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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】

提出会社の経営指標等

回次 第41期 第42期 第43期 第44期 第45期

決算年月 平成15年12月 平成16年12月 平成17年12月 平成18年12月 平成19年12月

売上高 （千円） 6,534,403 6,621,020 7,123,035 7,785,851 7,644,859

経常利益 （千円） 338,162 386,081 737,929 694,232 665,875

当期純利益 （千円） 138,575 201,498 389,454 348,430 337,950

持分法を適用した場合の

投資利益
（千円） － － － － －

資本金 （千円） 674,265 674,265 674,265 674,265 674,265

発行済株式総数 （株） 5,104,003 5,104,003 5,104,003 5,104,003 5,104,003

純資産額 （千円） 6,534,804 6,687,635 7,173,742 7,329,569 7,478,239

総資産額 （千円） 13,826,459 14,080,952 14,720,104 15,155,100 15,198,789

１株当たり純資産額 （円） 1,312.36 1,340.06 1,431.14 1,451.79 1,477.79

１株当たり配当額

（内１株当たり中間配当額

（円）

（円）)

15.00

(－)

15.00

(－)

25.00

(－)

25.00

(－)

25.00

(－)

１株当たり当期純利益 （円） 24.93 36.35 70.03 69.39 66.92

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
（円） 24.81 36.26 69.57 68.91 66.75

自己資本比率 （％） 47.3 47.5 48.7 48.4 49.1

自己資本利益率 （％） 2.12 3.01 5.43 4.75 4.52

株価収益率 （倍） 36.70 25.58 27.70 24.36 18.84

配当性向 （％） 53.8 37.0 32.0 36.2 37.4

営業活動による

キャッシュ・フロー
（千円） 431,161 344,418 405,532 473,220 945,337

投資活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △697,222 △220,600 △557,080 △1,255,581 △325,742

財務活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △182,406 △86,181 △215,522 404,106 △116,993

現金及び現金同等物の

期末残高
（千円） 2,113,069 2,150,706 1,783,636 1,405,382 1,907,983

従業員数

［外、平均臨時雇用者数］
（人）

194

(90)

197

(86)

201

(88)

206

(103)

209

(108)

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

記載しておりません。

２．売上高には消費税等は含まれておりません。

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

４．提出会社の自己資本利益率につきましては、期末純資産額に基づいて算出しております。

５．提出会社の金額につきましては、第43期までは千円未満を四捨五入して記載し、第44期から千円未満を切り

捨てて記載しております。
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２【沿革】

昭和18年５月 興進会研究所の創業。

昭和27年２月 同所を株式会社に改組。

昭和38年12月 同社の製造・販売部門を分離独立し、興研株式会社を設立。飯能工場を新設。

昭和42年４月 飯能研究所を設置。

昭和43年12月 保谷製作所を新設。

昭和51年10月 栃木県足尾町に足尾製作所を新設。

昭和52年１月 神奈川県二宮町に配送センターを新設。

昭和56年１月 コーケン防災システム㈱を設立、労働安全衛生保護具の販売および火事防災設備と作業環境改善

設備の設計施工を同社に移管。

昭和59年12月 保谷製作所を所沢市に移転し、所沢製作所として新設。

昭和60年６月 ㈱興進会研究所および㈱二宮製作所を吸収合併。

昭和61年12月 社団法人日本証券業協会に店頭売買銘柄として登録。

昭和62年７月 コーケン防災システム㈱を吸収合併。

狭山市に、狭山テクノヤードを新設し、飯能テクノヤードの一部を同テクノヤードに移設（工場・

製作所の呼称をすべてテクノヤードに変更）。

昭和63年７月 狭山テクノヤード２期工事が竣工し、飯能テクノヤードの狭山移転が完了。

平成元年８月 本社社屋を新築。

平成４年３月 所沢研究所、研究棟を新築。

平成９年12月 神奈川県足柄上郡中井町に中井テクノヤード、中井配送センターを新設し、二宮テクノヤード、二

宮配送センターを同テクノヤード、同配送センターに移設。

平成11年１月 ＩＳＯ9001全社認証取得。（審査登録）

平成11年６月 群馬県新田郡（現・みどり市）笠懸町に群馬テクノヤードを新築。

平成14年１月 群馬テクノヤードＩＳＯ14001認証取得。（審査登録）

平成15年６月 中井テクノヤード・中井配送センターＩＳＯ14001認証取得。（審査登録）

平成16年12月 日本証券業協会への店頭登録を取消し、㈱ジャスダック証券取引所に株式を上場。

 平成17年５月 所沢テクノヤードＩＳＯ14001認証取得。（審査登録）
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３【事業の内容】

　当社グループは、当社及び関連当事者１社により構成されております。当社は、防じん・防毒マスクなどの労働安全

衛生保護具及び環境関連機器・設備（プッシュプル型換気装置などの環境改善設備工事、強酸性電解水生成装置及び

磁気式水処理処理装置）の製造、販売を事業内容としております。

　当社は、関連当事者酒井建物㈱と本社建物等の賃貸借をしております。

　事業の系統図は次のとおりであります。

４【関係会社の状況】

該当事項はありません。

 

５【従業員の状況】

(1）提出会社の状況

 平成19年12月31日現在

従業員数（人） 平均年令（才） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円）

209（108） 37.1 12.3 6,445,228

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

２．平均年間給与は、税込支払給与額であり、基準外賃金及び賞与を含んでおります。

(2）労働組合の状況

　組合はありません。

EDINET提出書類

興研株式会社(E02396)

有価証券報告書

 4/69



第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1）業績

　当事業年度におけるわが国経済は、好調な企業収益を背景に民間設備投資の堅調な動きや雇用環境の改善などによ

り景気は緩やかながらも回復基調を持続しました。しかしながら、米国サブプライムローン問題や原油を代表とする

原材料価格の一段の高騰など、景気の先行きに懸念材料も出て来ております。

　このような経済環境の中、当社においては、石綿対策用保護具の販売減があったものの、一般産業分野における呼吸

追随形ブロワーマスクをはじめとした安全衛生保護具の販売が引き続き好調で、マスク関連事業部門の売上高は前事

業年度比3.3％減に留めることができました。なお、石綿対策用保護具の売上高は、前事業年度と比べて６億５千万円の

減少となっております。

　環境関連事業部門では、医療施設向けの換気装置や換気浄化システムが堅調な動きを見せるとともに、全自動内視鏡

洗浄消毒装置「鏡内侍（かがみないし）」が下期に入り市場に浸透し始めたことで、売上高は前事業年度比22.4%の

増収となりました。

　以上の結果、当事業年度の業績は売上高76億44百万円（前事業年度比1.8%減）、営業利益７億66百万円（前事業年度

比8.1%減）、経常利益６億65百万円（前事業年度比4.1%減）、当期純利益３億37百万円（前事業年度比3.0%減）とな

りました。

 

(2）キャッシュ・フロー

　当事業年度末における現金及び現金等価物（以下「資金」という。）は、税引前当期純利益が５億96百万円（前事

業年度比7.0％減）でありましたが、売上債権の減少及び有形固定資産の取得による支出等の要因により資金残高は

前事業年度末より５億２百万円増加し、当事業年度末には19億７百万円となりました。

　　当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりです。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

　営業活動の結果得られた資金は９億45百万円（前事業年度は４億73百万円の収入）となりました。これは主に、税

引前当期純利益が５億96百万円となったことと売上債権の減少によるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

　投資活動の結果使用した資金は３億25百万円（前事業年度は12億55百万円の支出）となりました。これは主に、有

形固定資産の取得による支出２億88百万円と有形固定資産の売却による収入29百万円によるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

　財務活動の結果使用した資金は１億16百万円（前事業年度は４億４百万円の収入）となりました。これは主に、長期

借入金12億円の調達と長期借入金の期日返済８億92百万円、社債の償還による支出３億円及び配当金の支払額１億25

百万円等を行ったことによるものです。

２【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　当事業年度の生産実績を品目別に示すと、次のとおりであります。

　なお、事業の種類は単一であるため品目別に記載しております。

品目
第45期

（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度比（％）

防じんマスク（千円） 3,749,705 82.8 

防毒マスク（千円） 1,990,420 113.2 

防じん・防毒マスク関連その他製品

（千円）
1,185,246 83.7

マスク関連事業計（千円） 6,925,371 89.9 

環境改善工事及び機器（千円） 439,984 117.3 

環境関連事業計（千円） 439,984 117.3 

合計（千円） 7,365,355 91.2 

　（注）１．金額は販売価格によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）受注状況
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　当社は見込生産を行っているため、該当事項はありません。

