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第１ 【企業の概況】 

１ 【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いない。 

２ 第70期は、希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため、第71期は、調整計算の結果、１株当たり当期純

利益が減少しないため、記載していない。 

３ 純資産額の算定にあたり、第74期から「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)を適用している。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第70期 第71期 第72期 第73期 第74期
決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月

(1) 連結経営指標等
 売上高 (百万円) 39,883 41,643 42,197 45,413 41,592
 経常利益 (百万円) 1,762 2,647 3,073 3,419 2,376
 当期純利益 
 又は当期純損失(△)

(百万円) △1,036 1,568 1,801 2,101 1,336

 純資産額 (百万円) 27,107 28,950 30,051 30,659 29,969
 総資産額 (百万円) 55,350 56,796 56,242 58,590 59,165
 １株当たり純資産額 (円) 582.05 642.83 673.77 700.64 695.94

 １株当たり当期純利益 
 又は１株当たり当期純 
 損失(△)

(円) △21.96 32.55 38.57 45.60 31.04

 潜在株式調整後 
 １株当たり当期純利益

(円) ― ― 38.52 45.39 30.98

 自己資本比率 (％) 49.0 50.9 53.4 52.3 50.1
 自己資本利益率 (％) ― 5.5 6.1 6.9 4.4
 株価収益率 (倍) ― 12.04 17.03 20.50 22.00
 営業活動による 
 キャッシュ・フロー

(百万円) 4,470 4,538 1,928 4,676 3,597

 投資活動による 
 キャッシュ・フロー

(百万円) △1,134 △869 △953 △2,250 △1,038

 財務活動による 
 キャッシュ・フロー

(百万円) △3,041 △3,280 △3,265 △3,045 △69

 現金及び現金同等物の 
 期末残高

(百万円) 4,817 5,238 2,947 2,366 4,856

 従業員数 (名) 1,136 1,133 1,126 1,124 1,130
(2) 提出会社の経営指標等
 売上高 (百万円) 35,493 30,635 27,891 30,065 25,996
 経常利益 (百万円) 1,353 1,930 2,623 2,333 1,522
 当期純利益 
 又は当期純損失(△)

(百万円) △1,165 1,100 1,678 1,357 1,002

 資本金 (百万円) 4,746 4,746 4,746 4,746 4,746
 発行済株式総数 (千株) 46,918 46,918 46,918 46,918 46,918
 純資産額 (百万円) 26,961 28,413 29,394 29,289 27,993
 総資産額 (百万円) 52,538 49,779 50,214 52,172 51,843
 １株当たり純資産額 (円) 578.91 631.08 659.44 669.84 656.32
 １株当たり配当額 
 (内１株当たり 
 中間配当額)

(円) 
(円)

7.50 
(3.75)

7.50
(3.75)

9.00
(3.75)

10.00 
(4.50)

20.00
(5.00)

 １株当たり当期純利益 
 又は１株当たり当期純 
 損失(△)

(円) △24.71 22.54 36.26 29.36 23.27

 潜在株式調整後 
 １株当たり当期純利益

(円) ― ― 36.21 29.22 23.22

 自己資本比率 (％) 51.3 57.0 58.5 56.1 53.9
 自己資本利益率 (％) ― 3.97 5.80 4.62 3.49
 株価収益率 (倍) ― 17.39 18.11 31.83 29.35
 配当性向 (％) ― 31.1 23.8 34.0 85.9
 従業員数 (名) 868 580 584 582 585



２ 【沿革】 

 
  

明治40年４月 森田正作が大阪市南区北炭屋町に火防協会を設立し、消防ポンプ機及び消火器の製

作を開始

昭和７年７月 株式会社 森田ガソリン喞筒製作所(現：株式会社 モリタ)を設立

昭和14年９月 商号を森田喞筒工業株式会社に改称

昭和18年４月 株式会社 森田ポンプ北海道製作所(現：株式会社 北海道モリタ)設立[現・連結子会

社]

昭和19年６月 大阪市生野区に生野工場を開設し、各種消防ポンプの製作専門工場とした

昭和20年６月 空襲により大阪市港区の工場全焼のため、本社及び工場を生野工場に移転

昭和23年３月 株式会社森田ポンプサービス工場(株式会社 モリタエコノス)設立

昭和26年８月 本店を大阪本社現在地に移転

昭和36年３月 商号を森田ポンプ株式会社に改称

昭和48年５月 大阪証券取引所市場第二部に上場

昭和54年５月 東京証券取引所市場第二部に上場

昭和55年４月 東京証券取引所、大阪証券取引所の市場第一部銘柄に指定

昭和60年４月 新型はしご車「スーパージャイロラダー」を開発し、販売を開始

昭和60年12月 オート電子株式会社設立

昭和61年５月 防災設備分野へ進出

平成２年１月 地上高50メートルはしご付消防車を完成

平成６年４月 環境事業分野へ進出

平成７年10月 モリトクエンジニアリング株式会社(現：株式会社 モリタエンジニアリング)設立

[現・連結子会社]

平成９年３月 株式会社 モリタ総合サービス設立[現・連結子会社]

平成９年４月 商号を株式会社 モリタに改称

平成12年４月 はしごの先端部が90度まで屈折する先端屈折はしご車を開発し、販売を開始

平成13年５月 宮田工業株式会社と資本業務提携契約を締結

平成13年７月 大阪・東京２本社制導入

平成13年10月 株式会社 モリタエコノスを吸収合併

平成14年４月 オート電子株式会社、株式会社近畿モリタ及び株式会社南関東モリタが合併し、株

式会社モリタテクノスに社名変更[現・連結子会社]

平成14年10月 期限切れの消火薬剤を肥料原料への再利用及び商用化に成功

平成15年10月 会社分割により、衛生車・塵芥車等の環境保全車両の製造・販売に特化した株式会

社 モリタエコノスを新設[現・連結子会社]

平成17年11月

平成18年３月

平成19年３月

中国・四川消防機械総廠に資本参加(現：四川森田消防装備製造有限公司)

新型高性能はしご車及び特殊災害対応車（ハズマット車）納入

従来の１７分の１の水量で消火を可能にした「MIRACLE CAFS CAR」を開発



３ 【事業の内容】 

当社の企業集団は、当社、子会社９社、関連会社４社で構成され、消防ポンプ車、消火器、防災設備、

環境衛生車輌、環境機器の製造販売及び環境プラントの設計・施工を主な内容として、さらに各事業に関

連する製品・部品の製造委託加工及びサービス等の事業活動を展開している。 

  

事業の内容と当社及び子会社、関連会社の当該事業における位置付けならびに事業の種類別セグメント

との関連は、次のとおりである。 

  

 
(注) 各事業ごとの会社数は、複数事業を含んでいる場合はそれぞれに含めている。 

  

企業集団の状況について事業系統図を示すと次のとおりである。 

  
 

  

事業の種類別 
セグメントの名称

売上区分 主要な会社

防災関連事業
消防ポンプ車 
消火器、消火設備、火報設備

当社、㈱モリタテクノス、㈱モリタ総合サ

ービス、㈱北海道モリタ、㈱モリタユージ

ー、㈱上野モリタ、四川森田消防装備製造

有限公司

その他４社

(計11社)

環境関連事業
環境プラント・産業機械、プレス機械装置
衛生車、塵芥車他環境衛生関係車輌

当社、㈱モリタエコノス

㈱モリタエンジニアリング

南京晨光森田環保科技有限公司

(計４社)



４ 【関係会社の状況】 

  

 
(注) １ 主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載している。 

２ 議決権の所有割合欄の(内書)は間接所有である。 

３ 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。 

４ 持分は、100分の50以下であるが、実質的に支配しているため子会社としている。 

５ 売上高(連結子会社相互間の内部売上高を除く)が連結売上高の10％を超える連結子会社の「主要な損益情報

等」は、次のとおりである。 

  

 
  

名称 住所
資本金

(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）

㈱モリタエコノス (注)５ 大阪府八尾市 1,000 環境関連 100

環境衛生車輌を製造・販売
している。なお、当社所有
の土地・建物等を賃借して
いる。 
役員の兼任等…有

㈱モリタテクノス 大阪府東大阪市 100 防災関連 100

消防車のオーバーホール、
電子制御機器の製造・販売 
当社より本社及び工場の土
地・建物等を賃借してい
る。 
役員の兼任等…有

㈱モリタ総合サービス 大阪市生野区 100 防災関連 100

当社防災機器の一部を製
造、販売している。なお、
当社所有の施設を賃借して
いる。また、当社より資金
援助を受けている。 
役員の兼任等…有

㈱モリタユージー 東京都千代田区 40 防災関連
100

(100)

消火器、消防設備等の製
造・販売 
役員の兼任等…有

㈱北海道モリタ (注)４ 札幌市東区 30 防災関連 50
当社防災機器製品の販売を
行っている。 
役員の兼任等…有

㈱モリタエンジニアリング 大阪府八尾市 30 環境関連
100

(100)

㈱モリタエコノスの特殊車
輌の下取り及び販売を行っ
ている。また、当社より資
金援助を受けている。 
役員の兼任等…有

㈱上野モリタ 三重県伊賀市 50 防災関連
100

(100)

消火薬剤のリサイクル及び
消火器の回収・解体。 
当社所有の施設を賃借して
いる。

(持分法適用関連会社）

㈱モリタ東洋 三重県伊賀市 50 防災関連 40
消防用各種自動車、特殊車
両の製缶部品の製造および
販売

南京晨光森田環保科技有限公司 中国 南京市 3,750千米ドル 環境関連 42
環境衛生車両および設備の
生産、開発および販売

四川森田消防装備製造有限公司 中国 四川省 80,640千元 防災関連
25

(25)

各種消防関係車両、消火設
備、消火薬剤の製造及び販
売

会社名
売上高
(百万円)

経常利益
(百万円)

当期純利益
(百万円)

純資産額 
(百万円)

総資産額 
(百万円)

㈱モリタエコノス 9,552 278 143 1,677 5,039



５ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成19年３月31日現在 

 
(注) １ 従業員数は就業人員である。 

２ 全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているも

のである。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成19年３月31日現在 

 
(注) １ 従業員数は就業人員である。 

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 

当社及び連結子会社と各社の労働組合との関係について、特記すべき事項はない。 

  

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

防災関連事業 695

環境関連事業 364

全社(共通) 71

合計 1,130

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)

585 40.45 15.17 5,862



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、企業収益の回復による設備投資の増加や雇用情勢にも改善が

見られるなど、景気は回復基調を辿ってまいりました。 

このような状況にあって、当社グループは、各事業部門において、懸命な営業活動を展開するととも

に原価低減、経費の削減による収益力の強化、グループの総合力の向上に努めてまいりました。 

しかしながら、当連結会計年度の業績は、消防ポンプ部門の高機能車等の売上台数の減少などの影響

が大きく、売上高は前年同期比3,821百万円減少し41,592百万円（8.4％減）となりました。利益につき

ましても、営業利益は、前年同期比1,153百万円減少し2,096百万円（35.4％減)、経常利益は、前年同

期比1,043百万円減少し2,376百万円（30.5％減)、当期純利益は前年同期比764百万円減少し、1,336百

万円（36.3％減）となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

①防災関連事業 

防災関連事業の売上高は、消防ポンプ部門において、はしご車、高所放水車等の売上台数の減少の影

響が大きく、前年同期比3,585百万円減少し、27,674百万円（11.4％減） となり、営業利益は1,530百

万円と前年同期比1,181百万円（43.5％減）の減益となりました。 

  

②環境関連事業 

環境関連事業の売上高は、14,519百万円と前年同期比203百万円 (1.3％減）の減収となりましたが、

ギロチンプレス、スクラッププレス等産業機械部門は好調に推移しており、営業利益は566百万円と前

期比29百万円（5.5％増) の増益となりました。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

営業活動によって得られたキャッシュ・フローは、前期と比較して1,078百万円減少し、3,597百万円

となりました。これは主に税金等調整前当期純利益2,500百万円、減価償却費890百万円、売上債権の減

少1,740百万円、仕入債務の増加792百万円などで資金が増加したことに対し、たな卸資産の増加546百

万円と法人税等の支払1,283百万円などで資金が減少したことによるものです。 

投資活動に使用されたキャッシュ・フローは、前期と比較して1,211百万円減少し、1,038百万円とな

りました。これは主に、有形固定資産の取得に1,107百万円、投資有価証券の取得、売却の収支による

334百万円の収入及び貸付による支出・回収の収支による151百万円の支出があったことによるもので

す。 

財務活動に使用されたキャッシュ・フローは、前期と比較して2,975百万円減少し、69百万円となり

ました。これは主に、長期借入金による収入5,000百万円の一方で、長期借入金の返済に3,818百万円、

自己株式の取得に692百万円、配当金の支払に459百万円使用したことによるものです。  

以上の結果、現金及び現金同等物の当期末残高は、前期末に比べて2,489百万円増加し、4,856百万円

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、次のとおりである。 

  

 
(注) １ セグメント間取引については、相殺消去している。 

２ 金額は販売価格で表示している。 

３ 上記金額には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、次のとおりである。 

  

 
(注) １ セグメント間取引については、相殺消去している。 

２ 金額は販売価格で表示している。 

３ 上記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、次のとおりである。 

  

 
(注) １ セグメント間取引については、相殺消去している。 

２ 上記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 生産高(百万円) 前年同期比(％)

防災関連 23,096 △15.9

環境関連 14,219 1.2

合計 37,316 △10.1

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(％)

防災関連 26,888 △8.4 2,603 △13.9

環境関連 15,705 7.2 5,234 37.3

合計 42,593 △3.2 7,838 14.6

事業の種類別セグメントの名称 販売高(百万円) 前年同期比(％)

防災関連 27,309 △11.6

環境関連 14,283 △1.6

合計 41,592 △8.4



３ 【対処すべき課題】 

(1) 売上の拡大 

① 市町村合併による広域化や補助金制度の変更により、主要顧客である自治体の消防ポンプ車整備計

画の見直し、変更により需要が顕在化しない状況が続いております。そこで当社は、この厳しい環境

を乗り切るべく、災害への備えとして、安心・安全の確保ができるよう、顧客の要望にこたえる製品

を開発し、需要を創造してまいります。 

まず、従来の17分の１の水量で消火可能な泡消火装置を開発いたしました。消火活動を根本的に変

える可能性のある画期的な製品と位置づけ、国内外で積極的な販売活動を行います。大地震発生時に

も、少ない水で効率的な消火活動が期待できます。また、マンション等の火災における消火活動の

際、問題となっている水損被害による二次災害防止に効果が期待されています。 

次に、従来の３倍の効率で人命救助ができる高性能はしご車等の製品を市場に投入してまいりま

す。ボデーを樹脂に変更することにより、軽量化を図るとともに、デザイン性の優れた車を開発して

まいります。 

② 国内の消防車市場は横ばいですが、中国を中心とする東南アジア市場、中近東市場は約３千台の年

間購入台数があり（国内市場の約３倍)、今後さらなる拡大が見込まれます。そこで当社は、代理店

網の拡大、生産拠点の確保（中国、ベトナム）を行い、海外市場の販売を拡大してまいります。 

③ 消火器部門では循環型社会の実現を目指し、不用消火器回収システム「サークル・モリタ・エコ」

の運用を開始し、消火薬剤の再消火剤化、肥料化及び容器の再資源化による廃消火器の再生利用を推

進してまいります。また、グループホーム火災を受け、その規制の強化に伴い、当社は簡易型消火装

置「スプリネックス」を積極的に販売してまいります。 

(2) 原価低減、販売管理費の削減 

最近のＩＴ技術の進歩は目覚しいものがあり、過去の生産情報の蓄積が容易にできるようになりま

した。さらに、平成20年４月の竣工予定の新工場では、顧客仕様のデータベースによる取り込みか

ら、発注、生産まで一貫した「革新的なモノづくり」によって、大幅な原価低減や販売管理費の削減

を実現してまいります。 

(3) 新規事業 

モリタは防災と環境をテーマに、既存事業に加え、新規事業を多角的に展開してまいります。防災

では火災後の消火対応から災害予防分野への進出を目指します。環境では、使用済み消火薬剤の肥料

化により、循環型ビジネスモデルを構築しましたが、その他の分野でも、循環型社会実現の技術分野

へ展開してまいります。 

  

