

  

  

⑪ 短期借入金 

  

  

期日 金額(百万円) 

平成18年12月 満期 1,979 

  19年１月  〃 944 

  19年２月  〃 120 

  19年３月  〃 74 

合計 3,118 

相手先 金額(百万円)

ストーブリ㈱ 1,657 

共和電機工業㈱ 320 

北菱電興㈱ 218 

ナンカイ工業㈱ 117 

金沢機工㈱ 88 

その他 1,810 

合計 4,211 

借入先 短期借入金(百万円)
１年以内に返済予定の
長期借入金(百万円) 

合計(百万円) 

㈱北陸銀行 2,600 75 2,675 

㈱北國銀行 1,800 75 1,875 

合計 4,400 150 4,550 



⑫ 設備支払手形 

(イ)相手先別内訳 

  

  

(ロ)期日別内訳 

  

  

⑬ 退職給付引当金 

  

  

(3) 【その他】 

該当事項はない。 

  

相手先 金額(百万円) 

愛友産業㈱ 21 

真柄建設㈱ 4 

丸文通商㈱ 2 

㈱柿本商会 2 

㈱電陽社 2 

その他 5 

合計 39 

期日 金額(百万円) 

平成18年12月 満期 ― 

  19年１月  〃 1 

  19年２月  〃 26 

  19年３月  〃 6 

  19年４月  〃 4 

合計 39 

区分 金額(百万円) 

退職給付債務 10,924 

年金資産 △5,065 

未認識数理計算上の差異 △378 

会計基準変更時差異の未処理額  △1,091 

合計 4,388 



第６ 【提出会社の株式事務の概要】 

(注)平成19年２月23日開催の定時株主総会決議により定款の一部変更が行なわれ、当会社の公告方法は次のとおりとなりました。 

当会社の公告方法は、電子公告とする。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

い場合の公告方法は、日本経済新聞に掲載する。 

なお、電子公告は当会社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。 

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

  

決算期 11月30日 

定時株主総会 ２月中 

基準日 11月30日 

株券の種類 
１株券、５株券、10株券、50株券、100株券、500株券、1,000株券、5,000株券、 
10,000株券、1,000株未満の株式数を表示した株券。ただし、１単元未満の株式数を
表示した株券は、喪失、汚損、毀損又は満欄による場合を除き発行しない。 

中間配当基準日 ５月31日 

１単元の株式数 1,000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・各支店 

  名義書換手数料 無料 

  新券交付手数料 
不所持株券の発行又は返還、喪失、汚損又は毀損により株券を交付する場合のみ１枚
につき200円 

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・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95期) 

自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日 

  
平成18年２月27日 
関東財務局長に提出。 

(2) 半期報告書 (第96期中) 
自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日 

  
平成18年８月25日 
関東財務局長に提出。 

(3) 
自己株券買付 
状況報告書 

報告期間 
自 平成17年11月１日 
至 平成17年11月30日 

  
平成17年12月13日 
関東財務局長に提出。 

    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 
関東財務局長に提出。 

    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14日 
関東財務局長に提出。 

    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13日 
関東財務局長に提出。 



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はない。 



  
独立監査人の監査報告書 

  

平成18年２月24日

津田駒工業株式会社 

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」に掲げられている津田駒

工業株式会社の平成16年12月１日から平成17年11月30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、津

田駒工業株式会社及び連結子会社の平成17年11月30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役員との間には、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 
  

  

明澄監査法人 

代 表 社 員
業務執行社員

  公認会計士  向  山  典  佐  ㊞ 

代 表 社 員
業務執行社員

  公認会計士  柏  野  博  英  ㊞ 

業務執行社員   公認会計士  塚  崎  俊  博  ㊞ 

  
※ 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19年２月23日

津田駒工業株式会社 

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」に掲げられている津田駒

工業株式会社の平成17年12月１日から平成18年11月30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、津

田駒工業株式会社及び連結子会社の平成18年11月30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４.会計処理基準に関する事項（3）重要な引当金の計上基準に記載

されているとおり、会社は、従来役員退職慰労金を支出時の費用として処理していたが、当連結会計年度より内規に基

づく期末要支給額を役員退職慰労引当金に計上する方法に変更している。 

会計方針の変更に記載されているとおり、会社は、当連結会計年度より固定資産の減損に係る会計基準及び貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基準を適用している。 

  

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 
  

  

明澄監査法人 

代 表 社 員
業務執行社員

  公認会計士  塚  崎  俊  博  ㊞ 

代 表 社 員
業務執行社員

  公認会計士  深  井  克  志  ㊞ 

  
※ 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２月24日

津田駒工業株式会社 

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」に掲げられている津田駒

工業株式会社の平成16年12月１日から平成17年11月30日までの第95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、津田駒

工業株式会社の平成17年11月30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役員との間には、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 
  

  

明澄監査法人 

代 表 社 員
業務執行社員

  公認会計士  向  山  典  佐  ㊞ 

代 表 社 員
業務執行社員

  公認会計士  柏  野  博  英  ㊞ 

業務執行社員   公認会計士  塚  崎  俊  博  ㊞ 

  
※ 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19年２月23日

津田駒工業株式会社 

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」に掲げられている津田駒

工業株式会社の平成17年12月１日から平成18年11月30日までの第96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、津田駒

工業株式会社の平成18年11月30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 

重要な会計方針５.引当金の計上基準（3）に記載されているとおり、会社は、従来役員退職慰労金を支出時の費用と

して処理していたが、当事業年度より内規に基づく期末要支給額を役員退職慰労引当金に計上する方法に変更してい

る。 

会計方針の変更に記載されているとおり、会社は、当事業年度より固定資産の減損に係る会計基準及び貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準を適用している。 

  

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 
  

  

明澄監査法人 

代 表 社 員
業務執行社員

  公認会計士  塚  崎  俊  博  ㊞ 

代 表 社 員
業務執行社員

  公認会計士  深  井  克  志  ㊞ 

  
※ 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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