(3）販売実績

　当事業年度の販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。

　なお、事業の種類は単一であるため品目別に記載しております。

品目
第45期

（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度比（％）

防じんマスク（千円） 3,930,914 92.5 

防毒マスク（千円） 1,975,964 115.0 

防じん・防毒マスク関連その他製品

（千円）
1,201,930 87.1 

マスク関連事業計（千円） 7,108,809 96.7

環境改善工事及び機器（千円） 536,049 122.4 

環境関連事業計（千円） 536,049 122.4 

合計（千円） 7,644,859 98.2 

　（注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

２．最近２事業年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであ

ります。

相手先
第44期 第45期

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

ミドリ安全用品㈱ 1,302,183 16.7 1,318,236 17.2

３．本表の金額には消費税等は含まれておりません。
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３【対処すべき課題】

　近年わが国における安全への意識が急速に高まり、「安全文化」という考え方が社会に浸透し始め、優良企業体にお

いては安全を無視して存立を続けることが難しいとの考えが定着し始めています。また行政においても安全確保を目

的に法整備、規制強化が図られています。

　当社は、これ等業界、行政の安全への取り組みにともなう要望に対し、的確に応えられる製品開発、供給体制を整える

ことを求められています。

 

【マスク関連事業部門】

     ・呼吸追随形ブロワーマスク（電動ファン付き呼吸用保護具）の製品価値のさらなる向上と、トンネル作業、溶接作

業をはじめとした様々な市場への浸透を推進し、国内における市場占有率の拡大を図ります。そして海外市場も視

野に入れ当事業部門の核となる製品に育ててまいります。

 ・官民の天災・人災に対する防災意識の高まりや、テロ、鳥インフルエンザ等の新たな危機への対応の必要性が増大

している中、当社は、これらの社会的要請に応えるべく、産業用のみならず、消防救助や救命救急用の保護具

・機器に加え、一般市民向けの火災・特殊災害避難用や感染対策用マスクなど、エマージェンシー対応製品の提案

を行ってまいります。

【環境関連事業部門】

 ・今、医療の現場では、感染対策の早期整備やホルムアルデヒド（ホルマリン）等の化学物質の規制強化にともなう

個人ばく露対策、換気対策が求められています。当社はこれまで医療施設における感染リスク、安全衛生リスクを

独自の技術によって低減する全自動内視鏡洗浄消毒装置やホルムアルデヒド対策用換気装置を販売し、高い評価

をいただいてまいりました。今後も感染リスク・安全衛生リスク対策の啓発活動を継続するとともに、医療施設向

けのシステム・製品開発に取り組み、“医療分野を第２の柱に育てる”という経営目標の追求に努めてまいりま

す。

【環境問題への取り組み】

     ・環境問題への取り組みは、多くの企業が経営の重要課題の一つとしており、当社は顧客の環境問題対策に寄与する
製品開発及び提案を行ってまいります。なお、当社が販売するプッシュプル型換気装置「コーケンラミナー」呼吸
追随形ブロワーマスク「ブレスリンクブロワーマスク」、磁気式水処理装置「エコビーム」は、全てＣＯ２排出抑
制に大きく寄与することから、そうした環境面から訴求する営業も展開してまいります。

 ・当社の取り組みといたしましては、資源の循環、廃棄物低減等による地球環境への配慮という観点から、環境負荷

の少ない原材料の選定や製品設計を行うとともに、残反を再加工した「バイプロミクロンフィルター」使用製品

の開発を既に行っております。それに加え、使用済みの防じんマスク用フィルターと防毒マスク用吸収缶を新しい

資源として再利用する「リサイクルシステム」を積極的に推進し、環境負荷の低減はもちろん、お客様の廃棄物処

理負担の軽減に役立ててまいる所存です。

 【組織改革】

 ・従来技術本部に属していたテクノヤード（製造拠点）を製造本部として分離・独立させ、“モノづくり力”の一

層の強化を図ってまいります。
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４【事業等のリスク】

　当社の事業、経営成績及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあります。

　なお、文中における将来に関する事項は、当事業年度末（平成19年12月31日）現在において当社が判断したもので

す。

①研究開発について

　当社は、研究開発型の総合環境企業として『クリーン,ヘルス,セーフティ』に係わる革新性の高い製品を市場に供給

することを目的に経営資源の投入を行っておりますが、研究開発の全てが、新製品の開発や営業収益の増加に結びつ

くとは限らず、また、諸事情により研究開発を中止せざるを得なくなった場合は、当社の業績に影響を及ぼす可能性が

あります。

　また、当社はオリジナリティの高い技術をベースとした製品開発について、必要な知的財産保護手続きを行い、既に

特許等も多数保有しておりますが、その独自の技術を法的制限のみで、完全に保護することには限界があり、第三者が

当社の知的財産を使って模倣品や類似品を製造、販売することを防止出来ない可能性があります。そういった事象が

発生した場合は、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

②法的規制について

　当社の事業は、「労働安全衛生法」「薬事法」「製造物責任法」等の様々な法規制に関連しており、これら法規制を

遵守すべく、コンプライアンス体制の強化と内部統制の整備を今後さらに進めてまいります。

　万一これらの法規制に適合しない事象が発生した場合、製品の回収や当社が進めている事業に制限が出る可能性が

あります。また、新たな法規制の制定や改正がなされた場合は、設備投資等の新たな費用が発生することにより、当社

の業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

③品質保証・品質管理について

　当社の製品は、過酷な環境下での使用が想定されることに加え、使用者の安全と健康を守るという製品の特長から、

より高い耐久性、信頼性が求められております。

　当社は、社長直属の品質に関わる独立した部署である品質保証室を設置するとともに、ISO 9001に基づく品質マネジ

メントシステムを構築及び維持することにより、万全な品質保証体制を取っております。そして品質保証室は、各テク

ノヤード（工場）に製品検査員を配置し、テクノヤードの製造工程、検査工程の監視を行い、テクノヤードは、日本工

業規格、厚生労働省国家検定規格及び当社独自の厳格な品質保証・品質管理基準による製品の製造を行っておりま

す。

　以上万全な品質保証・品質管理体制を維持、強化いたしておりますが、厚生労働省の呼吸用保護具買取り試験による

不適合の指摘を予期せぬ要因で受けたり、製品の欠陥及び故障が発生した場合は、回収、修理費用等の負担などによ

り、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

④災害等について

　当社は、生産拠点である４ヶ所のテクノヤードを関東地区（埼玉県、群馬県、神奈川県）に置いています。

　地震等の自然災害や事故等によって、生産活動の停止等、事業活動の継続に支障をきたす事象が発生した場合、当社

の業績に影響を及ぼす可能性があります。なお、製造拠点であるテクノヤードは、平成18年度に受診した地震リスクの

調査結果に基づいた事業継続計画の立案に着手したところであります。

⑤環境問題について

　当社の研究所とテクノヤードの計２ヶ所において、自主的に土壌・地下水の調査を行い、トリクロロエチレンによる

汚染が判明した後、外部公表を行うとともに、その２ヶ所での浄化対策を実施しております。順調に浄化が進んでおり

ますが、浄化が完了する時期の想定が現在のところ難しく、浄化対策が長期間を要した場合、その対策に関わる費用

は、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
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５【経営上の重要な契約等】