４ 【事業等のリスク】 

当社グループは、当社、子会社９社、関連会社４社で構成され、消防ポンプ車、消火器、防災設備、環

境衛生車輌、環境機器の製造販売及び環境プラントの設計・施工を主な事業としております。 

売上高のうち、消防ポンプ部門の官公庁向け売上高の占める割合が高いこと等から、当社グループの業

績は、上半期より下半期に偏る傾向があります。 

前連結会計年度及び当連結会計年度における上半期、下半期の経営成績は以下のとおりです。 
  

 
  

項目

前連結会計年度 当連結会計年度

上半期 下半期 上半期 下半期

金額 

(百万円)
比率(％)

金額 

(百万円)
比率(％)

金額 

(百万円)
比率(％)

金額 

(百万円)
比率(％)

売上高 16,516 36.3 28,897 63.6 15,246 36.6 26,345 63.3

営業利益 538 16.5 2,711 83.4 71 3.4 2,024 96.5

経常利益 588 17.2 2,830 82.7 183 7.7 2,193 92.2



５ 【経営上の重要な契約等】 

該当事項なし。 

  

６ 【研究開発活動】 

当社及び連結子会社の研究開発活動は、主に防災事業分野と環境事業分野の研究並びに業容の拡大を目

的とした新規事業分野の研究に区分されます。また、長期的成長の基礎的研究や事業戦略上急務となって

いる研究課題にも取り組んでおります。 

当連結会計年度における当社及び連結子会社の研究開発費の総額は、845百万円であり、各事業分野の

研究成果及び研究開発費は次のとおりであります。  

まず、防災事業分野におきましては、当社の主力製品である、はしご車の開発において、はしごの伸縮

スピードアップを実現した軽量・高性能はしご車を開発しております。これにより、より効率的な人命救

助を可能とし、大型災害での有効性を確立して大きな需要を見込んでおります。また、優れた消火性能と

環境特性を併せもった新型消火薬剤によるまったく新しい消火システム「Miracle CAFS」を開発いたしま

した。これは、従来の水のみの消火活動に比較して17分の１の水量での消火を可能とし、震災時など防火

用水の水源確保が困難な場合の効率的な消火活動やマンション火災等の消火時の水損による二次災害を最

小限に食い止めることを可能といたしました。さらに、コンビナート石油タンク火災に有効な大容量泡放

射システムの開発にも取り組んでおり、石油備蓄基地や化学工場での大規模火災に備え、消防現場の新た

な機材として期待されております。その他、自然災害やテロなどの大規模災害によって、大量の遺体が発

生した場合の緊急対策として、電源等が確保できない条件下での遺体腐敗の遅延・臭気の抑制を目的とす

るシステムも開発しております。  

また、基礎的研究として、廃消火器回収システム「サークル・モリタ・エコ」の運用により回収された

廃棄消火薬剤を地球温暖化ガス抑制に生かす技術の研究を進めており、同研究は、帯広畜産大学と共同で

行っております。さらに、ガソリン等引火性液体から発生する可燃性蒸気の爆発抑制技術を確立すべく、

九州大学や愛知県警とも基礎的共同研究を進めており、なかでも、ガソリンの気化挙動の把握、着火性の

検証などは国内初の取組みであります。これら防災事業分野にかかる研究開発費は、725百万円でありま

す。 

次に、環境事業分野におきましては、環境プラント・機器の開発において、自動車リサイクル法による

需要と鉄鋼業界のヘビースクラップ処理にかかる需要に応えるため、処理能力、メンテナンス性の向上及

び低振動化を図った新型シュレッダーのラインアップ化を実施しております。さらに、イタリアに拠点を

置く選別機メーカーSGM社と製造・販売に関する提携契約を締結し、シュレッダーによる破砕後の非鉄選

別、ギロチンダスト選別システムの販売に取り組んでおります。その他、お客さまの立場に立った技術革

新の一環として、機械の稼働・運用状況をオペレータ又は管理者へ無線にてリアルタイムに情報提供する

システムを開発し、各種スクラップ処理機械への搭載を進めております。スクラップ切断機においても、

処理能力の高速化と環境への配慮を満たす高機能、高性能な製品の開発を進め、市場のニーズに応えてお

ります。 

また、環境保全車輌の開発においては、積込量の確認を作業現場でスムーズかつリアルタイムに行え、

集積したデータをシステム運用に利用できる計量装置を中型ダンプ式塵芥車に搭載するとともに、大型車

への展開を推進いたしました。これにより、「重量計付塵芥車」のプレス式、回転ダンプ式の両シリーズ

でのラインアップを充実いたしました。さらに、ニーズの多様化と車両寿命の長期化に応えるため、小型

プレス式塵芥車の耐久性、作業効率性の向上を推進するため、積込機構や排出機構などの主要な構成部品

の強化を図り、荷箱ボディー容積の拡大を推進しております。これら環境事業分野にかかる研究開発費

は、119百万円であります。  

防災・環境両分野とも取り巻く環境は業界の動向も含めてめまぐるしく変化しておりますので、この動

向をいち早く捉え、新製品・新技術を他社に先駆けて開発できる体制を今後も整えてまいります。 

  



７ 【財政状態及び経営成績の分析】 

当連結会計年度の経営成績の分析 

① 概要 

当連結会計年度の業績は、売上高は前年同期比3,821百万円減少し、41,592百万円（8.4％減）とな

りました。利益につきましては、消防ポンプ部門の高機能車等の売上台数の減少などの影響が大き

く、営業利益は、前年同期比1,153百万円減少し2,096百万円（35.4％減)、経常利益は、前年同期比

1,043百万円減少し2,376百万円（30.5％減)、当期純利益は前年同期比764百万円減少し、1,336百万

円（36.3％減）となりました。 

  

② 売上高 

売上高は、前連結会計年度に比べ3,821百万円（8.4％）減の41,592百万円となりました。 

また、受注高は、前連結会計年度に比べ1,411百万円（3.2％）減の42,593百万円となりました。 

防災関連事業の売上高は、消防ポンプ部門におけるはしご車、高所放水車等の売上台数の減少の影響

が大きく、前連結会計年度に比べ、3,585百万円減少し、27,674百万円（11.4％減）となりました。

環境関連事業の売上高は、14,519百万円と前連結会計年度に比べ、203百万円（1.3％減）の減収とな

りましたが、ギロチンプレス、スクラッププレス等産業機械部門は好調に推移しており、営業利益で

は増益となりました。 

  

③ 販管費・営業利益・経常利益 

販売費及び一般管理費は、前連結会計年度に比べ、31百万円（0.3％）減の8,441百万円となりまし

た。 

一般管理費及び製造費用に含まれる研究開発費は、前連結会計年度とほぼ同額の、845百万円とな

りました。 

営業利益は、前連結会計年度の3,249百万円に対し、1,153百万円（35.4％）減の2,096百万円とな

りました。 

防災関連事業の営業利益は、前述しました消防ポンプ部門のはしご車、高所放水車等の売上台数の

減少の影響が大きく、前連結会計年度の2,712百万円に対し、1,181百万円（43.5％）減の1,530百万

円となりました。 

一方、環境関連事業の営業利益は、ギロチンプレス、スクラッププレス等産業機械部門が好調に推

移したことにより、前連結会計年度の536百万円から29百万円（5.5％）増の566百万円となりまし

た。 

営業外収支は、持分法による投資利益の増加等により、前連結会計年度から110百万円改善いたし

ました。 

以上の結果、経常利益は1,043百万円（30.5％）減の2,376百万円となり、売上高経常利益率は

5.7％（前連結会計年度7.5％）となりました。 

特別損益におきましては、投資有価証券売却益がありました一方で、関係会社株式評価損の計上等

により、特別利益から特別損失を差し引いた純額は、124百万円の収益計上となりました。 

  

④ 当期純利益 

以上の結果、税金等調整前当期純利益は2,500百万円となり、法人税、住民税及び事業税や法人税

等調整額と少数株主利益を差し引いた当期純利益は前連結会計年度の2,101百万円から764百万円

（36.3％）減の1,336百万円となりました。１株当たり当期純利益は、前連結会計年度の45円60銭に

対し、31円04銭となりました。 

  



資本の財源及び資金の流動性についての分析 

① キャッシュ・フロー 

営業活動によって得られたキャッシュ・フローは、前期と比較して1,078百万円減少し、3,597百万

円となりました。これは主に税金等調整前当期純利益2,500百万円、減価償却費890百万円、売上債権

の減少1,740百万円、仕入債務の増加792百万円などで資金が増加したことに対し、たな卸資産の増加

546百万円と法人税等の支払1,283百万円などで資金が減少したことによるものです。 

投資活動に使用されたキャッシュ・フローは、前期と比較して1,211百万円減少し、1,038百万円と

なりました。これは主に、有形固定資産の取得に1,107百万円、投資有価証券の取得、売却の収支に

よる334百万円の収入及び貸付による支出・回収の収支による151百万円の支出があったことによるも

のです。 

財務活動に使用されたキャッシュ・フローは、前期と比較して2,975百万円減少し、69百万円とな

りました。これは主に、長期借入金による収入5,000百万円の一方で、長期借入金の返済に3,818百万

円、自己株式の取得に692百万円、配当金の支払に459百万円使用したことによるものです。  

以上の結果、現金及び現金同等物の当期末残高は、前期末に比べて2,489百万円増加し、4,856百万

円となりました。 

  

② 財務政策 

当社グループは、運転資金及び設備投資資金については、内部資金または借入により資金調達する

こととしております。借入による資金調達に関しては、運転資金については短期借入金で調達してお

り、生産設備などの長期資金は、固定金利の長期借入金で調達しております。 

平成19年３月末現在、短期借入金の残高は200百万円、１年以内返済予定の長期借入金2,088百万

円、長期借入金5,024百万円となっております。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【設備投資等の概要】 

当社グループの設備投資については、生産の合理化及び営業基礎の拡充を図るため、必要な設備投資を

実施している。 

当連結会計年度の設備投資については、生産設備の合理化など総額1,298百万円の設備投資を実施し

た。なお、生産能力に重大な影響を及ぼすような事項はない。 

事業の種類別セグメントの設備投資について示すと、次のとおりである。 

① 防災関連事業 

消防ポンプ部門の生産性の向上を図るため、兵庫県三田市における新工場建設の投資を中心として、

総額1,048百万円の投資を行った。 

② 環境関連事業 

環境衛生車輌の生産設備の合理化を行うなど総額249百万円の投資を行った。 

  



２ 【主要な設備の状況】 

(1) 提出会社 

平成19年３月31日現在 

 
(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれていない。 

２ 帳簿価額には、建設仮勘定の金額は含んでいない。 

３ 土地の[ ]内の数字は連結会社以外からの賃借中のもので外書である。 

４ 土地の< >内の数字は連結会社以外への賃貸中のもので内書である。 

５ 現在休止中の主要な設備はない。 

６ 上記のほか連結会社以外からの主要な賃借設備の内容は、下記のとおりである。 

  

 
  

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

(面積千㎡)
工具器具
備品

合計

一般車工場 
(大阪市生野区)

防災関連
消防ポンプ車 
生産設備 517 152

3,040
(13)
[2]

70 3,781 173

八尾倉庫 
(大阪府八尾市)

防災関連 資材置場 3 ―
603
(7) ― 607 ―

八尾工場 
(大阪府八尾市)

環境関連
環境車 
生産設備 532 ―

3,034
(29) ― 3,567 8

枚岡工場 
(大阪府東大阪市)

防災関連
消防ポンプ車 
整備設備 175 30

1,693
(9) 3 1,902 ―

特装車工場 
(兵庫県三田市)

防災関連
消防ポンプ車 
生産設備 546 80

2,429
(19) 30 3,086 103

上野工場 
(三重県伊賀市)

防災関連 生産設備 770 125 ― 8 904 6

船橋工場 
(千葉県船橋市)

環境関連 環境機器生産設備 391 356
1,184
(28)
<8>

28 1,960 61

防災関連
消防ポンプ車 
整備設備 64 3

165
(5) ― 234 ―

髙井田工場 
(大阪府東大阪市)

防災関連 生産設備 179 3
1,040

(5) ― 1,223 ―

本社・大阪支店 
(大阪市生野区)

販売業務 販売設備 352 33
430
(1) 81 897 95

東京本社 
(東京都港区) 
他１営業所

販売業務 販売設備 332 0
855
(0) 25 1,214 83

東京支店 
(東京都江東区) 
その他

環境関連 販売設備 387 ―
2,049
(18) ― 2,437 ―

仙台支店 
(仙台市宮城野区)

販売業務 販売設備 46 ―
105
(0) 0 152 8

名古屋支店 
(名古屋市中区)

販売業務 販売設備 75 0
187
(0) 1 265 18

福岡支店 
(福岡市博多区)

販売業務 販売設備 31 0
110
(0) 1 143 16

富山営業所 
(富山県富山市)

販売業務 販売設備 12 ―
262
(0) 0 274 4

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 台数 リース期間
年間リース料 
(百万円)

リース契約
残高(百万円)

本社 
(大阪市生野区)

防災関連
ERP関連
ソフトウェア

一式
平成13年10月～
平成19年５月 2 0



(2) 国内子会社 

平成19年３月31日現在 

 
(注) １ 帳簿価額には、建設仮勘定の金額は含んでいない。 

２ 上記のほか連結会社以外への主要な賃貸設備の内容は、下記のとおりである。 

  

 
  

３ 【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 重要な設備の新設等 

  

 
  

(2) 重要な設備の除却等 

該当事項なし。 

  

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
(面積千㎡)

その他 合計

㈱モリタエ
コノス

本社・本社工場 
(大阪府八尾市)

環境関連
環境車 
生産設備 ― 222 ― 78 300 271

㈱モリタテ
クノス

本社 
(大阪府 
東大阪市)

防災関連
消防ポンプ車 
整備設備 2 3 ― 7 13 109

㈱モリタ総
合サービス

本社・本社工場 
(大阪市生野区)

防災関連
消防ポンプ車 
生産設備 5 12

303
(19) 16 336 30

㈱北海道モ
リタ

本社 
(札幌市東区)

防災関連
消防ポンプ車 
生産設備 72 23

444
(5) 2 542 51

㈱モリタエ
ンジニアリ
ング

本社 
(大阪府八尾市)

環境関連 販売設備 0 208 ― 11 220 13

㈱モリタユ
ージー

本社 
(東京都 
千代田区)

防災関連
消火器 
生産設備 7 21 ― 8 37 63

㈱上野モリ
タ

本社 
(三重県伊賀市)

防災関連 生産設備 ― 4 ― 0 5 8

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 台数 リース期間

年間リース料 
(百万円)

リース契約
残高(百万円)

㈱モリタエ
ンジニアリ
ング

本社 
(大阪府八尾市)

環境関連 車輌 47台
平成13年９月～
平成24年３月 64 150

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

投資予定額

資金調達方法 着手年月
完成予定
年月

完成後の
増加能力総額

(百万円)
既支払額
(百万円)

提出
会社

三田工場(仮） 
(兵庫県三田市)