　該当事項はありません。

６【研究開発活動】

当社の研究開発は、当社の基本方針である『クリーン,ヘルス,セーフティ』の追求に対し、自由で独創的な技術開

発とその多面的応用を目指して活動しております。とりわけ「労働安全衛生保護具」「作業環境改善」について

は、長年の技術蓄積を持ち、信頼を勝ち得ている分野ですが、なお革新性の高い技術に挑んでいます。さらに未来技

術の基礎開発・応用開発にプロジェクトチームを含めマトリックス型の研究体制を敷いております。

　なお、研究開発担当人員は70名、当事業年度の研究開発費は、総額4億61百万円であります。

当事業年度の主な研究開発の成果は、以下の通りであります。

 ・全面形防毒マスク「サカヰ式１８２１ＨＧ型」

　石綿除去作業の養生を行う際、テープや飛散防止剤などから有機ガスが発散する場合があります。そうした養

生作業と除去作業の両方で使用が可能な防じん機能付き有機ガス用吸収缶を使用する全面形防毒マスク「サ

カヰ式１８２１ＨＧ型」を開発しました。

 ・直結式小型防毒マスク「サカヰ式Ｒ－５－06型」

　密着性の高いフリーポジションアンダーチン構造と対応ガスの種類が豊富な吸収缶の取り付けが可能な防毒

マスクとして好評を得ている直結式小型防毒マスク「サカヰ式Ｒ－５型」のモデルチェンジを行いました。吸

収缶の交換が行いやすく、吸収缶の色が認識しやすい新型の吸収缶締付けリングを採用しています。

 ・直結式小型防毒マスク「サカヰ式Ｇ－７－05型」

 ・吸収缶「ＫＧＣ－１０型Ｌ有機ガス用」

　軽量・コンパクトで塗装作業の際のミストや粉じんが排気弁に付着しにくいボンネット面体を採用した直結

式小型防毒マスク「サカヰ式Ｇ－７型」にＳサイズを加えました。このＳサイズは、女性などのように顔が小

さく、接顔部が密着しづらかった作業者向けです。

　「ＫＧＣ－１０型Ｌ有機ガス用」は、「サカヰ式Ｇ－７型」で使用できる長時間タイプの吸収缶です。除毒能

力が従来製品の約２倍となり、コンパクトタイプのマスクでありながら、長時間の作業にも対応可能となりま

す。
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７【財政状態及び経営成績の分析】

(1) 財政状態

当事業年度の総資産は151億98百万円となり、前事業年度末に比べ43百万円増加しました。

（流動資産）

　流動資産は71億円となり、前事業年度末に比べ4億72百万円増加しました。これは主に、現金及び預金が4億47百万円、

有価証券が1億10百万円増加したことと、売掛金が59百万円、たな卸資産が23百万円減少したことによるものです。

（固定資産）

　固定資産は80億98百万円となり、前事業年度末に比べ4億17百万円減少しました。これは主に、有形固定資産が3億69

百万円、投資有価証券が1億33百万円減少したことによるものです。

（流動負債）

　流動負債は30億99百万円となり、前事業年度末に比べ23百万円減少しました。これは主に、１年以内償還予定社債が3

億円減少したことと1年以内返済予定長期借入金が3億43百万円増加したことによるものです。

（固定負債）

　固定負債は46億20百万円となり、前事業年度末に比べ80百万円減少しました。これは主に、退職給付引当金が64百万

円、長期借入金が36百万円減少したことによるものです。

（純資産）

　純資産合計は74億78百万円となり、前事業年度末に比べ1億48百万円増加しました。これは主に、利益剰余金が当期純

利益の増加などにより2億11百万円増加したことと、その他有価証券評価差額金が79百万円減少したことによるもの

です。

　この結果、自己資本比率は前事業年度の48.4％から49.1％となりました。

 

(2) 経営成績

当事業年度は、売上高76億44百万円（前事業年度比1.8％減）、営業利益7億66百万円（前事業年度比8.1％減）、経常利

益6億65百万円（前事業年度比4.1％減）、当期純利益3億37百万円（前事業年度比3.0％減）となりました。

（売上高）

　売上高は76億44百万円となり、前事業年度に比べ1億40百万円減少しました。これは石綿対策用保護具の販売減によ

るものですが、一般産業分野における呼吸追随形ブロワーマスクをはじめとした安全衛生保護具の販売が引き続き好

調でした。

（売上原価）　

　売上原価は売上高の減少により前事業年度に比べ10百万円減少の41億67百万円となりました。また、売上総利益率に

ついては、原材料費の高騰や石綿対策用製品の生産調整にともなって製品製造の原価率が上昇したことにより、売上

総利益率は45.5％となり、前事業年度の46.3％に比べ、0.8ポイント低下いたしました。

（販売費及び一般管理費）

　販売費及び一般管理費は、経費の節減を行った結果、27億11百万円となり、前事業年度に比べ63百万円減少しま

した。

（営業利益）

　営業利益は7億66百万円となり、前事業年度に比べ67百万円減少し、売上高営業利益率は10.0％となりました。売上高

営業利益率は前事業年度の10.7％に比べ、0.7ポイント低下いたしました。

（営業外収益、費用）

　営業外収益は22百万円となり、前事業年度に比べ5百万円減少しました。これは主に、受取手数料の減少によるも

のです。

　営業外費用は1億23百万円となり、前事業年度に比べ43百万円減少しました。これは主に、アレンジメントフィー

　40百万円の減少によるものです。

（特別利益、損失）

　特別損失は69百万円となりました。これは主に、固定資産除却損44百万円、固定資産撤去費用12百万円及び貸倒引

当金繰入額11百万円の発生によるものです。

　以上の結果、税引前当期純利益は5億96百万円となり、法人税、住民税及び事業税や、法人税等調整額を差引いた当期

純利益は3億37百万円となりました。

　また１株当たり当期純利益は66円92銭となりました。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

　当事業年度の設備投資は、市場のニーズに応じた強い競争力をもつ新製品の開発及びその量産体制を効率的に整

えるため、総額2億47百万円の設備投資を実施いたしまいた。

　その主なものは、中井テクノヤードの生産設備及び金型であります。

　なお、当事業年度中に重要な影響を及ぼす設備の売却、撤去はありません。

２【主要な設備の状況】

　　当社は国内に４ヶ所のテクノヤード（工場）を有しております。

　　また、国内14ヶ所の営業所の他、中井配送センター、二宮研修センターを有しております。

　研究施設として、飯能研究所を有しております。

　　以上のうち、主要な設備は以下のとおりであります。

事業所名
（所在地）

設備の内容

帳簿価額

従業員数
（人）

建物及び構
築物
（千円）

機械装置及
び運搬具
（千円）

土地
（千円）
（面積㎡）

工具器具
備品
（千円）

合計
（千円）

本社

（東京都千代田区）
会社統括業務 246,750 3,876

1,636,000

（　　283.91㎡）
15,568 1,902,194 91

狭山テクノヤード

（埼玉県狭山市）

防じんマスク、防毒マス

クの製造
550,243 962,244

792,433

(  12,826.12㎡）
61,289 2,366,211 22

群馬テクノヤード

（群馬県みどり市）

防じんマスク、防毒マス

クの製造
363,245 209,132

405,140

（　9,256.83㎡）
70,532 1,048,050 9

所沢テクノヤード

（埼玉県所沢市）

防じんマスク、防毒マス

クの製造
74,530 6,511

177,214

（　1,904.09㎡）
16,006 274,263 8

中井テクノヤード

中井配送センター

（神奈川県足柄上郡中井町）

防じんマスク、防毒マス

クの製造・配送業務
150,651 220,028

325,449

（  1,434.94㎡）
15,284 711,413 12

飯能研究所

（埼玉県飯能市）
研究業務 45,526 29,157

4,451

（　3,224.35㎡）
41,301 120,437 9

　（注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

２．上記の他、リース契約による主な賃借設備は下記のとおりであります。

名称 数量 リース期間
年間リース料
（千円）

リース契約残高
（千円）

乗用車

（所有権移転外ファイナンス・リース）
　　　60台 　 12～60ヶ月 28,687 58,701

ＯＡ機器

（所有権移転外ファイナンス・リース）
一式 　 12～72ヶ月 47,431 92,921

金型

（所有権移転外ファイナンス・リース）
　　146型 　 12～36ヶ月 64,124 82,669

３【設備の新設、除却等の計画】

　当社の設備投資については、経済動向、投資効率等を総合的に勘案して策定しております。

　当事業年度中において、重要な設備の新設、除却等の計画はありません。
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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】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 20,000,000

計 20,000,000

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数

（株）
（平成19年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成20年３月27日）

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名

内容

普通株式 5,104,003 同　　左 ジャスダック証券取引所 －

計 5,104,003 同　　左 － －

（２）【新株予約権等の状況】

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

　　平成16年３月30日定時株主総会決議

 事業年度末現在
（平成19年12月31日）

提出日の前月末現在
（平成20年2月29日）

新株予約権の数（個） 41 41

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） 41,000 41,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 　 899 同左

新株予約権の行使期間
自　平成18年３月31日
至　平成21年３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　

資本組入額

899
449

同左

新株予約権の行使の条件

・権利行使時において当社の取締

役、監査役または従業員のいずれ

かの地位を保有している場合に限

る。ただし、任期満了に伴う退任、

定年退職その他正当な理由がある

場合は、この限りではない。

・新株予約権者が死亡した場合、相

続は認めない。

・その他の条件は、第41期定時株主

総会決議及び取締役会決議に基づ

き、当社と新株予約権者との間で

締結する「新株予約権割当契約」

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
新株予約権の譲渡する場合は、取締

役会の承認を要する。
同左

代用払込みに関する事項 　－ 　－ 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事
項

　－ 　－ 

　　会社法第236条、第238条及び第239条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。

　　平成19年３月29日定時株主総会決議
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 事業年度末現在
（平成19年12月31日）

提出日の前月末現在
（平成20年2月29日）

新株予約権の数（個） 1,130 1,130

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） 113,000 113,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 　 1,363 同左

新株予約権の行使期間
自　平成21年４月３日
至　平成24年３月31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　

資本組入額

1,363
681

同左

新株予約権の行使の条件

・権利行使時において当社の取締

役、監査役または従業員のいずれ

かの地位を保有している場合に限

る。ただし、任期満了に伴う退任、

定年退職その他正当な理由がある

場合は、この限りではない。

・新株予約権者が死亡した場合、相

続は認めない。

・その他の条件は、第44期定時株主

総会決議及び取締役会決議に基づ

き、当社と新株予約権者との間で

締結する「新株予約権割当契約」

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
新株予約権の譲渡する場合は、取締

役会の承認を要する。
同左

代用払込みに関する事項 　－ 　－ 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事
項

　－ 　－ 
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（３）【ライツプランの内容】

       　該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減
額（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高
（千円）

平成11年12月31日　(注） 4,611 5,104,003 2,254 674,265 2,246 527,936

　（注）　転換社債の転換による増加（平成11年１月１日～平成11年12月31日）

（５）【所有者別状況】

 平成19年12月31日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数100株）
単元未満株
式の状況
（株）

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品取
引業者

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） － 8 6 20 4 － 604 642 －

所有株式数

（単元）
－ 6,329 121 13,387 5,326 － 25,857 51,020 2,003

所有株式数の

割合（％）
－ 12.40 0.24 26.23 10.43 － 50.70 100.0 －

　（注）１．自己株式53,373株は「個人その他」に533単元及び「単元未満株式の状況」に73株を含めて記載しておりま

す。

２．上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、20単元含まれております。
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（６）【大株主の状況】

 平成19年12月31日現在

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（％）

酒井興産有限会社 東京都千代田区四番町7番地 1,130 22.15

酒井　眞一 東京都練馬区 730 14.30

酒井　宏之 東京都杉並区 696 13.64

モルガン　スタンレー　アンド

　カンパニー　インターナショ

ナル　ピーエルシー

　（常任代理人モルガン・ス

タンレー証券会社）

25 Cabot Square Canary Wharf,

London E14 4QA England

（東京都渋谷区恵比寿4-20-3恵比寿ガーデ

ンプレイスタワー)

519 10.19

株式会社りそな銀行 大阪府大阪市中央区備後町2-2-1 244 4.79

株式会社みずほ銀行

（常任代理人資産管理サービ

ス信託銀行株式会社）

東京都千代田区内幸町1-1-5

（東京都中央区晴海1-8-12晴海アイランド

トリトンスクエア　Ｚ棟）

227 4.47

酒井建物株式会社 東京都千代田区四番町7番地 166 3.26

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内1-4-5 72 1.41

酒井　啓子 東京都杉並区 58 1.15

興研従業員持株会 東京都千代田区四番町7番地 58 1.14

計 － 3,903 76.48

　（注）１．所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。

　（注）２．当事業年度における主要株主の異動は以下のとおりであります。

　なお、証券取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号の規定　

　に基づき、主要株主の異動に関する臨時報告書を平成19年８月７日に提出しております。 

当該異動に係る

主要株主の氏名
異動年月日  

所有議決権の数

（個）

総株主の議決権に対する割合

（％）

モルガン　スタンレー　ア

ンド　カンパニー　イン

ターナショナル　ピーエ

ルシー

 平成19年６月30日

 異動前 4,840 9.59

 異動後 5,132 10.17

EDINET提出書類

興研株式会社(E02396)

有価証券報告書

15/69



（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成19年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － －  

議決権制限株式（自己株式等） － －  

議決権制限株式（その他） － －  

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

普通株式　　 53,300
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式　5,048,700 50,487 －

単元未満株式 普通株式      2,003 － －

発行済株式総数  5,104,003 － －

総株主の議決権 － 50,487 －

　（注）　「完全議決権株式（その他）」欄には、証券保管振替機構名義の株式が2,000株（議決権の数20個）含まれており

ます。

②【自己株式等】

 平成19年12月31日現在

所有者の氏名又は
名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

興研株式会社
東京都千代田区四

番町７番地
53,300 － 53,300 1.04

計 － 53,300 － 53,300 1.04
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（８）【ストックオプション制度の内容】

　当社は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の規定に基づき自己株式を

買付ける方法、及び旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき新株予約権を発行する方法によるもの並

びに会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。

　当該制度の内容は、以下の通りであります。

　①　旧商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づく新株予約権

　　（平成16年３月30日決議）

　　旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、平成16年３月30日第41期定時株主総会終結の時に

　在任する当社取締役、監査役及び、従業員の一部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３月30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。その内容は、次のと

　おりです。

決議年月日 平成16年３月30日

付与対象者の区分及び人数（名）

取締役　９

監査役　４

従業員　46（当社が指定する者であって、常勤又は

非常勤の顧問・嘱託を含む。）

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

株式の数 「（２）新株予約権等の状況」に記載しております。

新株予約権の行使時の払込金額（円） 　　　同上（注）

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 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合（新株予約

権の行使による場合は除く。）は次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる１円未満の端数は切り上げ

る。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
既発行株式数＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

新株発行前の株価

既発行株式数＋新規発行株式数

また、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式

により払込金を調整し、調整により生ずる１株未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
1

分割・併合の比率

②　会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権

　　（平成19年３月29日決議）

　会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、平成19年３月29日第44期定時株主総会終結の時に在任

する当社取締役、監査役及び、従業員の一部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19年３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。その内容は、次のとおりです。

決議年月日 平成19年３月29日

付与対象者の区分及び人数（名）

取締役　10

監査役　４ 

従業員　49（当社が指定する者であって、常勤又は 

　　　　　　非常勤の顧問・嘱託を含む。） 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

株式の数 「（２）新株予約権等の状況」に記載しております。（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上

EDINET提出書類

興研株式会社(E02396)

有価証券報告書

17/69



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 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）２

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

　 し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数につい

   て行われ、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てる。

　　　　   調整株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

 　　　　また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併または株式交換を行う場合等、新株予約権の目的たる株式の数

   を調整する必要がある場合には、当社は必要と認める株式数の調整を行うことができるものとする。 

      ２.当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行う場合は、新株予約権にかかる義務を当該株式交換また

         は株式移転により完全親会社となる会社に承継させる。承継される新株予約権の内容の決定の方針は次のとお

         りとする。

         ① 目的たる完全親会社の株式の種類

            完全親会社の同種の株式

         ② 目的たる完全親会社の株式の数

            株式交換または株式移転の比率に応じて調整する。調整後の１株未満の端数は切り捨てる。

         ③ 権利行使に際して払い込むべき額

            株式交換または株式移転の比率に応じて調整する。調整後の１円未満の端数は切り上げる。

         ④ 権利行使期間、その他の権利行使の条件、取得事由等

            株式交換または株式移転に際して、当社取締役会が決定する。

         ⑤ 取締役会による譲渡承認

            新株予約権の譲渡について、完全親会社の取締役会の承認を要するものとする。 
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】

 　　　　　該当事項はありません。

 

（１）【株主総会決議による取得の状況】

 　　　　　該当事項はありません。

 

（２）【取締役会決議による取得の状況】

 　　　　　該当事項はありません。

 

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 　　　　　該当事項はありません。

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った

取得自己株式
－ － － －

その他

（新株予約権の権利行使）
2,000 1,798,000 － －

保有自己株式数 53,373 － 53,373 －
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３【配当政策】

当社は、従来より、株主への利益還元を経営の重要課題の一つとして認識し、安定的配当の維持及び向上を図ることを

基本方針としております。

　当社は、「会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる。」旨を定款に定めております。配当の決定機

関は、期末配当については定時株主総会、中間配当については取締役会であります。

　当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき、かつ、当事業年度の業績、今後の事業展開の動向や収益・財務状

況の推移を総合的に勘案し、1株につき25円に決定しました。この結果、当事業年度の配当性向は37.4％、純資産配当率は

1.7％となります。

　内部留保資金につきましては、より一層の経営基盤強化のため、新技術・新製品の研究開発活動及び設備投資等に有効

活用し、将来の継続的発展を図っていきたいと考えております。

　なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。 

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20年３月27日

定時株主総会決議
126 25

４【株価の推移】

（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 第41期 第42期 第43期 第44期 第45期

決算年月 平成15年12月 平成16年12月 平成17年12月 平成18年12月 平成19年12月

最高（円） 1,300
930

※　1,040
2,850 2,095 1,690

最低（円） 646
860

※　　740
812 1,446 1,090

　（注）　最高・最低株価は平成16年12月13日よりジャスダック証券取引所におけるものであり、それ以前は日本証券業協

会の公表によるものであります。なお、第42期の事業年度別最高・最低株価のうち、※は日本証券業協会の公表

のものであります。

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別 平成19年７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高（円） 1,400 1,399 1,326 1,322 1,225 1,261

最低（円） 1,180 1,179 1,179 1,250 1,125 1,121

　（注）　最高・最低株価はジャスダック証券取引所におけるものであります。
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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
 酒井　眞一 昭和16年８月22日生