防災関連
消防車の
生 産・整
備設備

5,000 2,243 自己資金
平成16年
12月

平成20年 
３月

４工場集
約による
生産性の
向上



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】 

  

 
  

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 180,000,000

計 180,000,000

種類
事業年度末現在 
発行数(株) 

(平成19年３月31日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成19年６月28日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容

普通株式 46,918,542 46,918,542

東京証券取引所
市場第一部 
大阪証券取引所 
市場第一部

―

計 46,918,542 46,918,542 ― ―



(2) 【新株予約権等の状況】 

新株予約権   平成13年改正旧商法第２８０条ノ２０および第２８０条ノ２１の規定に基づき 

           発行した新株予約権は、次のとおりであります。 
          

 
(注) １ 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株である。 

２ 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整によ

り生ずる１円未満の端数は切り上げる。 
  

   
  また、時価を下回る価額で、新株式を発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使を除く。)

は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 
  

   
  なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する普通株式にか

かる自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己

株式数」に読み替えるものとする。 
  

株主総会の特別決議日(平成16年６月29日)

事業年度末現在
(平成19年３月31日)

提出日の前月末現在 
(平成19年５月31日)

新株予約権の数(個)   1,566(注)１ 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 1,566,000 同左

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり658円(注)２ 同左

新株予約権の行使期間
平成18年７月１日～
平成23年６月30日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  658円
資本組入額 329円

同左

新株予約権の行使の条件

新株予約権を付与された者
は、権利行使時においても当
社並びに子会社の取締役、監
査役、執行役員及び従業員
(顧問含む)であることを要す
る。ただし、権利行使期間中
に当該地位を喪失した場合で
も喪失後１年間に限り、権利
行使を認めるものとする。 
新株予約権を付与された者
が、権利行使期間中に死亡し
た場合は、同時に権利を失効
するものとする。 
その他の条件については、当
社と新株予約権の割当を受け
た者との間で締結する契約に
定めるところによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するとき
は、当社取締役会の承認を要
するものとする。

同左

代用払込みに関する事項 ――― ―――

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

――― ―――

調整後 
払込金額

＝
調整前 
払込金額

×
１

分割(または併合)の比率

既発行 
株式数

＋
新規発行株式数×１株当たりの払込金額

調整後 
払込金額

＝
調整前 
払込金額

×
新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行による増加株式数



(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

 
(注) １ その他資本剰余金への振替による資本準備金の減少及び自己株式消却に伴う発行済株式総数の減少 

２ 平成15年６月27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。 

  

(4) 【所有者別状況】 

平成19年３月31日現在 

 
(注) １ 自己株式4,266,764株は「個人その他」に4,266単元及び「単元未満株式の状況」に764株含めて記載してい

る。なお、自己株式4,266,764株は株主名簿記載上の株式数であり、平成19年３月31日現在の実保有残高も

4,266,764株である。 

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

  

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
 

(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14年４月１日 
 平成15年３月31日 
(注)１

△917 46,918 ― 4,746 △500 4,138

平成15年４月１日 
 平成16年３月31日 
(注)２

― 46,918 ― 4,746 △2,500 1,638

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)

― 41 27 149 50 ― 4,786 5,053 ―

所有株式数 
(単元)

― 17,716 201 2,877 3,699 ― 21,806 46,299 619,542

所有株式数 
の割合(％)

― 38.26 0.43 6.21 7.98 ― 47.09 100.00 ―



(5) 【大株主の状況】 

平成19年３月31日現在 

 
(注) １ 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりである。 

  住友信託銀行株式会社116千株 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社895千株 

２ 自己株式4,266千株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合9.09％)は議決権がないため、上記の大株主

から除外している。 

  

(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成19年３月31日現在 

 
(注) １ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、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

ております。 

２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式764株が含まれております。 

  

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(％)

第一生命保険相互会社 東京都千代田区有楽町１丁目13番１号 3,265 6.95

住友信託銀行株式会社 大阪市中央区北浜４丁目５番33号 2,218 4.72

株式会社みずほコーポレート 
銀行

東京都千代田区丸の内１丁目３番３号 2,107 4.49

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 2,055 4.38

モリタ取引先持株会 大阪市生野区小路東５丁目５番20号 2,031 4.33

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１丁目１番２号 2,007 4.27

ドレスナーバンクエージーフラ
ンクフルトエクイティーズカス
タマーズアカウント 
(常任代理人 株式会社三菱東
京ＵＦＪ銀行)

JURGEN-PONTO-PLATZ 1, D-60301
FRANKFURT/MAIN, GERMANY

(東京都千代田区丸の内２丁目７番１号)

1,710 3.64

モリタ従業員持株会 大阪市生野区小路東５丁目５番20号 1,097 2.33

宮田工業株式会社 神奈川県茅ヶ崎市下町屋１丁目１番１号 900 1.91

日本トラスティ・サービス 
信託銀行株式会社

東京都中央区晴海１丁目８番11号 895 1.90

計 ― 18,288 38.97

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 
       4,266,000

              ―  
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

42,033,000
42,033 同上

単元未満株式
普通株式

619,542
              ―   同上

発行済株式総数 46,918,542               ―                                 ―  

総株主の議決権                ―   42,033                               ―  



② 【自己株式等】 

平成19年３月31日現在 

 
  

(7) 【ストックオプション制度の内容】 

当社は、自己株式取得方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法

第210条ノ２の規定に基づき、当社が自己株式を買い付ける方法により、平成12年６月29日第67回定時

株主総会終結時に在任する取締役及び従業員の一部に対して付与することを平成12年６月29日の定時株

主総会において決議されたものであります。 

当該制度の内容は次のとおりであります。 

  

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) 
㈱モリタ

大阪市生野区小路東５丁目
５番20号

4,266,000 ― 4,266,000 9.09

計 ― 4,266,000 ― 4,266,000 9.09

決議年月日 平成12年６月29日

付与対象者の区分及び人数(名)
取締役13名 

従業員49名

株式の種類 普通株式

株式の数(株)

取締役について290,000株を上限とする。(１人５千株から35千株ま

での範囲) 

従業員について260,000株を上限とする。(１人５千株から10千株ま

での範囲)

譲渡価額(円) 308円

権利行使期間 平成14年７月１日～平成19年６月30日

権利行使についての条件

権利を付与された者は、権利行使時においても当社の取締役または

従業員であることを要する。ただし、権利行使期間中に当該地位を

喪失した場合でも喪失後１年間に限り、権利行使を認めるものとす

る。 

権利を付与された者が、権利行使期間中に死亡した場合は、同時に

権利を失効するものとする。 

権利の譲渡、質入は認めない。

代用払込みに関する事項 ―――

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に 

関する事項
―――



また、当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しています。 

当該制度は、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、当社並びに子会社の

取締役、監査役、執行役員及び従業員(顧問含む)のうち当社の取締役会が認めた者に対して特に有利な

条件をもって新株予約権を発行することを平成16年６月29日の定時株主総会において特別決議されたも

のであります。 

当該制度の内容は、次のとおりであります。 

  

 
(注) １ 当社が株式分割または株式併合を行なう場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとしま

す。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株 

式の数についてのみ行なわれ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとしま

す。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割(または併合)の比率 

  

決議年月日 平成16年６月29日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役９、当社監査役４、当社執行役員４、 

子会社取締役18、子会社監査役４、子会社執行役員３、 

当社従業員388、子会社従業員316

新株予約権の目的となる株式の種類 「(２) 新株予約権の状況」に記載

株式の数(株) 同上

新株予約権の行使時の払込金額(円) 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 同上

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に 

関する事項
同上



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】 

  

 
  
  

 
  

 
  

  

【株式の種類等】 旧商法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会社法第165条第2項の

規定による定款の定めに基づく取締役会決議並びに旧商法第221条第6項及び会社法

第155条第7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

区分 株式数(株) 価額の総額(千円)

取締役会(平成18年3月17日)での決議状況 
(取得期間18年4月1日～18年6月20日)

500,000 500,000

当事業年度前における取得自己株式            ―            ― 

当事業年度における取得自己株式 361,000 316,687

残存決議株式の総数及び価額の総額 139,000 183,313

当事業年度の末日現在の未行使割合(％) 27.8 36.6

当期間における取得自己株式            ―            ―

提出日現在の未行使割合(％) 27.8 36.6

区分 株式数(株) 価額の総額(千円)

取締役会(平成18年6月29日)での決議状況 
(取得期間18年7月3日～19年3月20日)

1,500,000 1,500,000

当事業年度前における取得自己株式 ― ―

当事業年度における取得自己株式 752,000 456,659

残存授権株式の総数及び価額の総額 748,000 1,043,341

当事業年度の末日現在の未行使割合(％) 49.8 69.5

当期間における取得自己株式 ― ―

提出日現在の未行使割合(％) 49.8 69.5

区分 株式数(株) 価額の総額(千円)

取締役会(平成19年3月15日)での決議状況 
(取得期間19年4月2日～19年6月20日)

500,000 500,000

当事業年度前における取得自己株式 ― ―

当事業年度における取得自己株式 ― ―

残存決議株式の総数及び価額の総額 ― ―

当事業年度の末日現在の未行使割合(％) ― ―

当期間における取得自己株式 61,000 38,937

提出日現在の未行使割合(％) 87.8 92.2



(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】 

  

 
（注）当期間における取得自己株式には、平成19年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未  

    満株式の買取による株式数は含まれておりません。 

  

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

  

 

（注）１．当事業年度の「その他」の内訳は、単元未満株式の買増請求による売渡（株式数4,530 

      株、処分価額の総額2,937千円）及びストック・オプションの権利行使（株式数 

      152,000株、処分価額の総額100,016千円）であります。 

   ２．当期間における保有自己株式数には、平成19年6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及び買増請求による売渡並びにストック・オプションの権利行使の 

      株式数は含まれておりません。 

  

区分 株式数(株) 価額の総額(千円)

当事業年度における取得自己株式 28,883 21,821

当期間における取得自己株式（注） 2,006 1,324

区分

当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額

(千円)
株式数(株)

処分価額の総額 
(千円)

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(注)１ 156,530 102,953 ― ―

保有自己株式数 4,266,764 ― 4,329,770 ―



３ 【配当政策】 

当社の利益配分に関する基本方針は、「会社は株主のもの」という視点に立ち、財務体質と企業基盤の

強化を図りつつ、「安定的な配当の継続及び向上」に加え、株主の期待に沿えるよう連結純利益額の状況

に応じて配当額の向上を進め積極的な利益還元を行ってまいります。 

当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年２回を基本方針としております。配当の決定機関

は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。当事業年度の期末配当金につきましては、普

通配当５円に創業100周年記念配当10円を実施し、中間配当金５円と合わせて１株につき年間20円として

おります。 

内部留保金につきましては、長期的展望に立った新規事業投資及び経営体質の効率化、省力化投資など

将来の企業価値増大のための投資を優先した長期的視点での資金需要に備えることとしております。 

  

(注) なお当社は中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。 

基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は以下のとおりであります。 

 
  

４ 【株価の推移】 

(1) 【 近５年間の事業年度別 高・ 低株価】 

  

 
(注) 株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものである。 

  

(2) 【 近６月間の月別 高・ 低株価】 

  

 
(注) 株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものである。 

  

決議年月日 配当金の総額(百万円) １株当たり配当額(円)

平成18年10月30日 取締役会決議 216  5

平成19年６月28日 株主総会決議 639 15

回次 第70期 第71期 第72期 第73期 第74期

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月

高(円) 424 415 709 995 970

低(円) 269 291 365 590 500

月別
平成18年 
10月

11月 12月
平成19年
１月

２月 ３月

高(円) 791 641 667 730 740 731

低(円) 605 500 541 654 641 651



５ 【役員の状況】 

  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(千株)

代表取締役 
会長

― 新 村 鋭 男 昭和11年８月８日生

昭和34年４月 山一證券㈱入社

 
(注)1 137

平成２年５月 同社代表取締役副社長

平成３年５月 山一情報システム㈱代表取締役社

長

平成10年２月 日本フィッツ㈱代表取締役社長

平成10年５月 当社顧問

平成10年６月 当社取締役

平成11年６月 当社代表取締役社長

平成14年７月 当社代表取締役会長(現在)

平成16年６月 ㈱モリタテクノス代表取締役会長

(現在)

代表取締役 
社長

― 中 島 正 博 昭和25年２月３日生

昭和47年３月 当社入社

(注)1 46
平成15年４月 当社執行役員

平成16年６月 当社取締役

平成18年６月 当社代表取締役社長(現在)

取締役 
副社長

ポンプ生産 
本部長

生 地 雅 昭 昭和20年４月11日生

昭和43年４月 松下精工㈱(現 松下エコシステム

ズ㈱)入社

(注)1 8

平成14年６月 同社取締役副社長

平成17年９月 当社特別顧問

平成18年４月 当社副社長執行役員

平成18年６月  当社取締役副社長(現在)

平成19年４月  当社ポンプ生産本部長、新工場建設

プロジェクト委員長（現在）

常務取締役
ポンプ開発 
本部担当

村 井 直 行 昭和26年１月10日生

昭和48年３月 当社入社

(注)1 44
平成10年６月 当社取締役

平成15年４月  当社常務取締役(現在)

平成19年４月 当社ポンプ開発本部担当（現在）

常務取締役

ポンプ 
生産本部 
副本部長 
調達部長 

一般車工場長

浅 田 栄 治 昭和28年12月８日生

昭和52年３月 当社入社

(注)1 16

平成14年６月 当社取締役

平成15年７月 当社常務取締役(現在)

平成19年４月 当社ポンプ生産本部副本部長・

調達部長・一般車工場長 

（現在）

常務取締役
ポンプ 

営業本部長
前 畠 幸 広 昭和25年８月22日生

昭和48年３月 当社入社

(注)1 11
平成15年４月 当社執行役員
平成15年６月 当社取締役
平成16年６月 当社常務取締役(現在)

平成19年６月  当社ポンプ営業本部長（現在）

常務取締役
管理サービス 

本部長
中 田 和 彦 昭和22年11月５日生

昭和45年４月 鐘紡㈱入社

(注)1 39

平成10年６月 ㈱モリタエコノス取締役
平成11年６月 同社常務取締役
平成13年10月 当社取締役

平成18年７月  当社常務取締役(現在)

平成19年４月 当社管理サービス本部長（現在）

取締役
環境事業 
本部長

北 村 賢 一 昭和25年11月24日生

昭和48年４月 手塚興産㈱入社

(注)1 11

平成４年７月 ㈱森田ポンプサービスセンター入
社

平成16年５月 当社執行役員
平成16年５月 当社環境事業本部長(現在)
平成18年６月 当社取締役(現在)

取締役
防災事業 
本部長 

 
土 谷 和 博 昭和24年７月30日生

昭和47年４月 山一證券㈱入社

(注)1 2

平成９年６月 同社取締役
平成10年４月 日本フィッツ㈱入社
平成11年10月 当社入社
平成14年３月 オリエント証券㈱入社
平成16年２月 フィッチ・レーティングス社入社
平成17年４月 当社入社、執行役員
平成18年４月 当社防災事業本部長(現在)
平成18年６月 当社取締役(現在)



 
 (注)1.平成１９年６月２８日開催の定時株主総会から１年であります。 

2.平成１９年６月２８日開催の定時株主総会から４年であります。 

3.監査役 広瀬 郷、松村和宜は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(千株)

常勤監査役 ― 広 瀬   郷 昭和23年２月20日生
昭和47年４月 第一生命保険(相)入社

(注)2 5平成13年４月 同社大阪特別法人部長
平成15年６月 当社常勤監査役(現在)