昭和39年４月 レナウン商事株式会社入社

昭和42年８月 当社入社

昭和42年９月 取締役就任　技術部長

昭和56年１月 代表取締役社長就任

平成15年３月 酒井興産有限会社代表取締役社長

就任（現任）

平成15年３月 酒井建物株式会社代表取締役社長

就任（現任）

平成15年３月 代表取締役会長就任（現任）

平成18年５月 (社)日本保安用品協会会長就任

（現任）

平成20年３月27

日開催の定時株

主総会から２年

730

代表取締役

社長
 酒井　宏之 昭和18年５月23日生

昭和42年４月 当社入社

昭和45年８月 営業部係長

昭和49年11月 取締役就任　システム部長

昭和59年11月 酒井建物株式会社代表取締役社長

就任

昭和61年３月 常務取締役就任

平成２年４月 常務取締役営業本部長

平成４年３月 代表取締役専務取締役営業本部長

平成10年３月 代表取締役副社長営業本部長

平成15年３月 代表取締役社長就任（現任）

平成20年３月27

日開催の定時株

主総会から２年

696

代表取締役

副社長
 山里　洋介 昭和20年６月22日生

昭和43年３月 陸上自衛隊幹部候補生学校入隊

平成５年３月 同上陸上幕僚監部装備部武器・化

学課化学室長

平成７年８月 同上中部方面総監部総務部長

平成９年12月 同上北部方面総監部装備部長

平成12年６月 同上化学学校校長

平成14年９月 当社顧問

平成17年３月 専務取締役就任

平成19年３月 代表取締役副社長就任（現任）

平成20年３月27

日開催の定時株

主総会から２年

4

常務取締役
製造本部

担当
下坂　正 昭和18年１月３日生

昭和60年１月 日本デイトンプログレス株式会社

営業管理部長

昭和63年10月 当社入社

平成７年12月 足尾テクノヤード所長兼所沢テク

ノヤード所長

平成８年３月 取締役就任　足尾テクノヤード所長

平成11年７月 取締役群馬テクノヤード所長

平成13年３月 常務取締役就任　群馬テクノヤード

所長

平成20年３月 常務取締役製造本部担当（現任）

平成20年３月27

日開催の定時株

主総会から２年

2

常務取締役
技術本部

担当
宮田　正 昭和14年９月14日生

昭和45年２月 東レ株式会社本社研究技術管理部

平成元年11月 当社入社

平成２年４月 環境エンジニアリングディビジョ

ンマネージャー

平成４年３月 取締役就任　環境エンジニアリング

ディビジョンマネージャー

平成11年９月 取締役開発部長

平成14年３月 常務取締役就任　技術本部長兼開発

部長

平成20年３月 常務取締役技術本部担当（現任）

平成20年３月27

日開催の定時株

主総会から２年

2
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

常務取締役
管理本部

担当
村松　光二 昭和31年２月21日生

昭和53年４月 株式会社富士銀行（現、株式会社み

ずほ銀行）入行

平成14年４月 株式会社みずほ銀行本郷通支店　支

店長

平成16年２月 同行大阪公務部　部長

平成18年２月 当社出向

平成18年３月 管理本部長

平成19年３月 当社入社

平成19年３月 常務取締役就任　管理本部長

平成20年３月 常務取締役管理本部担当（現任）

平成20年３月27

日開催の定時株

主総会から２年

1

常務取締役
営業本部

担当
秋山　俊雄 昭和24年４月２日生

昭和48年４月 当社入社

昭和61年８月 特需ディビジョンマネージャー

平成12年３月 取締役就任　特需ディビジョンマ

ネージャー兼ハイジニック器機

ディビジョンマネージャー

平成13年４月 取締役　ハイジニック器機ディビ

ジョンマネージャー

平成15年３月 取締役営業本部長兼営業統括部長

平成18年２月 取締役営業本部長兼営業統括部長

兼海外ディビジョンマネージャー 

平成19年２月 取締役営業本部長兼営業統括部長

平成20年３月 常務取締役就任　営業本部担当

（現任） 

平成20年３月27

日開催の定時株

主総会から２年

4

常勤監査役  田中　敏之 昭和13年４月11日生

昭和63年４月 株式会社協和銀行横須賀支店長

平成３年４月 当社入社　総務部長

平成４年３月 取締役就任　総務部長

平成５年３月 常務取締役就任　管理本部長

平成10年３月 代表取締役専務取締役就任　管理本

部長

平成14年３月 常勤監査役就任（現任）

平成17年３月30

日開催の定時株

主総会から４年

9

常勤監査役  中村　公信 昭和13年１月15日生

昭和31年４月 興亜火災海上保険株式会社入社

昭和42年７月 当社入社

昭和61年８月 安全衛生ディビジョンマネー

ジャー

平成２年３月 取締役就任　安全衛生ディビジョン

マネージャー

平成10年３月 常勤監査役就任（現任）

平成19年３月29

日開催の定時株

主総会から４年

3

監査役  江見　準 昭和12年11月12日生

昭和52年３月 金沢大学工学部教授

平成５年４月 金沢大学工学部長

平成９年４月 金沢大学工学部物質化学工学科

教授

平成15年４月 監査役就任（現任）

平成15年５月 金沢大学名誉教授（現任） 

平成18年５月 (社)日本粉体工業技術協会会長

（現任）

平成19年３月29

日開催の定時株

主総会から４年

3

監査役  河合　弘之 昭和19年4月18日生 

昭和42年９月 司法試験合格 

昭和43年３月 東京大学法学部卒業 

昭和45年４月 弁護士登録(第二東京弁護士会)

昭和47年４月 河合・竹内法律事務所（現、さくら

共同法律事務所）パートナー（現

任）

平成19年３月  監査役就任（現任） 

平成19年３月29

日開催の定時株

主総会から４年

－

     計 1,454

　（注）１．監査役　江見　準、監査役　河合　弘之は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

２．代表取締役社長　酒井宏之は代表取締役会長　酒井眞一の実弟であります。
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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

    　当社は、企業価値の向上と株主・投資家価値増大のために、コーポレート・ガバナンス体制を強化して透明

　　性・健全性を確保するとともに、責任体制を明確化して、経営の効率化と経営環境変化への迅速な対応ができ

　　る経営管理組織の構築に取り組んでおります。

    　また、情報開示を経営上の重要課題と考えており、今後とも情報開示を適時・即時・公平・透明に行うため、

　　情報発信の機会の増大と伝達方法の整備及び開示内容の充実に努めて参ります。

 　（当事業年度における当社のコーポレート・ガバナンスの模式図　平成19年12月31日現在）

 

(2) 会社の機関の内容
　　経営の最高意思決定機関としての取締役会は、取締役規程に基づき、原則として月１回開催し、経営上の業　

　務施行の重要事項の決定を行うとともに、その執行の監督を行っております。そして、迅速な課題対処を行う　

　ため、随時に開催できる体制も取っております。

　　また、各役員及び各本部長・部門長で構成される幹部会議を月１回開催し、経営意思を伝達するとともに、

　各ディビジョン及び営業所の営業報告等を行い、各部門の業務遂行状況とその問題点を把握して、対応策の討

　議を行っております。

　　当社は、監査役制度を採用しており、監査役４名（内、社外監査役２名）を選任し、取締役会への出席を通

　して、取締役及び取締役会の職務執行を監視できる体制を取っております。

 

(3) 内部統制システムの整備の状況

　　当社は、管理本部、営業本部、技術本部の３本部制組織により企業運営を行っており、各本部は、本部長が　

　担当業務を分掌してこれを執行し、それぞれの牽制機能が働く組織体制を取っております。

　　当社は、経営効率の向上と業務管理の適正化・合理化を図ることを目的に、各種社内規程を設けて運営・管

　理を行っております。各部門長は、諸規程が経営の実情に合致しているか常にレビューを行った上で、諸規程　

　の制定、改訂、廃止とその発行、実施の統制を行うとともに、部門内における法令及び諸規程を遵守した業務

　執行の徹底と実施状況の監視を、重要な職務として行っております。

　　また、コンプライアンス室により業務の執行に当たり対応する法令及び社内諸規程に関するチェック、並び

　に役職員に対する教育・研修を実施し、更に法令等の遵守体制に関わる諸問題を全社的に協議するためにコン

　プライアンス委員会を新たに設置し、社内の法令等の遵守体制をより強固なものとすべく努めております。

EDINET提出書類

興研株式会社(E02396)

有価証券報告書

23/69



(4) リスク管理体制の整備の状況

　　当社は、管理本部、営業本部、技術本部が本部内の各部門のリスクを統制すると同時にそれぞれが相互に牽　

　制を行う体制を取っており、その業務執行状況については内部監査規程により業務監査を行い、また、特に製

　品に関しては品質保証監査によりチェックを実施しています。その結果は取締役社長に報告され、必要に応じ

　改善措置を講じる体制を取っております。

　　全社的なリスク管理は管理本部が統括し、必要な規程の整備を推進するとともに想定されるリスクの低減及

　び緊急事態への対応が可能なリスク管理体制の整備に努めております。

 

(5) 役員報酬の内容

　　　・取締役に対する報酬等の総額　　　 170,117千円

　　　・監査役に対する報酬等の総額　　　  28,598千円

 　（注）① 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

　 　　　② 報酬等の総額には、以下のものも含まれております。

      　　  ・第45期定時株主総会において決議の当事業年度に係る役員賞与33,800千円（取締役28,200千

　 　　　　　 円、監査役5,600千円）。

　　　　  　・第45期定時株主総会において決議の役員退職慰労金（取締役５名に31,300千円）。

 

　(6) 監査報酬の内容

　　当社の一時会計監査人への公認会計士法（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

　　は、以下のとおりであります。

　　・監査法人Ａ＆Ａパートナーズ　　　　　　13,570千円（税込）

　　・みすず監査法人　　　　　　　　　　　　 2,430千円（税込） 

 

  (7) 責任限定契約の内容の概要

　　当社と社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する

　契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額として

　おります。

 

（8）取締役の定数

　　「当会社の取締役は15名以内とする。」旨を定款にて定めております。

 

（9）取締役の選任の決議要件

　　 当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の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旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によら

   ない旨を定款に定めております。 

 

（10）中間配当の決定機関

　　 当社は、会社法第454条第５項に定める剰余金の中間配当を、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会

　 の決議によらず取締役会の決議によりすることができる旨定款に定めております。これは、剰余金の中間配当

   を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

 

(11) 自己株式の取得

　「当会社は、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる。」旨を定款に定めて

おります。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を行うため、市場取引等により自己の株式

を取得することを目的とするものであります。

 

(12) 株主総会の特別決議要件

　　「会社法第309条第２項の定めによる決議は、議決権を行使することができる株主の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。」旨を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、株主総会の運営を円滑に行うことを目的とするもので

　あります。
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　(13) 内部監査及び監査役監査の状況

　当社の内部監査は、管理本部長を監査責任者とし、取締役社長の命令により指名された監査担当者を指揮して業

務執行状況を監査しております。そしてその監査結果は、監査責任者の承認を経て社長に報告され、必要に応じ改

善措置を講じるとともに、そのフォローアップ監査も実施する体制を取っております。

　内部監査のうち品質に係る監査(品質マネジメントシステムISO 9001,JIS Q9001の内部監査に相当)については、品

質保証監査規程に基づき、品質保証室長を監査責任者とする品質保証監査員が監査を実施し、その結果は取締役社

長に報告しております。なお、監査により不適合が認められた場合は、監査責任者は、全ての不適合について被監査

部門長に是正要求を行い、その処置と効果の確認を行っています。

　また当社は、薬事法による医療機器製造販売の承認を取得した医療機器(全自動内視鏡洗浄消毒装置)の製造販売

開始にともない、QMS(医療機器の製造及び品質管理の基準に関する省令)、GQP(医療機器の品質管理の基準に関す

る省令)、GVP(医療機器の製造販売後の安全管理の基準に関する省令)に基づいた品質・安全管理体制の構築を行い

ました。製造販売の最高責任者である総括製造販売責任者は、品質保証責任者、安全管理責任者に対し、管理監督、

指示を行い、安全管理責任者と品質保証責任者及びこれらに関連した部門は、密接な連携・協力を行っておりま

す。この品質安全管理体制の強化をさらに進め、より高品質で安全性の高い医療機器の製造販売を実践してまいり

ます。

　当社は、労働安全衛生法に基づき、従業員の安全と健康の確保及び快適な職場環境の形成の促進を目的とした安

全・衛生管理規程を定めており、この規程は、全従業員の作業環境管理、作業管理、健康管理に適用されます。安全

環境管理室長及びスタッフは、この規程に基づき、テクノヤードと研究所への安全衛生監査を定期・不定期に実施

し、その結果は取締役社長に報告しております。なお、監査により不適合が認められた場合は、安全環境管理室長

は、全ての不適合について被監査テクノヤード・研究所長に是正要求を行い、その処置と効果の確認を行っていま

す。

　当社は、前述のとおり監査役４名(内、社外監査役２名)が、取締役会への出席を通して、取締役及び取締役会の職務

執行の監査を行うとともに、監査役監査計画に基づいた社内監査を実施しております。 

 

    (14）会社と社外取締役および社外監査役の人的関係、資本関係または取引関係その他利害関係の概要

    ・社外取締役は選任しておりません。

    ・社外監査役につきましては、該当事項はありません。

 

　（15）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

　　当社は会計監査を担当する一時会計監査人として監査法人Ａ＆Ａパートナーズと監査契約を結び、会計監査

　を受けております。なお、当社の監査業務を執行した公認会計士は以下のとおりであります。

　　　　業務執行社員：公認会計士　中井義己

　　　　業務執行社員：公認会計士　岡　賢治

　　監査業務に係る補助者の人数

　　　　公認会計士　　６名

　　　　会計士補　　　２名

　　　　その他　　　　３名

　（注）継続監査年数については、全員７年以内であるため記載を省略しております。

　　また、当社の会計監査人でありましたみすず監査法人は、平成19年７月２日をもって当社の会計監査人を辞

　任いたしました。

　　これに伴い、当社の会計監査人が不在となる事態を回避し、継続的監査体制を維持するため、平成19年７月

　３日開催の監査役会におきまして、監査法人Ａ＆Ａパートナーズを当社の一時会計監査人として選任し、現在

　に至っております。

　その他、社外からの管理機能を充実させるため、さくら共同法律事務所との顧問契約による法務面の専門的

　なアドバイスも適宜受けております。

 

（16）会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みの最近１年間における実施状況

・月１回の取締役会を開催し、経営上の重要事項の決定を行うとともに、その執行を監督しております。　

・法令、社内規程及び企業倫理の遵守体制をより強固なものとするため、平成19年2月1日、社長直属の

　コンプライアンス室（２名）を新設いたしました。

・企業情報の開示として、平成18年12月期決算・平成19年12月期中間決算説明資料を当社ホームページに

　掲載いたしました。
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第５【経理の状況】

１．財務諸表の作成方法について

　当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務

諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、第44期事業年度（平成18年１月１日から平成18年12月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、第45

期事業年度（平成19年１月１日から平成19年12月31日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しておりま

す。

２．監査証明について

　当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、第44期事業年度（平成18年１月１日から平成18年12月31日まで）

の財務諸表については、みすず監査法人と公認会計士　前川昌之氏による共同監査を受け、また、金融商品取引法第193

条の２第１項の規定に基づき、第45期事業年度（平成19年１月１日から平成19年12月31日まで）の財務諸表について

は、監査法人Ａ＆Ａパートナーズにより監査を受けております。

　当社の会計監査人は次のとおり交代しております。

    第44期事業年度の財務諸表　みすず監査法人

　　　　　　　　　　　　　　　公認会計士　前川昌之氏（共同監査）

　　第45期事業年度の財務諸表　監査法人Ａ＆Ａパートナーズ

３．連結財務諸表について

　当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。 
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１【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

  
前事業年度

（平成18年12月31日）
当事業年度

（平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１．現金及び預金   1,603,382   2,051,053  

２．受取手形 ※３  1,322,528   1,329,393  

３．売掛金   1,944,714   1,884,885  

４．有価証券   －   110,000  

５．商品   150,705   172,065  

６．製品   759,021   627,716  

７．原材料   315,268   356,153  

８．仕掛品   278,786   322,350  

９．貯蔵品   45,232   47,642  

10．前払費用   70,552   67,170  

11．繰延税金資産   133,482   129,877  

12．その他   8,112   6,474  

貸倒引当金   △4,000   △4,000  

流動資産合計   6,627,786 43.7  7,100,783 46.7

        

Ⅱ　固定資産        

(1）有形固定資産        

１．建物 ※１ 3,181,812   3,218,575   

減価償却累計額  1,618,397 1,563,415  1,734,759 1,483,816  

２．構築物  178,828   179,078   

減価償却累計額  158,264 20,563  160,712 18,366  

３．機械及び装置  3,520,391   3,491,050   

減価償却累計額  1,891,922 1,628,468  2,059,966 1,431,084  

４．車両運搬具  1,500   1,500   

減価償却累計額  1,425 75  1,425 75  

５．工具器具及び備品  2,305,680   2,335,678   

減価償却累計額  1,978,370 327,309  2,071,953 263,725  

６．土地 ※１  3,471,505   3,471,505  

７．建設仮勘定   115,280   88,884  

有形固定資産合計   7,126,617 47.1  6,757,455 44.4
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前事業年度