常勤監査役 ― 西 田 一 成 昭和19年11月19日生

昭和42年３月 当社入社

(注)2 31
平成12年６月 当社執行役員
平成15年７月 当社常務執行役員
平成16年６月 当社常勤監査役(現在)

監査役 ― 松 村 和 宜 昭和22年１月２日生
昭和48年４月 弁護士登録(現在)

(注)2 14昭和54年９月 曽根崎法律事務所共同経営(現在)
平成元年６月 当社監査役(現在)

監査役 ― 柴 田 正 興 昭和21年４月７日生

昭和44年４月 ㈱富士銀行(現 ㈱みずほ銀行）入
行

(注)2 50

平成10年４月 同行本店審議役

平成10年５月  当社顧問

平成10年６月  当社取締役

平成14年６月  当社常務取締役

平成16年９月  当社専務取締役

平成19年４月  当社顧問

平成19年６月  当社監査役(現在)

計 415



６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】 

コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方 

当社は法令を遵守し、経営の効率性、透明性を向上させ、株主の立場に立って企業価値を最大化する

ことをコーポレート・ガバナンスの基本的な方針、目的としています。 

(1) 会社の機関の内容、内部統制システムの整備及びリスク管理体制の整備の状況 

・当社は監査役制度を採用しており、監査役会は社外監査役３名を含んだ４名で構成され、取締役会な

どの重要会議に出席し、取締役の業務執行を監査しております。あわせて、内部統制の仕組みとして

は、監査室(３名)を設置し、業務監査を実施しております。 

・取締役の経営責任を明確にし経営体質の強化を図るため、取締役の任期を１年にしております。 

・取締役会を20回開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執

行状況を監査しております。 

・業務執行・監視の仕組み、内部統制の仕組みは以下の通りです。 

  

 

  

・平成12年６月より執行役員制度を導入しており、各事業執行部門への権限委譲による役割の明確化を

はかっております。 

・コンプライアンス全体を統括する組織として社長直轄で法務室を設置し、全役職員がそれぞれの立場

でコンプライアンスを自らの問題として捉え、業務にあたるよう指導しております。 

・法律問題につきましては、顧問契約を締結している法律事務所があり必要に応じて専門的な助言を仰

いでおります。 

・会計監査人は太陽ＡＳＧ監査法人を選任し、監査契約を結んでおります。なお、業務を執行した公認

会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成については以下のとおりであります。 

 業務を執行した公認会計士の氏名 

代表社員 業務執行社員：新村 実 

代表社員 業務執行社員：小笠原 直 

会計監査業務に係る補助者の構成  公認会計士 ４名、会計士補 ２名、その他 ３名 

・社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係の概要 

社外監査役との人的関係、資本的関係あるいは取引関係その他利害関係はありません。 

  

(2) 役員報酬及び監査報酬の内容 

 
（注）上記の支給総額には当期中に役員賞与引当金として費用処理した79百万円（取締役76百万円、監査役２百

万円）及び役員退職引当金として費用処理した64百万円（取締役59百万円、監査役４百万円）を含んでお

ります。 

 
  

役員報酬 取締役に対する報酬 320百万円

監査役に対する報酬 34百万円

監査報酬 公認会計士法第２条第１項の業務(監査証明業務)に

基づく報酬 14百万円

上記以外の報酬はありません。



(3) 取締役の定数 

当社の取締役の定数は15名以内とする旨定款に定めております。 

  

(4) 取締役の選任の決議要件 

取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が

出席し、その議決権の過半数をもって行うこととしております。なお、取締役の選任決議は、累積投

票によらないこととしております。 

  

(5) 自己の株式の取得の決定機関 

当社は、会社法165条第２項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式

を取得することができる旨定款に定めております。これは自己の株式の取得を取締役会の権限とする

ことにより、機動的な資本政策を可能にすることを目的とするものであります。 

  

(6) 株主総会の特別決議要件 

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使すること

ができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行

う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株

主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。 

  



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17年４月１日から平成18年３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18年４月１日から平成19年３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いる。 

  

(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17年４月１日から平成18年３月31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18年４月１日から平成19年３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17年４月１日から平成18年３月

31日まで)及び前事業年度(平成17年４月１日から平成18年３月31日まで)並びに当連結会計年度(平成18年

４月１日から平成19年３月31日まで)及び当事業年度(平成18年４月１日から平成19年３月31日まで)の連

結財務諸表及び財務諸表について、太陽ＡＳＧ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18年３月31日)
当連結会計年度 

(平成19年３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
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 2,366 4,856

 ２ 受取手形及び売掛金 ※６ 13,932 12,822

 ３ たな卸資産 4,993 5,540

 ４ 繰延税金資産 493 479

 ５ その他 637 639

   貸倒引当金 △39 △42

   流動資産合計 22,384 38.2 24,294 41.0

Ⅱ 固定資産

 (1) 有形固定資産 ※１

  １ 建物及び構築物 5,151 4,867

  ２ 機械装置及び運搬具 1,398 1,265

  ３ 土地
※３ 
※４

19,865 19,865

  ４ 建設仮勘定 15 832

  ５ その他 456 378

   有形固定資産合計 26,887 45.8 27,211 45.9

 (2) 無形固定資産 185 0.3 161 0.2

 (3) 投資その他の資産

  １ 投資有価証券 ※２ 8,213 6,480

  ２ 繰延税金資産 255 276

  ３ その他 ※２ 1,335 1,289

    貸倒引当金 △673 △547

   投資その他の資産合計 9,131 15.5 7,498 12.6

   固定資産合計 36,205 61.7 34,871 58.9

   資産合計 58,590 100.0 59,165 100.0



前連結会計年度
(平成18年３月31日)

当連結会計年度 
(平成19年３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
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形及び買掛金 ※６ 11,027 11,658

 ２ 短期借入金 ※４ 300 200

 ３ 一年以内返済予定の 
   長期借入金

3,818 2,088

 ４ 未払法人税等 982 661

 ５ 賞与引当金 691 679

 ６ 役員賞与引当金 ― 113

 ７ その他 2,065 2,847

   流動負債合計 18,884 32.2 18,248 30.8

Ⅱ 固定負債

 １ 長期借入金 2,112 5,024

 ２ 繰延税金負債 2,023 1,311

 ３ 退職給付引当金 669 593

 ４ 役員退職引当金 342 422

 ５ 債務保証損失引当金 19 ―

 ６ 再評価に係る 
   繰延税金負債

※３ 3,323 3,323

 ７ その他 275 273

   固定負債合計 8,765 14.9 10,947 18.5

   負債合計 27,650 47.1 29,195 49.3

(少数株主持分)

  少数株主持分 280 0.4 ― ―

(資本の部)

Ⅰ 資本金 4,746 8.1 ― ―

Ⅱ 資本剰余金 4,346 7.4 ― ―

Ⅲ 利益剰余金 20,336 34.7 ― ―

Ⅳ 土地再評価差額金 ※３ △4 △0.0 ― ―

Ⅴ その他有価証券評価差額金 2,845 4.8 ― ―

Ⅵ 自己株式 ※５ △1,610 △2.7 ― ―

   資本合計 30,659 52.3 ― ―

   負債、少数株主持分 
   及び資本合計

58,590 100.0 ― ―



 
  

前連結会計年度
(平成18年３月31日)

当連結会計年度 
(平成19年３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
(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 4,746

 ２ 資本剰余金 4,365

 ３ 利益剰余金 21,127

 ４ 自己株式 △2,321

   株主資本合計 27,917 47.1

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

1,734

 ２ 繰延ヘッジ損益 △4

 ３ 土地再評価差額金 ※３ △4

 ４ 為替換算調整勘定 40

   評価・換算差額等合計 1,765 2.9

Ⅲ 少数株主持分 286 0.4

   純資産合計 29,969 50.6

   負債純資産合計 59,165 100.0



② 【連結損益計算書】 

  
前連結会計年度

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３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 45,413 100.0 41,592 100.0

Ⅱ 売上原価 ※１ 33,691 74.1 31,054 74.6

   売上総利益 11,722 25.8 10,537 25.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１

 １ 役員報酬及び 
   従業員給料手当

2,965 3,043

 ２ 賞与引当金繰入額 335 314

 ３ 役員賞与引当金繰入額 ― 112

 ４ 退職給付費用 275 252

 ５ 役員退職引当金繰入額 150 95

 ６ その他 4,745 8,472 18.6 4,621 8,441 20.2

   営業利益 3,249 7.1 2,096 5.0

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 22 20

 ２ 受取配当金 64 58

 ３ 賃貸収入 134 149

 ４ 受取奨励金 79 79

 ５ 持分法による投資利益 ― 80

 ６ その他 84 386 0.8 84 472 1.1

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 128 112

 ２ 賃貸費用 57 54

 ３ その他 30 216 0.4 25 192 0.4

   経常利益 3,419 7.5 2,376 5.7

Ⅵ 特別利益

 １ 貸倒引当金戻入益 80 117

 ２ 固定資産売却益 ※２ 2 19

 ３ 債務保証損失引当金 
   戻入益

76 19

 ４ 投資有価証券売却益 94 254 0.5 408 564 1.3



 
  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３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
(％)

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却損 ※３ 20 43

 ２ 固定資産売却損 ※３ 37 59

 ３ 投資有価証券評価損 5 8

 ４ 関係会社株式評価損 ― 300

 ５ 関係会社株式売却損 ― 26

 ６ 会員権評価損 9 1

 ７ 電話加入権評価損 28 101 0.2 ― 440 1.0

   税金等調整前当期純利益 3,571 7.8 2,500 6.0

   法人税、住民税 
   及び事業税

1,062 1,105

   法人税等調整額 408 1,470 3.2 47 1,152 2.7

   少数株主利益又は 
   少数株主損失(△)

△0 △0.0 11 0.0

   当期純利益 2,101 4.6 1,336 3.2



③ 【連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書】 

連結剰余金計算書 

  

 
  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)

(資本剰余金の部)

Ⅰ 資本剰余金期首残高 4,346

Ⅱ 資本剰余金増加高

 １ 自己株式処分差益 0 0

Ⅲ 資本剰余金期末残高 4,346

(利益剰余金の部)

Ⅰ 利益剰余金期首残高 19,262

Ⅱ 利益剰余金増加高

 １ 当期純利益 2,101 2,101

Ⅲ 利益剰余金減少高

 １ 配当金 432

 ２ 役員賞与 
   (うち監査役賞与)

81
(2)

 ３ 連結子会社増加による 
   利益剰余金減少高

7

 ４ 土地再評価差額金取崩額 506 1,027

Ⅳ 利益剰余金期末残高 20,336



連結株主資本等変動計算書 

当連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３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

平成18年３月31日残高(百万円) 4,746 4,346 20,336 △1,610 27,818

連結会計年度中の変動額

 利益処分による利益配当 △240 △240

 剰余金の配当 △216 △216

 利益処分による役員賞与 △85 △85

 当期純利益 1,336 1,336

 自己株式の取得 △795 △795

 自己株式の処分 18 84 102

 持分法適用会社の 
 増加による増減

△3 △3

 連結子会社減少による 
 剰余金減少額

△0 △0

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円)

― 18 791 △711 99

平成19年３月31日残高(百万円) 4,746 4,365 21,127 △2,321 27,917

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

土地再評価
差額金

為替換算
調整勘定

平成18年３月31日残高(百万円) 2,845 ― △4 ― 280 30,939

連結会計年度中の変動額

 利益処分による利益配当 △240

 剰余金の配当 △216

 利益処分による役員賞与 △85

 当期純利益 1,336

 自己株式の取得 △795

 自己株式の処分 102

 持分法適用会社の 
 増加による増減

△3

 連結子会社減少による 
 剰余金減少額

△0

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度変動額(純額)

△1,111 △4 ー 40 6 △1,069

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円)

△1,111 △4 ー 40 6 △969

平成19年３月31日残高(百万円) 1,734 △4 △4 40 286 29,969



④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

 
  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３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 3,571 2,500

 ２ 減価償却費 945 890

 ３ 貸倒引当金の減少額 △80 △117

 ４ 受取利息及び受取配当金 △87 △79

 ５ 支払利息 128 112

 ６ 投資有価証券売却益 △94 △408

 ７ 有形固定資産除売却損益 56 84

 ８ 関係会社株式評価損 ― 300

 ９ 関係会社株式売却損 ― 26

 10 会員権評価損 9 1

 11 売上債権の減少額 542 1,740

 12 たな卸資産の増減額 423 △546

 13 仕入債務の増減額 △400 792

 14 その他 91 △373

    小計 5,104 4,924

 15 利息及び配当金の受取額 87 79

 16 利息の支払額 △132 △122

 17 法人税等の支払額 △383 △1,283

   営業活動によるキャッシュ・フロー 4,676 3,597

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 有形固定資産の取得による支出 △755 △1,107

 ２ 有形固定資産の売却による収入 28 24

 ３ 無形固定資産の取得による支出 △90 △59

 ４ 投資有価証券の取得による支出 △1,330 △313

 ５ 投資有価証券の売却による収入 240 647

 ６ 貸付けによる支出 △407 △304

 ７ 貸付金の回収による収入 80 153

 ８ その他 △15 △79

   投資活動によるキャッシュ・フロー △2,250 △1,038

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 短期借入金の純増減額 100 △100

 ２ 長期借入れによる収入 ― 5,000

 ３ 長期借入金の返済による支出 △2,052 △3,818

 ４ 自己株式の取得による支出 △657 △692

 ５ 親会社による配当金の支払額 △432 △456

 ６ 少数株主への配当金の支払額 △3 △3

   財務活動によるキャッシュ・フロー △3,045 △69

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 △619 2,489

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 2,947 2,366

Ⅵ 新規連結子会社の現金及び現金同等物の 
  期首残高

39 ―

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 2,366 4,856



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17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項 
 (1) 連結子会社の数    ８社

連結子会社名は、「第１ 企業の概況 ４関係会社
の状況」に記載しているため、省略している。 
前連結会計年度において非連結子会社であった㈱
上野モリタは、重要性が増したことにより当連結
会計年度より連結の範囲に含めている。

１ 連結の範囲に関する事項 
 (1) 連結子会社の数    ７社

連結子会社名は、「第１ 企業の概況 ４関係会社
の状況」に記載しているため、省略している。 
従来、連結子会社であったモリタ第一機工㈱は、
清算したため、当連結会計年度より連結の範囲か
ら除外している。

 (2) 主要な非連結子会社名
㈱モリタ東海、㈱アルボ
(連結の範囲から除いた理由)
非連結子会社は、いずれも小規模会社であり、合
計の総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う
額)及び利益剰余金(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
ためである。

 (2) 主要な非連結子会社名
㈱アルボ、康鴻森田（香港）有限公司
(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) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社

㈱モリタ東海、㈱アルボ、鹿児島森田ポンプ㈱、
㈱モリタ東洋、南京晨光森田環保科技有限公司、
四川森田消防装備製造有限公司

２ 持分法の適用に関する事項 
 (1) 持分法を適用した関連会社の数    ３社

持分法を適用した関連会社の名称は、㈱モリタ東
洋、南京晨光森田環保科技有限公司及び四川森田
消防装備製造有限公司である。 
前連結会計年度において持分法非適用会社であっ
た、㈱モリタ東洋、南京晨光森田環保科技有限公
司及び四川森田消防装備製造有限公司は重要性が
増したため、当連結会計年度から持分法の適用範
囲に含めている。

 (2) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社
㈱アルボ、鹿児島森田ポンプ㈱、康鴻森田（香
港）有限公司

(持分法を適用しない理由) 
持分法非適用会社は、それぞれ連結純損益及び利
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、持分法の適用から除
外している。