（平成18年12月31日）
当事業年度

（平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

(2）無形固定資産        

１．特許権   8,342   11,401  

２．電話加入権   9,423   9,423  

３．借地権   1,057   1,057  

４．ソフトウェア   1,724   1,004  

５．その他   831   702  

無形固定資産合計   21,378 0.1  23,589 0.2

(3）投資その他の資産        

１．投資有価証券   526,741   393,018  

２．従業員長期貸付金   4,148   8,750  

３．長期前払費用   9,873   6,179  

４．繰延税金資産   111,410   172,009  

５．敷金及び保証金   122,067   121,518  

６．退職保険掛金   636,543   670,486  

貸倒引当金   △43,000   △55,000  

投資その他の資産合計   1,367,783 9.0  1,316,962 8.7

固定資産合計   8,515,780 56.2  8,098,006 53.3

Ⅲ　繰延資産        

　１．社債発行費   11,533   －  

繰延資産合計   11,533 0.1  － －

資産合計   15,155,100 100.0  15,198,789 100.0
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前事業年度

（平成18年12月31日）
当事業年度

（平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．買掛金   139,054   157,324  

２．短期借入金 ※４,５  1,100,000   1,100,000  

３．１年以内返済予定
長期借入金

※１  779,692   1,123,532  

４．１年以内償還予定社債   300,000   －  

５．未払金   160,979   121,447  

６．未払費用   129,482   132,425  

７．未払法人税等   161,768   90,679  

８．未払消費税等   23,284   70,340  

９．預り金   63,244   68,502  

10．賞与引当金   228,000   203,000  

11．役員賞与引当金   38,000   32,000  

12．その他   105   365  

流動負債合計   3,123,612 20.6  3,099,616 20.4

Ⅱ　固定負債        

１．社債   2,200,000   2,200,000  

２．長期借入金 ※１  1,875,632   1,838,800  

３．退職給付引当金   242,479   177,854  

４．役員退職引当金   373,500   396,900  

５．その他   10,306   7,379  

固定負債合計   4,701,918 31.0  4,620,933 30.4

負債合計   7,825,531 51.6  7,720,550 50.8
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前事業年度

（平成18年12月31日）
当事業年度

（平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

(1）資本金   674,265 4.4  674,265 4.4

(2）資本剰余金        

１．資本準備金  527,936   527,936   

２．その他資本剰余金  639   664   

資本剰余金合計   528,576 3.5  528,600 3.4

(3）利益剰余金        

１．利益準備金  168,566   168,566   

２．その他利益剰余金        

別途積立金  5,186,000   5,386,000   

圧縮記帳積立金  33,928   32,209   

繰越利益剰余金  585,041   598,494   

利益剰余金合計   5,973,536 39.4  6,185,270 40.6

(4）自己株式   △49,734 △0.3  △47,961 △0.3

株主資本合計   7,126,643 47.0  7,340,175 48.2

Ⅱ　評価・換算差額等        

(1）その他有価証券評価差額
金

 202,925   123,614   

評価・換算差額等合計   202,925 1.3  123,614 0.8

Ⅲ　新株予約権   － －  14,449 0.0

純資産合計   7,329,569 48.4  7,478,239 49.2

負債純資産合計   15,155,100 100.0  15,198,789 100.0

        

②【損益計算書】

  
前事業年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高        

１．売上高  7,724,698   7,610,006   

２．完成工事高  61,152 7,785,851 100.0 34,852 7,644,859 100.0

Ⅱ　売上原価        

１．期首製品商品たな卸高  731,906   909,726   

２．当期製品製造原価  4,342,876   4,023,944   

３．当期商品仕入高  18,073   63,118   

４．完成工事原価  37,661   22,210   

合計  5,130,517   5,019,000   

５．他勘定振替高 ※１ 42,895   51,854   
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前事業年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

６．期末製品商品たな卸高  909,726 4,177,895 53.7 799,781 4,167,364 54.5

売上総利益   3,607,956 46.3  3,477,494 45.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費        

１．荷造運賃  111,701   116,087   

２．広告宣伝費  140,404   136,559   

３．役員報酬  120,396   128,245   

４．給料手当  688,958   713,712   

５．賞与金  123,940   95,635   

６．賞与引当金繰入額  139,206   126,644   

７．役員賞与引当金繰入額  38,000   32,000   

８．役員退職引当金繰入額  22,100   23,400   

９．退職給付費用  －   11,605   

10．法定福利費  127,652   128,464   

11．旅費交通費  110,033   120,705   

12．事務費  92,323   89,469   

13．賃借料  197,660   207,994   

14．研究開発費 ※２ 489,366   461,039   

15．租税公課  35,772   33,179   

16．減価償却費  59,883   72,513   

17．貸倒引当金繰入額  4,867   600   

18．その他  272,501 2,774,769 35.6 213,547 2,711,404 35.5

営業利益   833,186 10.7  766,090 10.0
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前事業年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息  533   3,281   

２．受取配当金  3,849   3,864   

３．受取手数料  10,998   8,135   

４. 受取賃貸料  3,425   2,721   

５．土地区画補償金  2,804   －   

６．雑収入  6,356 27,967 0.4 4,930 22,933 0.3

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  50,650   57,774   

２．社債利息  25,260   25,252   

３．手形売却損  1,155   －   

４．社債発行費償却  12,716   11,533   

５．アレンジメントフィー  40,000   －   

６．雑損失  37,139 166,922 2.2 28,588 123,149 1.6

経常利益   694,232 8.9  665,875 8.7

Ⅵ　特別利益        

１．投資有価証券売却益  454   －   

２．子会社清算益  1,613 2,067 0.0 － － －

Ⅶ　特別損失        

１．固定資産除却損 ※３ 21,182   44,796   

２．固定資産撤去費用  2,670   12,640   

３．製品回収費  1,959   669   

４．貸倒引当金繰入額  －   11,400   

５．減損損失  ※４ 29,555 55,366 0.7 － 69,505 0.9

税引前当期純利益   640,933 8.2  596,369 7.8

法人税、住民税及び事業
税

 284,000   261,000   

法人税等調整額  8,503 292,503 3.7 △2,580 258,419 3.4

当期純利益   348,430 4.5  337,950 4.4
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製造原価明細書

  
前事業年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ　材料費  2,367,040 54.2 2,273,326 55.9

Ⅱ　労務費  558,970 12.8 499,812 12.3

Ⅲ　経費 ※１ 1,439,926 33.0 1,293,754 31.8

当期総製造費用  4,365,937 100.0 4,066,893 100.0

期首仕掛品たな卸高  255,519  278,580  

合計  4,621,456  4,345,473  

期末仕掛品たな卸高  278,580  321,528  

当期製品製造原価  4,342,876  4,023,944  

      

　（注）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

※１．経費のうち主なものは次のとおりです。 ※１．経費のうち主なものは次のとおりです。

外注加工費 342,411千円

減価償却費 457,962千円

外注加工費      310,198千円

減価償却費      454,491千円

　２．原価計算の方法 　２．原価計算の方法

組別総合原価計算 組別総合原価計算

完成工事原価明細書

  
前事業年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

材料費  15,209 40.3 7,870 35.4

労務費  2,892 7.8 1,966 8.9

外注費  17,634 46.8 10,495 47.3

経費  1,924 5.1 1,878 8.4

合計  37,661 100.0 22,210 100.0

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

　１．原価計算の方法 　１．原価計算の方法

個別原価計算 個別原価計算
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）

 

株主資本
評価・換算

差額等

純資産合計

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主
資本
合計

その他
有価証券
評価差額金資本

準備金

その他
資本
剰余金

利益
準備金

その他利益剰余金

別途積立金
圧縮記帳
積立金

繰越利益
剰余金

平成17年12月31日　
　残高　（千円）

674,265 527,937 － 168,566 4,986,000 37,698 598,440 △102,191 6,890,715 283,027 7,173,742

端数調整  △1          

事業年度中の

変動額
           

別途積立金の積立     200,000  △200,000  －  －

圧縮記帳積立金

の取崩（注）
     △3,770 3,770  －  －

剰余金の配当       △124,598  △124,598  △124,598

利益処分による
役員賞与

      △41,000  △41,000  △41,000

当期純利益       348,430  348,430  348,430

自己株式の取得        △608 △608  △608

自己株式の処分   639     53,065 53,704  53,704

株主資本以外の

項目の事業年度中

の変動額（純額）

         △80,101 △80,101

事業年度中の変動

額合計　（千円）
－ － 639 － 200,000 △3,770 △13,398 52,456 235,928 △80,101 155,826

平成18年12月31日　
　残高　（千円）

674,265 527,936 639 168,566 5,186,000 33,928 585,041 △49,734 7,126,643 202,925 7,329,569