(持分法を適用しない理由)
同左

 (3) 持分法の適用の手続きについて特に記載する必要
があると認められる事項
持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異
なる南京晨光森田環保科技有限公司、四川森田消
防装備製造有限公司の2社については、各社の事
業年度に係る財務諸表を使用している。㈱モリタ
東洋については、連結決算日現在で実施した仮決
算に基づく財務諸表を使用している。

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の末日は、連結決算日と一致
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
  ① 有価証券
    その他有価証券
    時価のあるもの…期末決算日の市場価格等に基

づく時価法
            (評価差額は全部資本直入法

により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)

    時価のないもの…移動平均法による原価法

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…期末決算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
  ② デリバティブ 
     時価法

  ② デリバティブ
同左



前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

  ③ たな卸資産
評価基準 原価法
評価方法 製品及び仕掛品 主として個別法 

原材料 移動平均法
貯蔵品 終仕入原価法

  ③ たな卸資産
同左

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
  ① 有形固定資産
    定率法を採用している。
    なお、耐用年数及び残存価額については、法人

税法に規定する方法と同一の基準によってい
る。

    ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物
(建物付属設備を除く)については、法人税法に
定める定額法を採用している。

 (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
    定額法を採用している。
    なお、耐用年数については、法人税法に規定す

る方法と同一の基準によっている。
    ただし、自社利用のソフトウェアについては、

社内における利用可能期間(５年)に基づく定額
法を採用している。

  ② 無形固定資産
同左

 (3) 重要な引当金の計上基準
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
貸倒引当金………同左

賞与引当金………従業員に対して支給する賞与に
備えるため支給見込額を計上し
ている。

 
賞与引当金………同左

―――

 

役員賞与引当金…役員に対して支給する賞与の支
出に充てるため、当連結会計年
度末における支給見込額を計上
している。

   (会計方針の変更)
   当連結会計年度から「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
適用している。これにより、営業利益、経常利益
及び税金等調整前当期純利益は、113百万円減少
している。 
なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所
に記載している。

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。 
なお、会計基準変更時差異
(3,968百万円)については、15
年による按分額を費用処理して
いる。 
過去勤務債務については、その
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
よる定額法により費用処理して
いる。 
数理計算上の差異については、
各連結会計年度の発生時におけ
る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
額法により按分した額をそれぞ
れ発生の翌連結会計年度から費
用処理している。

 
退職給付引当金…同左



 
  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

役員退職引当金…役員の退職慰労金の支出に備え

るため、役員退職慰労金規程に

基づく期末要支給額を計上して

いる。

 
役員退職引当金…同左

債務保証損失 

引当金……………

  

債務保証による損失に備えるた

め、債務保証の総額から、主た

る債務者の返済可能額等の回収

見込額を控除した額を計上して

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

 (5) 重要なヘッジ会計の方法

  ① ヘッジ会計の方法

    繰延ヘッジ処理を採用している。

    なお、金利スワップについては、特例処理の要

件を満たしている場合には、特例処理を、為替

予約については、振当処理をしている。

 (5) 重要なヘッジ会計の方法

  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…金利スワップ、為替予約

    ヘッジ対象…借入金の利息、外貨建金銭債権債

務等

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

  ③ ヘッジ方針

    当社グループの内部規定に基づき、為替変動リ

スク及び金利変動リスクをヘッジするためにデ

リバティブ取引を行っている。

  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の相場変動またはキャ

ッシュ・フロー変動の累計を比較し、評価して

いる。

  ④ ヘッジ有効性評価の方法

同左

 (6) 消費税及び地方消費税の会計処理方法

   税抜方式によっている。

 (6) 消費税及び地方消費税の会計処理方法

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は、全面時価

評価法によっている。

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

連結調整勘定の償却については、５年間で均等償却

する方法によっている。ただし、金額が僅少の場合

は、発生年度に全額償却する方法によっている。

６ のれん及び負ののれんの償却に関する事項

のれん及び負ののれんの償却については、５年間で

均等償却する方法によっている。ただし、金額が僅

少の場合は、発生年度に全額償却する方法によって

いる。

７ 利益処分項目等の取扱いに関する事項

連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分につい

て、連結会計年度中に確定した利益処分に基づいて

作成している。

７          ―――

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

ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなって

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

同左



会計処理の変更 

  

 
  

表示方法の変更 

  

 
  

  

  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(固定資産の減損に係る会計基準) 

 当連結会計年度から「固定資産の減損に係る会計基

準」(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」(企業会計審議会 平成14年８月９日))及び

「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会

計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指

針第６号)を適用している。 

 これによる損益に与える影響はない。

―――

――― (貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等) 

 当連結会計年度から「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)を適用している。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は、29,688

百万円である。 

 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いる。

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(連結損益計算書) 

 前連結会計年度において営業外収益の「その他」に含

めて表示していた「受取奨励金」は、当連結会計年度に

おいて重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲

記することとした。なお、前連結会計年度の「受取奨励

金」は51百万円である。

―――



注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

  

 
  

前連結会計年度
(平成18年３月31日)

当連結会計年度
(平成19年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は15,039百万円で

ある。

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は15,516百万円で

ある。

※２ 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) 354百万円

その他(出資金) 190百万円

※２ 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) 408百万円

その他(出資金) 205百万円

 

※３ 土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公

布法律第34号)に基づき事業用の土地の再評価を

行い、土地再評価差額金を資本の部に計上してい

る。

再評価の方法……土地の再評価に関する法律施行

令(平成10年３月31日公布政令

第119号)第２条第３号に定める

固定資産税評価額に合理的な調

整を行って算出している。

再評価を行った 
年月………………

  
平成14年３月31日

 なお、再評価を行った土地の当期末の時価の合計額

が、当該再評価後の帳簿価格を下回る金額は3,987百

万円である。

 

※３ 土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公

布法律第34号)に基づき事業用の土地の再評価を

行い、土地再評価差額金を純資産の部に計上して

いる。

再評価の方法……土地の再評価に関する法律施行

令(平成10年３月31日公布政令

第119号)第２条第３号に定める

固定資産税評価額に合理的な調

整を行って算出している。

再評価を行った
年月………………平成14年３月31日

 なお、再評価を行った土地の当期末の時価の合計額

が、当該再評価後の帳簿価格を下回る金額は4,068百

万円である。

※４ (担保資産)

有形固定資産のうち、短期借入金40百万円の担保

に供しているものは次のとおりである。

土地 90百万円

※４ (担保資産)

有形固定資産のうち、短期借入金の担保に供して

いるものは次のとおりである。

土地 90百万円

※５ 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3,281,411株である。

※５         ―――

※６         ――― ※６ 期末日満期手形の処理については、手形交換日を

もって決済処理をしている。なお、当連結会計年

度の末日は金融機関の休日であったため、次の期

末日満期手形が残高に含まれている。

受取手形 237百万円

支払手形 704百万円



(連結損益計算書関係) 

  

 
  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

※１ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は、846百万円である。

※１ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は、845百万円である。

※２ 主なものは、機械装置及び運搬具２百万円であ

る。

※２ 主なものは、機械装置及び運搬具19百万円であ

る。

※３ 主なものは、次のとおりである。

除却損 建物及び構築物 3百万円

機械装置及び運搬具 8

その他の有形固定資産 8

売却損 土地 33

建物及び構築物 3

機械装置及び運搬具 1

その他の有形固定資産 0

※３ 主なものは、次のとおりである。

除却損 機械装置及び運搬具 34百万円

売却損 その他の有形固定資産 58



(連結株主資本等変動計算書関係) 

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31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） 

増加数の内訳は、次のとおりである 

 単元未満株式の買取りによる増加         28,883株 

 取締役会決議による取得による増加      1,113,000株 

減少数の内訳は、次のとおりである 

 ストックオプション行使による減少       152,000株 

 単元未満株式の買い増し請求による減少      4,530株 

  

３ 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 

 
  

(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

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) 46,918,542 ― ― 46,918,542

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) 3,281,411 1,141,883 156,530 4,266,764 

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６月29日 
定時株主総会

普通株式 240 5.50 平成18年３月31日 平成18年６月30日

平成18年10月30日 
取締役会

普通株式 216 5.00 平成18年９月30日 平成18年12月１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６月28日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 639 15.00 平成19年３月31日 平成19年６月29日

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３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

現金及び預金勘定 2,366百万円

現金及び現金同等物 2,366百万円

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

現金及び預金勘定 4,856百万円

現金及び現金同等物 4,856百万円



(リース取引関係) 

  
前連結会計年度

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(借主側) 

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

(借主側) 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

 ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

 

 ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

 

 

取得価額 
相当額 
(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円)

期末残高
相当額 
(百万円)

機械装置 
及び運搬具

79 30 48

工具器具備品 106 68 38

ソフトウェア 117 79 38

計 303 178 125

なお、取得価額相当額は、有形固定資産の期末残高

等に占める未経過リース料期末残高の割合が低いた

め、「支払利子込み法」により算定している。

 

取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円)

期末残高 
相当額 
(百万円)

機械装置
及び運搬具

65 27 38

工具器具備品 98 73 25

ソフトウェア 84 67 16

計 248 168 80

同左

 

 ② 未経過リース料期末残高相当額等

１年以内 53百万円

１年超 71

合計 125

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。

 

 

 ② 未経過リース料期末残高相当額等

１年以内 31百万円

１年超 48

合計 80

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、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額及び減損損失

支払リース料 144百万円

減価償却費相当額 144

 ③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額及び減損損失

支払リース料 53百万円

減価償却費相当額 53

 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。

 (減損損失について)

  リース資産に配分された減損損失はない。

 ④ 減価償却費相当額の算定方法

同左

 

 (減損損失について)

同左



 
  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(貸主側) 

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

(貸主側) 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

 ① リース物件の取得価額、減価償却累計額、減損損

失累計額及び期末残高

 

 ① リース物件の取得価額、減価償却累計額、減損損

失累計額及び期末残高

 

 

取得価額 
(百万円)

減価償却 
累計額 
(百万円)

期末残高
(百万円)

機械装置 
及び運搬具

275 140 134

 

取得価額
(百万円)

減価償却 
累計額 
(百万円)

期末残高 
(百万円)

機械装置
及び運搬具

296 155 140

 

 ② 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 56百万円

１年超 109

合計 166

なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過

リース料期末残高及び見積残存価額の残高の合計

額が営業債権の期末残高等に占める割合が低いた

め、「受取利子込み法」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 55百万円

１年超 107

合計 162

なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過

リース料期末残高及び見積残存価額の残高の合計

額が営業債権の期末残高等に占める割合が低いた

め、「受取利子込み法」により算定している。

 

 

 ③ 受取リース料及び減価償却費

受取リース料 60百万円

減価償却費 48

 (減損損失について)

  リース資産に配分された減損損失はない。

 

 ③ 受取リース料及び減価償却費

受取リース料 64百万円

減価償却費 46

 (減損損失について)

同左



(有価証券関係) 

前連結会計年度(自平成17年４月１日 至平成18年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの(平成18年３月31日) 

  

 
  

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４月１日 至 平成18年３月31日) 

  

 
  

３ 時価評価されていない主な有価証券(平成18年３月31日) 

  

 
  

種類
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 2,177 6,975 4,797

(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 3 9 5

小計 2,181 6,984 4,802

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 499 496 △2

(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

小計 499 496 △2

合計 2,680 7,481 4,800

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)

240 94 ―

区分 種類 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 377



当連結会計年度(自平成18年４月１日 至平成19年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの(平成19年３月31日) 

  

 
  

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
  

３ 時価評価されていない主な有価証券(平成19年３月31日) 

  

 
  

種類
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 1,993 4,977 2,984

(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 3 8 4

小計 1,997 4,986 2,989

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 799 736 △63

(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

小計 799 736 △63

合計 2,797 5,723 2,925

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)

647 408 ―

区分 種類 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 349



(デリバティブ取引関係) 

前連結会計年度 

  

 
  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１ 取引の状況に関する事項

 ① 取引の内容及び利用目的

    当社グループは、通常の営業過程における輸出入取引の為替変動リスクを

回避するために為替予約取引を、また有利子負債の将来の金利変動リスクを

回避するために金利スワップ取引を行っている。

    なお、一部のデリバティブ取引についてはヘッジ会計を行っている。

   ヘッジ会計の方法

    繰延ヘッジ処理を採用している。

    なお、金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合に

は、特例処理を、為替予約については、振当処理をしている。

   ヘッジ手段とヘッジ対象

    ヘッジ手段…金利スワップ、為替予約

    ヘッジ対象…借入金の利息、外貨建金銭債権債務等

   ヘッジ方針

    当社グループの内部規定に基づき、為替変動リスク及び金利変動リスクを

ヘッジするためにデリバティブ取引を行っている。

   ヘッジの有効性評価の方法

    ヘッジ手段とヘッジ対象の相場変動またはキャッシュ・フロー変動の累計

を比較し、評価している。

 ② 取引に対する取組方針

    為替予約取引は外貨建売掛金及び買掛金の期中平均残高を超えない範囲で

行っており、また金利スワップ取引の想定元本は有利子負債残高を超えない

範囲に設定する方針を採っており、投機目的でデリバティブ取引を利用しな

い方針である。

 ③ 取引に係るリスクの内容

    為替予約取引は為替相場の変動によるリスクを、金利スワップ取引は市場

金利の変動によるリスクを有している。なお、いずれの取引も相手先は信用

度の高い金融機関であり、信用リスクはほとんどないと認識している。

 ④ 取引に係るリスク管理体制

    デリバティブ取引の実行及び管理は経理部にて行っており、個別の契約毎

権限規定に基づいて決裁を得て行っている。

２ 取引の時価等に関する事項

   該当事項なし。

   なお、為替予約取引及び金利スワップ取引を行っているが、いずれもヘッジ

会計を適用しているので、注記の対象から除いている。



当連結会計年度 

  

 
  

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 取引の状況に関する事項

 ① 取引の内容及び利用目的

    当社グループは、通常の営業過程における輸出入取引の為替変動リスクを

回避するために為替予約取引を、また有利子負債の将来の金利変動リスクを

回避するために金利スワップ取引を行っている。

    なお、一部のデリバティブ取引についてはヘッジ会計を行っている。

   ヘッジ会計の方法

    繰延ヘッジ処理を採用している。

    なお、金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合に

は、特例処理を、為替予約については、振当処理をしている。

   ヘッジ手段とヘッジ対象

    ヘッジ手段…金利スワップ、為替予約

    ヘッジ対象…借入金の利息、外貨建金銭債権債務等

   ヘッジ方針

    当社グループの内部規定に基づき、為替変動リスク及び金利変動リスクを

ヘッジするためにデリバティブ取引を行っている。

   ヘッジの有効性評価の方法

    ヘッジ手段とヘッジ対象の相場変動またはキャッシュ・フロー変動の累計

を比較し、評価している。

 ② 取引に対する取組方針

    為替予約取引は外貨建売掛金及び買掛金の期中平均残高を超えない範囲で

行っており、また金利スワップ取引の想定元本は有利子負債残高を超えない

範囲に設定する方針を採っており、投機目的でデリバティブ取引を利用しな

い方針である。

 ③ 取引に係るリスクの内容

    為替予約取引は為替相場の変動によるリスクを、金利スワップ取引は市場

金利の変動によるリスクを有している。なお、いずれの取引も相手先は信用

度の高い金融機関であり、信用リスクはほとんどないと認識している。

 ④ 取引に係るリスク管理体制

    デリバティブ取引の実行及び管理は経理部にて行っており、個別の契約毎

権限規定に基づいて決裁を得て行っている。

２ 取引の時価等に関する事項

   該当事項なし。

   なお、為替予約取引及び金利スワップ取引を行っているが、いずれもヘッジ

会計を適用しているので、注記の対象から除いている。



次へ 

(退職給付関係) 

  

 
  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３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、

従来適格退職年金制度及び退職一時金制度を設け

ていたが、平成15年２月より、規約型企業年金制

度を新設し、企業年金及び退職一時金制度の２種

類となっている。又、従業員の退職等に際して、

割増退職金を支払う場合がある。

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(平成18年３月31日)

①退職給付債務 4,955百万円

②年金資産 2,667百万円

③退職給付引当金 669百万円

④未認識数理計算上の差異 612百万円

⑤会計基準変更時差異の未処理額 2,320百万円

⑥未認識過去勤務債務 △1,314百万円

２ 退職給付債務に関する事項(平成19年３月31日)

①退職給付債務 4,864百万円

②年金資産 2,725百万円

③退職給付引当金 593百万円

④前払年金費用 △37百万円

⑤未認識数理計算上の差異 640百万円

⑥会計基準変更時差異の未処理額 2,062百万円

⑦未認識過去勤務債務 △1,119百万円

３ 退職給付費用に関する事項

     (自平成17年４月１日 至平成18年３月31日)

①勤務費用 319百万円

②利息費用 123百万円

③期待運用収益 56百万円

④会計基準変更時差異の費用処理額 257百万円

⑤数理計算上の差異の費用処理額 160百万円

⑥過去勤務債務の費用処理額 △195百万円

３ 退職給付費用に関する事項

     (自平成18年４月１日 至平成19年３月31日)

①勤務費用 336百万円

②利息費用 118百万円

③期待運用収益 66百万円

④会計基準変更時差異の費用処理額 257百万円

⑤数理計算上の差異の費用処理額 118百万円

⑥過去勤務債務の費用処理額 △195百万円

 

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 2.5％

③期待運用収益率 2.5％

④過去勤務債務の処理年数 10年

⑤数理計算上の差異の処理年数 10年

⑥会計基準変更時差異の処理年数 15年

 
 

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 2.5％

③期待運用収益率 2.5％

④過去勤務債務の処理年数 10年

⑤数理計算上の差異の処理年数 10年

⑥会計基準変更時差異の処理年数 15年

 



(税効果会計関係) 

  

 
  

前連結会計年度
(平成18年３月31日)

当連結会計年度
(平成19年３月31日)

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

(繰延税金資産)

 賞与引当金 282百万円

 貸倒引当金 75

 退職給付引当金 360

 役員退職引当金 139

 たな卸資産評価損 39

 保証債務引当金否認 8

 税務上の繰越欠損金 16

 連結上の未実現利益の調整 21

 土地再評価に係る繰延税金資産 1,974

 その他 521

  繰延税金資産小計 3,439

 評価性引当額 △1,974

  繰延税金資産合計 1,464
 

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)

賞与引当金 277百万円

貸倒引当金 82

退職給付引当金 330

役員退職引当金 171

たな卸資産評価損 65

連結上の未実現利益の調整 25

土地再評価に係る繰延税金資産 1,974

関係会社株式評価損 121

その他 452

 繰延税金資産小計 3,501

評価性引当額 △2,096

 繰延税金資産合計 1,405

 

(繰延税金負債)

 その他有価証券評価差額金 △1,951

 固定資産圧縮積立金 △786

 土地再評価に係る繰延税金負債 △3,323

  繰延税金負債合計 △6,061

  繰延税金資産の純額 △4,596

  平成18年３月31日現在の繰延税金資産の純額は、連

結貸借対照表の以下の科目に含まれている。

 流動資産―繰延税金資産 493百万円

 固定資産―繰延税金資産 255

 固定負債―繰延税金負債 △5,346

 

(繰延税金負債)

その他有価証券評価差額金 △1,189

固定資産圧縮積立金 △771

土地再評価に係る繰延税金負債 △3,323

 繰延税金負債合計 △5,284

 繰延税金資産の純額 △3,879

  平成19年３月31日現在の繰延税金資産の純額は、連

結貸借対照表の以下の科目に含まれている。

流動資産―繰延税金資産 479百万円

固定資産―繰延税金資産 276

固定負債―繰延税金負債 △4,634

 

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 40.6％

(調整)

 交際費等永久に損金に
 算入されない項目

0.9

 受取配当金等永久に益金に
 算入されない項目

△0.2

 住民税均等割等 1.4

 評価性引当金の取崩額 △2.7

 その他 1.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 41.2

 

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 40.6％

(調整)

交際費等永久に損金に
算入されない項目

3.1

受取配当金等永久に益金に
算入されない項目

△0.3

住民税均等割等 2.0

評価性引当金の増加額 4.9

試験研究費の特別控除 △3.0

その他 △1.4

税効果会計適用後の法人税等の負担率 46.1



(ストック・オプション等関係) 

  
当連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

１ ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1) ストック・オプションの内容 
  

 
  

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 

① ストック・オプションの数 
  

 
  

② 単価情報 

会社名 提出会社 提出会社

決議年月日 平成12年6月29日 平成16年6月29日

付与対象者の区分及び人数(名)
取締役13 
従業員49

当社取締役９、当社監査役４、当社
執行役員４、子会社取締役18、子会
社監査役４、子会社執行役員３、当
社従業員388、子会社従業員316

株式の種類及び付与数(株) 普通株式545,000 普通株式1,913,000

付与日 平成12年10月27日 平成16年9月1日

権利確定条件

権利を付与された者は、権利行使時
においても当社の取締役または従業
員であることを要する。ただし、権
利行使期間中に当該地位を喪失した
場合でも喪失後１年間に限り、権利
行使を認めるものとする。 
権利を付与された者が、権利行使期
間中に死亡した場合は、同時に権利
を失効するものとする。 
権利の譲渡、質入は認めない。

新株予約権を付与された者は、権利
行使時においても当社並びに子会社
の取締役、監査役、執行役員及び従
業員(顧問含む)であることを要す
る。ただし、権利行使期間中に当該
地位を喪失した場合でも喪失後１年
間に限り、権利行使を認めるものと
する。 
新株予約権を付与された者が、権利
行使期間中に死亡した場合は、同時
に権利を失効するものとする。 
その他の条件については、当社と新
株予約権の割当を受けた者との間で
締結する契約に定めるところによ
る。

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間
平成14年7月1日

～平成19年6月30日
平成18年7月1日 

～平成23年6月30日

会社名 提出会社 提出会社

決議年月日 平成12年6月29日 平成16年6月29日

権利確定前

 期首(株) ― 1,913,000

 付与(株) ― ―

 失効(株) ― ―

 権利確定(株) ― 1,913,000

 未確定残(株) ― ―

権利確定後

 期首(株) ― ―

 権利確定(株) ― 1,913,000

 権利行使(株) ― 152,000

 失効(株) ― 195,000

 未行使残(株) ― 1,566,000



 
  

会社名 提出会社 提出会社

決議年月日 平成12年6月29日 平成16年6月29日

権利行使価格(円) 308 658

行使時平均株価(円) ― 745

付与日における公正な 
評価単価（円）

― ―



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

  

 
(注) １ 事業区分の方法 

  製品の市場における使用目的に応じて防災関連事業及び環境関連事業にセグメンテーションしている。 

２ 各事業の主要製品 

   防災関連事業……消防ポンプ車、消火器、消火設備、火報設備 

   環境関連事業……環境プラント・産業機械、プレス機械装置、衛生車、塵芥車他環境衛生関係車輌 

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8,369百万円であり、その主なものは、親会社

での長期投資資金(投資有価証券)及び繰延税金資産である。 

  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

防災関連事業 
(百万円)

環境関連事業
(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

30,892 14,520 45,413 ― 45,413

  (2) セグメント間の内部 
    売上高又は振替高

367 201 569 (569) ―

計 31,260 14,722 45,983 (569) 45,413

   営業費用 28,548 14,185 42,734 (570) 42,164

    営業利益 2,712 536 3,249 0 3,249

Ⅱ 資産、減価償却費 
  及び資本的支出

   資産 33,628 16,796 50,425 8,164 58,590

   減価償却費 578 367 945 ― 945

   資本的支出 344 475 820 ― 820



 
(注) １ 事業区分の方法 

  製品の市場における使用目的に応じて防災関連事業及び環境関連事業にセグメンテーションしている。 

２ 各事業の主要製品 

   防災関連事業……消防ポンプ車、消火器、消火設備、火報設備 

   環境関連事業……環境プラント・産業機械、プレス機械装置、衛生車、塵芥車他環境衛生関係車輌 

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6,684百万円であり、その主なものは、親会社

での長期投資資金(投資有価証券)及び繰延税金資産である。 

４ 「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 役員賞与引当金 (会計方針の変更)」に記載の通り、当連結会計年度から「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)を適用している。この変更に伴い、従来の方法によった場

合に比べ当連結会計年度における営業費用は防災関連事業が86百万円、環境関連事業が27百万円増加し、営

業利益がそれぞれ同額減少している。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度(自平成17年４月１日 至平成18年３月31日) 

 在外支社及び在外連結子会社がないため該当事項はない。 

当連結会計年度(自平成18年４月１日 至平成19年３月31日) 

 在外支社及び在外連結子会社がないため該当事項はない。 

  

【海外売上高】 

前連結会計年度(自平成17年４月１日 至平成18年３月31日) 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるので記載を省略した。 

当連結会計年度(自平成18年４月１日 至平成19年３月31日) 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるので記載を省略した。 

  

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

防災関連事業 
(百万円)

環境関連事業
(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

27,309 14,283 41,592 ― 41,592

  (2) セグメント間の内部 
    売上高又は振替高

365 236 601 (601) ―

計 27,674 14,519 42,194 (601) 41,592

   営業費用 26,144 13,952 40,096 (600) 39,496

    営業利益 1,530 566 2,097 (1) 2,096

Ⅱ 資産、減価償却費 
  及び資本的支出

   資産 35,610 16,986 52,597 6,568 59,165

   減価償却費 532 357 890 ― 890

   資本的支出 1,048 249 1,298 ― 1,298



【関連当事者との取引】 

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

該当事項はない。 

  

当連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

該当事項はない。 

  

  

  

  

  



(１株当たり情報) 

  

 
(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
  

２ １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

 
  

(重要な後発事象) 

該当事項はない。 

  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 700円64銭 １株当たり純資産額 695円94銭

１株当たり当期純利益 45円60銭 １株当たり当期純利益 31円04銭

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益
45円39銭

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益
30円98銭

項目
前連結会計年度末
(平成18年３月31日)

当連結会計年度末 
(平成19年３月31日)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額(百万円) ― 29,969

普通株式に係る純資産額(百万円) ― 29,683

差額の主な内訳(百万円) 
 少数株主持分 ― 286

普通株式の発行済株式数(千株) ― 46,918

普通株式の自己株式数(千株) ― 4,266

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)

― 42,651

項目
前連結会計年度

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

当期純利益(百万円) 2,101 1,336

普通株主に帰属しない金額の内訳(百万円) 
 利益処分による役員賞与金 85 ―

普通株式に係る当期純利益(百万円) 2,015 1,336

普通株式の期中平均株式数(千株) 44,193 43,062

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の 
算定に用いられた普通株式増加数の内訳(千株) 
 自己株式取得方式のストックオプション 
 新株予約権

25 
186

― 
86

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株

式の概要

――― ―――



⑤ 【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」については、借入金の期末残高に対する加重平均利子率を記載している。 

２ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年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 300 200 1.625 ―

１年以内に返済予定の長期借入金 3,818 2,088 1.334 ―

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く)

2,112 5,024 1.678
平成20年５月31日 
～平成24年３月31日

合計 6,230 7,312 ― ―

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 1,710 1,624 1,170 520



２ 【財務諸表等】 

(1) 【財務諸表】 

① 【貸借対照表】 
  

第73期
(平成18年３月31日)

第74期 
(平成19年３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
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 1,388 2,834

 ２ 受取手形 ※８ 933 1,087

 ３ 売掛金 8,502 7,765

 ４ 製品 208 323

 ５ 原材料 1,082 1,280

 ６ 仕掛品 1,970 2,303

 ７ 貯蔵品 0 0

 ８ 前渡金 0 ―

 ９ 前払費用 56 60

 10 繰延税金資産 246 266

 11 短期貸付金 ※５ 1,065 559

 12 その他 198 193

   貸倒引当金 △22 △25

   流動資産合計 15,630 29.9 16,651 32.1

Ⅱ 固定資産

 (1) 有形固定資産 ※１

  １ 建物 4,646 4,383

  ２ 構築物 407 394

  ３ 機械装置 915 750

  ４ 車輌運搬具 28 37

  ５ 工具器具備品 319 253

  ６ 土地 ※２ 19,122 19,122

  ７ 建設仮勘定 9 831

   有形固定資産合計 25,449 48.7 25,775 49.7

 (2) 無形固定資産

  １ ソフトウェア 158 124

  ２ その他 4 4

   無形固定資産合計 162 0.3 129 0.2



 

第73期
(平成18年３月31日)

第74期 
(平成19年３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
(％)

 (3) 投資その他の資産

  １ 投資有価証券 7,613 5,891

  ２ 関係会社株式 2,519 2,530

  ３ 関係会社出資金 190 190

  ４ 長期貸付金 464 391

  ５ 破産債権・更生債権 
    その他これらに準ずる 
    債権

474 378

  ６ 長期前払費用 1 1

  ７ 敷金 24 24

  ８ 積立事業保険料 192 269

  ９ その他 115 153

    貸倒引当金 △668 △543

   投資その他の資産合計 10,928 20.9 9,288 17.9

   固定資産合計 36,541 70.0 35,192 67.8

   資産合計 52,172 100.0 51,843 100.0

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形 ※８ 2,984 779

 ２ 買掛金 4,740 7,219

 ３ 一年以内返済予定の 
   長期借入金

3,818 2,088

 ４ 未払金 506 732

 ５ 未払費用 82 74

 ６ 未払法人税等 674 413

 ７ 未払消費税等 43 ―

 ８ 前受金 911 1,437

 ９ 預り金 ※５ 633 352

 10 賞与引当金 400 400

 11 役員賞与引当金 ― 79

 12 設備支払手形 67 59

 13 デリバティブ債務 5 8

   流動負債合計 14,866 28.4 13,644 26.3

Ⅱ 固定負債

 １ 長期借入金 2,112 5,024

 ２ 繰延税金負債 2,024 1,311

 ３ 退職給付引当金 52 ―

 ４ 役員退職引当金 226 291

 ５ 債務保証損失引当金 19 ―

 ６ 長期預り保証金 256 254

 ７ 再評価に係る 
   繰延税金負債

※２ 3,323 3,323

   固定負債合計 8,015 15.3 10,205 19.6

   負債合計 22,882 43.8 23,850 46.0



第73期
(平成18年３月31日)

第74期 
(平成19年３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
(％)

(資本の部)

Ⅰ 資本金 ※４ 4,746 9.0 ― ―

Ⅱ 資本剰余金

 １ 資本準備金 1,638 ―

 ２ その他資本剰余金

  (1) 資本準備金減少差益 2,706 ―

  (2) 自己株式処分差益 0 2,707 ― ―

   資本剰余金合計 4,346 8.3 ― ―

Ⅲ 利益剰余金

 １ 利益準備金 1,234 ―

 ２ 任意積立金

  (1) 配当準備積立金 1,000 ―

  (2) 固定資産圧縮積立金 1,174 ―

  (3) 別途積立金 14,739 ―

 ３ 当期未処分利益 878 ―

   利益剰余金合計 19,026 36.4 ― ―

Ⅳ 土地再評価差額金 ※２ △4 △0.0 ― ―

Ⅴ その他有価証券評価差額金 2,785 5.3 ― ―

Ⅵ 自己株式 ※７ △1,610 △3.0 ― ―

   資本合計 29,289 56.1 ― ―

   負債・資本合計 52,172 100.0 ― ―



 
  

第73期
(平成18年３月31日)

第74期 
(平成19年３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
(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 4,746 9.1

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 1,638

  (2) その他資本剰余金 2,726

   資本剰余金合計 4,365 8.4

 ３ 利益剰余金

  (1) 利益準備金 1,234

  (2) その他利益剰余金

    配当準備積立金 1,000

    圧縮積立金 1,127

    別途積立金 15,039

    繰越利益剰余金 1,111

   利益剰余金合計 19,512 37.6

 ４ 自己株式 △2,321 △4.4

   株主資本合計 26,303 50.7

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

1,699 3.2

 ２ 繰延ヘッジ損益 △4 △0.0

 ３ 土地再評価差額金 ※２ △4 △0.0

   評価・換算差額等合計 1,690 3.2

   純資産合計 27,993 53.9

   負債純資産合計 51,843 100.0



② 【損益計算書】 

  
第73期

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

第74期
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３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 30,065 100.0 25,996 100.0

Ⅱ 売上原価

 １ 製品期首たな卸高 246 208

 ２ 当期製品製造原価 ※１ 23,331 20,433

    合計 23,577 20,641

 ３ 他勘定振替高 ※２ 218 92

 ４ 製品期末たな卸高 208 23,150 77.0 323 20,226 77.8

   売上総利益 6,914 22.9 5,770 22.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 １ 販売手数料 154 114

 ２ 従業員給料手当 1,309 1,508

 ３ 賞与引当金繰入額 169 166

 ４ 役員賞与引当金繰入額 ― 79

 ５ 退職給付費用 138 124

 ６ 役員退職引当金繰入額 113 64

 ７ 旅費交通費 201 215

 ８ 減価償却費 220 197

 ９ 研究開発費 ※１ 780 769

 10 その他 1,944 5,032 16.7 1,775 5,016 19.2

   営業利益 1,881 6.2 753 2.8

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 28 28

 ２ 受取配当金 ※３ 61 358

 ３ 賃貸収入 ※３ 573 568

 ４ 雑収入 197 861 2.8 198 1,153 4.4



 
  

第73期
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

第74期
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３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
(％)

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 120 106

 ２ 賃貸費用 267 258

 ３ 雑損失 21 409 1.3 19 384 1.4

   経常利益 2,333 7.7 1,522 5.8

Ⅵ 特別利益

 １ 投資有価証券売却益 ― 408

 ２ 固定資産売却益 ※４ 6 16

 ３ 貸倒引当金戻入益 80 122

 ４ 債務保証損失引当金 
   戻入益

76 163 0.5 19 566 2.1

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却損 ※５ 15 35

 ２ 固定資産売却損 ※５ 9 58

 ３ 投資有価証券評価損 5 8

 ４ 会員権評価損 9 1

 ５ 関係会社株式評価損 ― 300

 ６ 電話加入権評価損 14 54 0.1 ― 403 1.5

   税引前当期純利益 2,442 8.1 1,685 6.4

   法人税、住民税 
   及び事業税

640 670

   法人税等調整額 444 1,084 3.6 13 683 2.6

   当期純利益 1,357 4.5 1,002 3.8

   前期繰越利益 226

   中間配当額 199

   土地再評価差額金取崩額 △506

   当期未処分利益 878



製造原価明細書 

  

 

 
(原価計算の方法) 

ポンプ事業部門、環境事業部門においては個別原価計算制度を採用している。 

  

第73期
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

第74期
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３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 原材料費 16,828 71.4 14,668 70.4

Ⅱ 労務費 ※１ 2,189 9.2 2,150 10.3

Ⅲ 外注加工費 3,326 14.1 2,923 14.0

Ⅳ 経費 1,215 5.1 1,072 5.1

   当期総製造費用 23,558 100.0 20,813 100.0

   期首仕掛品たな卸高 1,790 1,970

    合計 25,348 22,784

   期末仕掛品たな卸高 1,970 2,303

   他勘定振替高 ※２ 47 47

   当期製品製造原価 23,331 20,433

 (注) ※１ 労務費には賞与引当金繰入額194百万円

が含まれている。

 (注) ※１ 労務費には賞与引当金繰入額198百万円

が含まれている。

    ※２ 他勘定振替高の内訳は次のとおりであ

る。

工場経費 47百万円

    ※２ 他勘定振替高の内訳は次のとおりであ

る。

工場経費 47百万円



③ 【利益処分計算書】 

  

 
(注) １ 固定資産圧縮積立金取崩額は租税特別措置法の規定に基づくものである。 

２ 日付は株主総会承認年月日である。 

  

第73期
(平成18年６月29日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)

Ⅰ 当期未処分利益 878

Ⅱ 任意積立金取崩額

   固定資産圧縮積立金
   取崩額

24 24

合計 903

Ⅲ 利益処分額

 １ 配当金 240

 ２ 役員賞与金 60

    (うち取締役賞与)
    (うち監査役賞与)

(57)
(2)

 ３ 任意積立金

    別途積立金 300 600

Ⅳ 次期繰越利益 303



④ 【株主資本等変動計算書】 

第74期(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
  

 
  

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

利益
準備金

その他利益剰余金
利益

剰余金 
合計

配当準備
積立金

固定資産
圧縮 

積立金

別途
積立金

繰越利益 
剰余金

平成18年３月31日残高(百万円) 4,746 1,638 2,707 4,346 1,234 1,000 1,174 14,739 878 19,026

事業年度中の変動額

 利益処分による利益配当 ― △240 △240

 剰余金の配当 ― △216 △216

 利益処分による役員賞与 ― △60 △60

 当期純利益 ― 1,002 1,002

 利益処分による固定資産 
 圧縮積立金の取崩

― △24 24 ―

 固定資産圧縮積立金の取崩 ― △22 22 ―

 別途積立金の積立 ― 300 △300 ―

 自己株式の取得 ― ―

 自己株式の処分 18 18 ―

 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 
(百万円)

― ― 18 18 ― ― △47 300 233 486

平成19年３月31日残高(百万円) 4,746 1,638 2,726 4,365 1,234 1,000 1,127 15,039 1,111 19,512

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

土地再評価
差額金

評価・換算 
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) △1,610 26,509 2,785 ― △4 2,780 29,289

事業年度中の変動額

 利益処分による利益配当 △240 △240

 剰余金の配当 △216 △216

 利益処分による役員賞与 △60 △60

 当期純利益 1,002 1,002

 利益処分による固定資産 
 圧縮積立金の取崩

― ―

 固定資産圧縮積立金の取崩 ― ―

 別途積立金の積立 ― ―

 自己株式の取得 △795 △795 △795

 自己株式の処分 84 102 102

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

△1,085 △4 ― △1,090 △1,090

事業年度中の変動額合計 
(百万円)

△711 △206 △1,085 △4 ― △1,090 △1,296

平成19年３月31日残高(百万円) △2,321 26,303 1,699 △4 △4 1,690 27,993



重要な会計方針 

  
第73期

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

第74期
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３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

   その他有価証券

    時価のあるもの…期末決算日の市場価格等に基

づく時価法

            (評価差額は全部資本直入法

により処理し、売却原価は移

動平均法により算定)

    時価のないもの…移動平均法による原価法

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…同左

 

   その他有価証券

    時価のあるもの…期末決算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…同左

２ デリバティブ等の評価基準及び評価方法 

  時価法

２ デリバティブ等の評価基準及び評価方法

同左

３ たな卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準 原価法

評価方法 原材料 移動平均法

製品及び仕掛品

 ポンプ事業部門 個別法

 防災事業部門 移動平均法

 環境事業部門 個別法

貯蔵品 終仕入原価法

３ たな卸資産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

 (1) 有形固定資産

   定率法を採用している。

   なお、耐用年数及び残存価額については、法人税

法に規定する方法と同一の基準によっている。

   ただし、平成10年度の法人税法の改正に伴い、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、定額法によっている。

４ 固定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

   定額法を採用している。

   なお、耐用年数については、法人税法に規定する

方法と同一の基準によっている。

   ただし、自社利用のソフトウェアについては、社

内における利用可能期間(５年)に基づく定額法を

採用している。

 (2) 無形固定資産

同左

 (3) 長期前払費用

   償却方法は期間内均等償却を採用している。

 (3) 長期前払費用

同左

５ 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

  外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は損益として処理してい

る。

５ 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

同左



第73期
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

第74期
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

６ 引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金

   債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権

については、貸倒実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上している。

６ 引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金

同左

 (2) 賞与引当金

   従業員に対して支給する賞与に備えるため、支給

見込額を計上している。

 (2) 賞与引当金

同左

 (3)         ―――  (3) 役員賞与引当金

   役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、

当事業年度末における支給見込み額を計上してい

る。

   (会計方針の変更)

   当事業年度から「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

している。これにより、営業利益、経常利益及び

税引前当期純利益が79百万円減少している。

 (4) 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(1,704百万円)につい

ては、15年による按分額を費用処理している。

   過去勤務債務については、そ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

定額法により費用処理している。

   数理計算上の差異については、各事業年度の発生

時における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按分した額をそ

れぞれ発生の翌事業年度から費用処理している。

 (4) 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。

   会計基準変更時差異(1,704百万円)については、

15年による按分額を費用処理している。

   過去勤務債務については、そ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

定額法により費用処理している。

   数理計算上の差異については、各事業年度の発生

時における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按分した額をそ

れぞれ発生の翌事業年度から費用処理している。

   なお、計算の結果、当事業年度末においては退職

給付引当金が借方残高となったため、前払年金費

用として37百万円を投資その他の資産「その他」

として計上している。

 (5) 役員退職引当金

   役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職

慰労金規程に基づく期末要支給額を計上してい

る。

 (5) 役員退職引当金

同左

 (6) 債務保証損失引当金

   債務保証による損失に備えるため、債務保証の総

額から、主たる債務者の返済可能額等の回収見積

額を控除した額を計上している。

 (6)         ―――

７ 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。

７ リース取引の処理方法 

同左



 

  

会計処理の変更 

  

 
  

  

  

第73期
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

第74期
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

８ ヘッジ会計の方法

 (1) ヘッジ会計の方法

   繰延ヘッジ処理を採用している。

   なお、金利スワップについては、特例処理の要件

を満たしている場合には、特例処理を、為替予約

については、振当処理をしている。

８ 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…金利スワップ、為替予約

   ヘッジ対象…借入金の利息、外貨建金銭債権債務

等

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 (3) ヘッジ方針

   当社の内部規定に基づき、為替変動リスク及び金

利変動リスクをヘッジするためにデリバティブ取

引を行っている。

 (3) ヘッジ方針

同左

 (4) ヘッジの有効性評価の方法

   ヘッジ手段とヘッジ対象の相場変動またはキャッ

シュ・フロー変動の累計を比較し、評価してい

る。

 (4) ヘッジの有効性評価の方法

同左

９ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  消費税及び地方消費税の会計処理方法 

  税抜方式によっている。

９ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

同左

第73期
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

第74期
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(固定資産の減損に係る会計基準) 

 当事業年度から「固定資産の減損に係る会計基準」

(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」(企業会計審議会 平成14年８月９日))及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準

委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第６

号)を適用している。 

 これによる損益に与える影響はない。

―――

――― (貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準) 

 当事業年度から「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)」を適用している。従来の資本の部の合

計に相当する金額は、27,998百万円である。 

 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いる。



注記事項 

(貸借対照表関係) 
  

 
  

第73期 
(平成18年３月31日)

第74期
(平成19年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は11,948百万円で

ある。

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は12,434百万円で

ある。

 

※２ 土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公

布法律第34号)に基づき事業用の土地の再評価を

行い、土地再評価差額金を資本の部に計上してい

る。

再評価の方法……土地の再評価に関する法律施行

令(平成10年３月31日公布政令

第119号)第２条第３号に定める

固定資産税評価額に合理的な調

整を行って算出している。

再評価を行った 

年月………………

  

平成14年３月31日

なお、再評価を行った土地の当期末の時価の合計

額が当該再評価後の帳簿価格を下回る金額は

3,987百万円である。

 

※２ 土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公

布法律第34号)に基づき事業用の土地の再評価を

行い、土地再評価差額金を純資産の部に計上して

いる。

再評価の方法……土地の再評価に関する法律施行

令(平成10年３月31日公布政令

第119号)第２条第３号に定める

固定資産税評価額に合理的な調

整を行って算出している。

再評価を行った 

年月………………

  

平成14年３月31日

なお、再評価を行った土地の当期末の時価の合計

額が当該再評価後の帳簿価格を下回る金額は

4,068百万円である。

 ３ 有価証券の時価評価により、純資産額が2,785百

万円増加している。

   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い

る。

 ３         ―――

※４ 授権株数       普通株式 180,000千株

発行済株式総数    普通株式 46,918

※４         ―――

※５ 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

ものは次のとおりである。

短期貸付金 975百万円

預り金 610

※５ 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

ものは次のとおりである。

短期貸付金 452百万円

預り金 300

 ６ 債務保証

   関係会社の銀行借入債務に対して、債務保証を行

っている。

㈱モリタユージー 200百万円

 ６ 債務保証

   関係会社の銀行借入債務に対して、債務保証を行

っている。

㈱モリタユージー 200百万円

※７ 当社が保有する自己株式の数は、普通株式

3,281,411株である。

※７         ―――

※８         ―――

 

※８ 期末日満期手形の会計処理については、手形交換

日をもって決済処理している。なお、当事業年度

の末日は金融機関の休日であったため、次の期末

日満期手形が、残高に含まれている。

受取手形 95百万円

支払手形 111



(損益計算書関係) 

  

 
  

(株主資本等変動計算書関係) 

第74期（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１ 自己株式に関する事項 

   
  （変動事由の概要） 

  増加数の内訳は、次のとおりである 

   単元未満株式の買取りによる増加         28,883株 

   取締役会決議による取得による増加      1,113,000株 

  減少数の内訳は、次のとおりである 

   ストックオプション行使による減少       152,000株 

   単元未満株式の買い増し請求による減少      4,530株 

  

第73期
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

第74期
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

※１ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は、783百万円である。

※１ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は、771百万円である。

※２ 他勘定振替高の内訳は次のとおりである。

販売費及び一般管理費 204百万円

機械装置 6

工具器具備品 7

その他 0

※２ 他勘定振替高の内訳は次のとおりである。

販売費及び一般管理費 64百万円

車両運搬具 24

工具器具備品 3

※３ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ている。

受取配当金 4百万円

賃貸収入 480

※３ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ている。

受取配当金 304百万円

賃貸収入 461

※４ 固定資産売却益のうち主なものは次のとおりであ

る。

機械装置 2百万円

土地 4

※４ 固定資産売却益のうち主なものは次のとおりであ

る。

機械装置 16百万円

※５ 固定資産除却損及び固定資産売却損のうち主なも

のは、次のとおりである。

除却損 建物 2百万円

機械装置 5

工具器具備品 7

売却損 建物 3

土地 6
 

※５ 固定資産除却損及び固定資産売却損のうち主なも

のは、次のとおりである。

除却損 建物 2百万円

機械装置 26

車両運搬具 4

工具器具備品 1

売却損 工具器具備品 58

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） 3,281,411 1,141,883 156,530 4,266,764



(リース取引関係) 

  

 
  

(有価証券関係) 

前事業年度(平成18年３月31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19年３月31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。 

  

第73期
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

第74期
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(借主側)

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

 (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

 

(借主側)

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

 (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

 

 

取得価額 
相当額 
(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円)

期末残高
相当額 
(百万円)

工具器具 
備品他

71 42 28

ソフト 
ウェア

24 21 3

計 96 64 32

 
なお、取得価額相当額は、有形固定資産の期末残高

等に占める未経過リース料期末残高の割合が低いた

め、「支払利子込み法」により算定している。

 

取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円)

期末残高 
相当額 
(百万円)

工具器具
備品他

77 45 31

ソフト
ウェア

10 9 0

計 87 55 31

同左

 

 (2) 未経過リース料期末残高相当額等

１年内 15百万円

１年超 16

計 32

なお、未経過リース料期末残高相当額は、有形固

定資産の期末残高等に占める未経過リース料期末

残高の割合が低いため、「支払利子込み法」によ

り算定している。

 

 (2) 未経過リース料期末残高相当額等

１年内 11百万円

１年超 20

計 31

なお、未経過リース料期末残高相当額は、有形固

定資産の期末残高等に占める未経過リース料期末

残高の割合が低いため、「支払利子込み法」によ

り算定している。

 (3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額及び減損損失

支払リース料 98百万円

減価償却費相当額 98

 (3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額及び減損損失

支払リース料 19百万円

減価償却費相当額 19

 (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。

 (減損損失について)

  リース資産に配分された減損損失はない。

 (4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

  

 (減損損失について)

同左



(税効果会計関係) 

  

 
  

第73期 
(平成18年３月31日)

第74期
(平成19年３月31日)

 

 

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

(繰延税金資産)

 賞与引当金 162百万円

 退職給付引当金 123

 役員退職引当金 92

 償却限度超過額 121

 たな卸資産評価損 29

 固定資産評価損 101

 貸倒引当金限度超過額 71

 会員権評価損 131

 債務保証損失引当金否認 8

 土地再評価に係る繰延税金資産 1,974

 その他 72

  繰延税金資産小計 2,889

 評価性引当額 △1,974

  繰延税金資産合計 914

 

(繰延税金負債)

 その他有価証券評価差額金 △1,906

 固定資産圧縮積立金 △786

 土地再評価に係る繰延税金負債 △3,323

  繰延税金負債合計 △6,016

  繰延税金資産の純額 △5,101

 

 

 

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)

賞与引当金 162百万円

退職給付引当金 99

役員退職引当金 118

償却限度超過額 117

たな卸資産評価損 51

固定資産評価損 34

貸倒引当金限度超過額 79

会員権評価損 132

土地再評価に係る繰延税金資産 1,974

関係会社株式評価損 121

その他 92

 繰延税金資産小計 2,986

評価性引当額 △2,096

 繰延税金資産合計 889

 

(繰延税金負債)

その他有価証券評価差額金 △1,163

固定資産圧縮積立金 △771

土地再評価に係る繰延税金負債 △3,323

 繰延税金負債合計 △5,257

 繰延税金資産の純額 △4,368

 

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 40.6％

(調整)

 交際費等永久に損金に算入されない
項目

1.1

 受取配当金等永久に益金に算入され
ない項目

△0.3

 住民税均等割等 1.0

 その他 2.0

税効果会計適用後の法人税等の負担率 44.4

 

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 40.6％

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない
項目

3.3

受取配当金等永久に益金に算入され
ない項目

△7.7

住民税均等割等 1.6

評価性引当金の増加 7.2

試験研究費の特別控除 △4.2

その他 △0.3

税効果会計適用後の法人税等の負担率 40.5



(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及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

 
  

(重要な後発事象) 

該当事項はない。 

第73期
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

第74期
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 669円84銭 １株当たり純資産額 656円32銭

１株当たり当期純利益 29円36銭 １株当たり当期純利益 23円27銭

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益
29円22銭

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益
23円22銭

項目
第73期

(平成18年３月31日)
第74期 

(平成19年３月31日)

貸借対照表の純資産の部の合計額(百万円) ― 27,993

普通株式に係る純資産額(百万円) ― 27,993

普通株式の発行済株式数(千株) ― 46,918

普通株式の自己株式数(千株) ― 4,266

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)

― 42,651

項目
第73期

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

第74期
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

当期純利益(百万円) 1,357 1,002

普通株主に帰属しない金額の内訳(百万円) 
 利益処分による役員賞与金 60 ―

普通株式に係る当期純利益(百万円) 1,297 1,002

普通株式の期中平均株式数(千株) 44,193 43,062

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の 
算定に用いられた普通株式増加数の内訳(千株) 
 自己株式取得方式のストックオプション 
 新株予約権

25 
186

― 
86

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株

式の概要

――― ―――



⑤ 【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

  

 
  

【その他】 

  

 
  

銘柄 株式数(株) 貸借対照表計上額(百万円)

(投資有価証券)

 その他有価証券

㈱みずほフィナンシャルグループ 1,626 1,306

㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・ 
グループ

692 921

住友信託銀行㈱ 612,438 752

宮田工業㈱ 2,840,000 479

㈱池田銀行 82,400 455

帝国繊維㈱ 790,000 408

㈱滋賀銀行 453,514 371

㈱三井住友フィナンシャルグループ 282 302

㈱淀川製鋼所 386,000 279

㈱クボタ 220,000 227

中国消防企業集団控股公司 23,360,000 201

みずほインベスターズ証券㈱ 396,000 114

その他10銘柄 679,799 58

計 29,822,753 5,879

種類及び銘柄 投資口数等 貸借対照表計上額(百万円)

(投資有価証券)

 その他有価証券

[証券投資信託受益証券]

野村アセットマネジメント㈱

 ノムラ日本株戦略ファンド 10百万口 8

[投資事業有限責任組合]

スカイスターファイナンスファンド
第一号投資事業有限責任組合

2口 2

計 ― 11



【有形固定資産等明細表】 

  

 
(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりである。 

建設仮勘定  兵庫県三田市 新工場建設   749百万円 

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 11,529 38 3 11,564 7,180 298 4,383

 構築物 1,820 28 ― 1,848 1,454 41 394

 機械装置 3,526 12 55 3,483 2,732 159 750

 車輌運搬具 233 25 16 243 205 11 37

 工具器具備品 1,155 119 159 1,114 861 117 253

 土地 19,122 ― ― 19,122 ― ― 19,122

 建設仮勘定 9 852 30 831 ― ― 831

有形固定資産計 37,398 1,075 264 38,209 12,434 627 25,775

無形固定資産

 ソフトウェア 444 40 2 481 356 70 124

 その他 12 ― ― 12 8 0 4

無形固定資産計 456 40 2 494 365 71 129

長期前払費用 19 1 15 5 4 1 1

繰延資産

― ― ― ― ― ― ― ―

繰延資産計 ― ― ― ― ― ― ―



【引当金明細表】 

  

 
(注) １ 貸倒引当金の当期減少額の「その他」欄の金額は、洗替額である。 

２ 債務保証損失引当金の当期減少額の「その他」欄の金額は、債務保証の対象であるリース契約の保証金額の

減少に伴なう取崩である。 

  

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 691 568 0 691 568

賞与引当金 400 400 400 ― 400

役員賞与引当金 ― 79 ― ― 79

役員退職引当金 226 64 ― ― 291

債務保証損失引当金 19 ― ― 19 ―



(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 

(a) 相手先別内訳 

  

 
  

(b) 期日別内訳 

  

 
  

区分 金額(百万円)

現金 8

預金の種類

当座預金 2,804

普通預金 21

計 2,826

合計 2,834

相手先 金額(百万円)

㈱栄広プロビジョン 63

ホーチキ㈱ 52

㈱ナショナル消防化学 49

㈱北海道モリタ 48

㈱南悠商社 38

その他 834

計 1,087

期日 金額(百万円)

平成19年４月満期 381

  〃  ５月 〃  232

  〃  ６月 〃  219

  〃  ７月 〃  175

  〃  ８月 〃  57

  〃  ９月 〃  10

  〃  10月以降 9

計 1,087



(ハ)売掛金 

(a) 相手先別内訳 
  

 
  

(b) 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「当期発生高」には消費税等が含まれている。 

  

(ニ)製品 
  

 
  

(ホ)原材料 
  

 
  

相手先 金額(百万円)

㈱モリタテクノス 459

東京消防庁 430

大阪市 279

佐賀県 174

国土交通省 大阪航空局 167

その他 6,253

計 7,765

前期繰越高 
(百万円)

当期発生高 
(百万円)

当期回収高
(百万円)

次期繰越高
(百万円)

回収率
(％)

滞留期間 
(日)

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
 

Ｃ
×100

Ａ＋Ｂ

Ａ＋Ｄ
２

×365
Ｂ

8,502 27,222 27,959 7,765 78.2 109.0

品名 金額(百万円)

消防ポンプ車 13

消火器製品 309

計 323

品名 金額(百万円)

消防ポンプ車部品 1,128

環境機器部品 151

計 1,280



(ヘ)仕掛品 
  

 
  

(ト)貯蔵品 
  

 
  

品名 金額(百万円)

消防ポンプ車 1,804

防災設備 9

環境機器 489

計 2,303

品名 金額(百万円)

工場消耗品類 0



② 負債の部 

(イ)支払手形 

(a) 相手先別内訳 

  

 
  

(b) 期日別内訳 

  

 
  

(ロ)買掛金 

  

 
  

相手先 金額(百万円)

ＪＦＥ商事㈱ 118

ボッシュ・レックスロス㈱ 92

㈱大阪サイレン製作所 91

関東梯子㈱ 67

ホーチキ㈱ 52

その他 356

計 779

期日 金額(百万円)

平成19年４月満期 277

  〃  ５月 〃  157

  〃  ６月 〃  111

  〃  ７月 〃  175

  〃  ８月 〃  57

計 779

相手先 金額(百万円)

みずほ信託銀行㈱(一括支払信託口) 3,936

東京日野自動車㈱ 244

宮田工業㈱ 126

千葉日野自動車㈱ 116

㈱モリタテクノス 104

その他 2,690

計 7,219



(ハ)長期借入金 

  

 
(注) ( )内の金額は、１年以内に返済予定の長期借入金の金額で内書である。 

  

(3) 【その他】 

該当事項はない。 

  

借入先 金額(百万円)

㈱みずほコーポレート銀行
1,950
(500)

㈱三井住友銀行
1,430
(380)

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行
1,320
(320)

その他
2,412
(888)

計
7,112
(2,088)



第６ 【提出会社の株式事務の概要】 

 
  

  

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

株券の種類
   100株券    500株券
  1,000株券  10,000株券 
100株未満の株数を表示した株券

剰余金の配当の基準日 ９月30日、３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
大阪市中央区北浜４丁目５番33号
 住友信託銀行株式会社証券代行部

  株主名簿管理人
大阪市中央区北浜４丁目５番33号
 住友信託銀行株式会社

  取次所 住友信託銀行株式会社全国各支店

  名義書換手数料 無料

  新券交付手数料 １枚につき 300円

単元未満株式の買取り・
買増し

  取扱場所
大阪市中央区北浜４丁目５番33号
 住友信託銀行株式会社証券代行部

  株主名簿管理人
大阪市中央区北浜４丁目５番33号
 住友信託銀行株式会社

  取次所 住友信託銀行株式会社全国各支店

  買取買増手数料 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

当会社の公告は電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由により電
子公告によることができないときは、日本経済新聞に掲載する。 
なお、電子公告は当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
ある。 
http://www.morita119.com

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73期)

自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日

平成18年６月29日 
近畿財務局長に提出。

(2) 
 

自己株券買付状況 
報告書

報告期間
自 平成18年３月１日 
至 平成18年３月31日

平成18年４月４日 
近畿財務局長に提出。

報告期間
自 平成18年４月１日 
至 平成18年４月30日

平成18年５月２日 
近畿財務局長に提出。

報告期間
自 平成18年５月１日 
至 平成18年５月31日

平成18年６月５日 
近畿財務局長に提出。

報告期間
自 平成18年６月１日 
至 平成18年６月30日

平成18年７月10日 
近畿財務局長に提出。

報告期間
自 平成18年７月３日 
至 平成18年７月31日

平成18年８月23日 
近畿財務局長に提出。

報告期間
自 平成18年８月１日 
至 平成18年８月31日

平成18年９月８日 
近畿財務局長に提出。

報告期間
自 平成18年９月１日 
至 平成18年９月30日

平成18年10月２日 
近畿財務局長に提出。

報告期間
自 平成18年10月１日 
至 平成18年10月31日

平成18年11月２日 
近畿財務局長に提出。

報告期間
自 平成18年11月１日 
至 平成18年11月30日

平成18年12月４日 
近畿財務局長に提出。

報告期間
自 平成18年12月１日 
至 平成18年12月31日

平成19年１月９日 
近畿財務局長に提出。

報告期間
自 平成19年１月１日 
至 平成19年１月31日

平成19年２月７日 
近畿財務局長に提出。

報告期間
自 平成19年２月１日 
至 平成18年２月28日

平成19年３月５日 
近畿財務局長に提出。

報告期間
自 平成19年３月１日 
至 平成19年３月31日

平成19年４月９日 
近畿財務局長に提出。

報告期間
自 平成19年４月１日 
至 平成19年４月30日

平成19年５月８日 
近畿財務局長に提出。

報告期間
自 平成19年３月15日 
至 平成19年３月31日

平成19年５月11日 
近畿財務局長に提出。

報告期間
自 平成19年５月１日 
至 平成19年５月31日

平成19年６月５日 
近畿財務局長に提出。

(3) 
 

半期報告書 
 

(第74期中) 
 

自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日

平成18年12月14日 
近畿財務局長に提出。



該当事項なし。 

  

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18年６月29日

株式会社モリタ 

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

ている株式会社モリタの平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すな

わち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属

明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立

場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めて

いる。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ

て行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人

は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、株式会社モリタ及び連結子会社の平成18年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連

結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているもの

と認める。 

  

追記情報 

「会計処理の変更」に記載されているとおり、連結会社は当連結会計年度から固定資産の減損に係る会計

基準を適用しているため、当該会計基準により連結財務諸表を作成している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 
  

 

太陽ＡＳＧ監査法人

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  梶  川     融  ㊞

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  新  村     実  ㊞

業務執行社員 公認会計士  小 笠 原     直  ㊞

※ 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６月２８日

株式会社モリタ 

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

ている株式会社モリタの平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すな

わち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結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、株式会社モリタ及び連結子会社の平成19年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連

結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているもの

と認める。 

  

追記情報 

「会計方針の変更」に記載されているとおり、連結会社は当連結会計年度から「役員賞与に関する会計基

準」を適用しているため、当該会計基準により連結財務諸表を作成している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 
  

 

太陽ＡＳＧ監査法人

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  新  村     実  ㊞

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  小 笠 原     直  ㊞

※ 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６月29日

株式会社モリタ 

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

ている株式会社モリタの平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第73期事業年度の財務諸表、すなわ

ち、貸借対照表、損益計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成

責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって

行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、株式会社モリタの平成18年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をす

べての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

「会計処理の変更」に記載されているとおり、会社は当事業年度から固定資産の減損に係る会計基準を適

用しているため、当該会計基準により財務諸表を作成している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 
  

 

太陽ＡＳＧ監査法人

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  梶  川     融  ㊞

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  新  村     実  ㊞

業務執行社員 公認会計士  小 笠 原     直  ㊞

※ 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６月２８日

株式会社モリタ 

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

ている株式会社モリタの平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第74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、株式会社モリタの平成19年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をす

べての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

「会計方針の変更」に記載されているとおり、会社は当事業年度から「役員賞与に関する会計基準」を適

用しているため、当該会計基準により財務諸表を作成している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 
  

 

太陽ＡＳＧ監査法人

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  新  村     実  ㊞

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  小 笠 原     直  ㊞

※ 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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