（注）平成18年３月の定時株主総会における利益処分項目及び平成18年12月期の決算手続として行った固定資産圧縮

積立金の取崩によるものであります。なお、平成18年12月期の決算手続として行なった取崩しは1,826千円であり

ます。

            当事業年度（自平成19年１月１日　至平成19年12月31日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主
資本
合計資本

準備金

その他
資本
剰余金

利益
準備金

その他利益剰余金

別途積立金
圧縮記帳
積立金

繰越利益
剰余金

平成18年12月31日残高（千円） 674,265 527,936 639 168,566 5,186,000 33,928 585,041 △49,734 7,126,643

事業年度中の変動額          

別途積立金の積立     200,000  △200,000  －

圧縮記帳積立金の取崩      △1,718 1,718  －

剰余金の配当       △126,215  △126,215

当期純利益       337,950  337,950
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株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主
資本
合計資本

準備金

その他
資本
剰余金

利益
準備金

その他利益剰余金

別途積立金
圧縮記帳
積立金

繰越利益
剰余金

自己株式の処分   24     1,773 1,798

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(千円） － － 24 － 200,000 △1,718 13,452 1,773 213,532

平成19年12月31日残高（千円） 674,265 527,936 664 168,566 5,386,000 32,209 598,494 △47,961 7,340,175

 
評価・換算

差額等
新株

予約権 
純資産合計

 
その他
有価証券
評価差額金

平成18年12月31日残高（千円） 202,925 － 7,329,569

事業年度中の変動額    

別途積立金の積立   －

圧縮記帳積立金の取崩   －

剰余金の配当   △126,215

当期純利益   337,950

自己株式の処分   1,798

株主資本以外の項目の事業年度中の変

動額（純額）
△79,311 14,449 △64,861

事業年度中の変動額合計(千円） △79,311 14,449 148,670

平成19年12月31日残高（千円） 123,614 14,449 7,478,239
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④【キャッシュ・フロー計算書】

  
前事業年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ
・フロー

   

税引前当期純利益  640,933 596,369

減価償却費  536,940 544,106

減損損失  29,555 －

固定資産除却損  21,182 44,796

貸倒引当金の増加額  － 12,000

投資有価証券売却益  △454 －

子会社清算益  △1,613 －

退職給付引当金減少額  △82,666 △64,625

役員退職引当金増加額  12,400 23,400

賞与引当金の増加額
（△減少額）

 31,000 △25,000

役員賞与引当金の増加
額（△減少額）

 38,000 △6,000

受取利息及び受取配当
金

 △4,382 △7,146

支払利息  50,650 57,774

社債利息  25,260 25,252

売上債権の減少額
（△増加額）

 △191,712 52,963

たな卸資産の減少額
（△増加額）

 △110,932 23,086

仕入債務の増加額
（△減少額）

 △78,767 18,270

未払消費税等の増加額  6,831 47,055

役員賞与支払額  △41,000 －

その他増加額（△減少
額）

 △63,674 18,904

小計  817,548 1,361,207

利息及び配当金の受取
額

 4,366 7,081

利息の支払額  △69,368 △91,702

法人税等の支払額  △279,326 △331,249

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 473,220 945,337
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前事業年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ
・フロー

   

定期預金の預入による
支出

 △360,022 △415,084

定期預金の払戻による
収入

 360,024 360,014

投資有価証券の売却・
償還による収入

 15,561 －

有形固定資産の取得に
よる支出

 △1,372,178 △288,068

有形固定資産の売却に
よる収入

 108,424 29,795

無形固定資産の取得に
よる支出

 △9,840 △4,324

貸付による支出  － △6,000

貸付金の回収による収
入

 1,476 1,398

その他  973 △3,473

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △1,255,581 △325,742

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ
・フロー

   

短期借入れによる収入  1,260,000 110,000

短期借入金の返済によ
る支出

 △1,078,000 △110,000

長期借入れによる収入  1,100,000 1,200,000

長期借入金の返済によ
る支出

 △806,364 △892,992

社債の償還による支出  － △300,000

自己株式の売却による
収入

 53,704 1,798

自己株式の取得による
支出

 △608 －

配当金の支払額  △124,625 △125,799

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 404,106 △116,993

Ⅳ　現金及び現金等価物に係わ
る為替差額

 － －

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加
額（△減少額）

 △378,254 502,601

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

 1,783,636 1,405,382

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末
残高

 1,405,382 1,907,983
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）満期保有目的の債券：償却原価法　　　　

　　　　　　　（定額

法）

(1）満期保有目的の債券：同左

 (2）子会社株式：移動平均法による原価法  

 (3）その他有価証券 (2）その他有価証券

 時価のあるもの：決算日前１か月の市

場価格等の平均に基

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）

時価のあるもの：同左

 時価のないもの：移動平均法による原

価法

時価のないもの：同左

 

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1）製品・仕掛品：総平均法による原価法 (1）製品・仕掛品：同左

 (2）商品・原材料：移動平均法による　　原

価法

(2）商品・原材料：同左

 (3）貯蔵品：最終仕入原価法による原価法 (3）貯蔵品：同左

 (4）未成工事支出金：個別法による原価法 (4）未成工事支出金：同左

３．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

定率法

ただし、平成10年４月１日以降に取得

した建物（建物附属設備を除く）につ

いては、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

(1）有形固定資産

同左

 建物　　　７年～50年

機械装置　４年～15年

 

 

 　　(会計処理の変更）

　法人税法の改正に伴い、当事業年度よ

り、平成19年４月１日以降に取得した

有形固定資産については、改正後の法

人税法に規定する減価償却の方法に変

更しております。なお、この変更に伴う

営業利益、経常利益及び税引前当期純

利益に与える影響は軽微であります。

 (2）無形固定資産

定額法

なお、ソフトウェア（自社利用）につ

いては社内における見込利用可能期間

（５年）による定額法を採用しており

ます。

(2）無形固定資産

同左

 (3）長期前払費用

定額法

(3）長期前払費用

同左 

４．繰延資産の処理方法 (1）社債発行費

社債発行費は、３年間で均等償却して

おります。

(1）社債発行費

同左 
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項目
前事業年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

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おります。

(1）貸倒引当金

同左

 (2）賞与引当金

従業員賞与の支給に備えるため、賞与

支給見込額に基づき計上しておりま

す。

(2）賞与引当金

同左

 (3）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき、計上してお

ります。

なお、数理計算上の差異は、発生年度の

翌期に全額損益処理することとしてお

ります。

(3）退職給付引当金

同左

 (4）役員退職引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額を計上

しております。

(4）役員退職引当金

　　　　　　同左

 (5）役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に備

えるため、支給見込額に基づき計上し

ております。

(5）役員賞与引当金

　　　　　　同左

６．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理によっております。

同左

７．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

キャッシュ・フロー計算書における資金

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

資からなっております。

同左

８．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

消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

EDINET提出書類

興研株式会社(E02396)

有価証券報告書

39/69



会計処理の変更

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当事業年度より、「固定資産の減損に係る会計基準」

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会　平成14年８月９日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第６号　平成15年10月31日）を適用しておりま

す。これにより、税引前当期純利益は29,555千円減少してお

ります。

　なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表等規

則に基づき各資産の金額から直接控除しております。

 ―

（役員賞与に関する会計基準）

　役員賞与は、従来、株主総会の利益処分案決議により未処

分利益の減少として会計処理しておりましたが、当事業年

度より「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準第

４号　平成17年11月29日）を適用しております。　

　なお、当社は役員賞与の金額を事業年度の業績等に基づ

き、発生した期間の費用として会計処理することとしてお

ります。これにより営業利益、経常利益、税引前当期純利益

は、38,000千円減少しております。

  ―

 （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月９日）

及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　平成17年12

月９日）を適用しております。なお、従来の資本の部の合計

に相当する金額は、7,329,569千円であります。

　また、財務諸表等規則の改正により、当事業年度における

貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務諸表等

規則により作成しております。

　財務諸表等規則の改正による貸借対照表の表示に関する

変更は以下のとおりであります。

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」及び「評価・換算差額等」に分類して表示して

おります。

２　前事業年度において独立掲記しておりました「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

ております。

３　前事業年度において「利益剰余金」の内訳科目とし

て表示しておりました「任意積立金」は、当事業年度

から「その他利益剰余金」の内訳科目として表示し

ております。なお、本改正により従来の「任意積立

金」の区分は廃止されております。

４　前事業年度において「利益剰余金」の内訳科目とし

て表示しておりました「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」として表示しております。

―
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前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

５　前事業年度において「利益剰余金」の次に表示して

おりました「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

示しております。

 ―

表示方法の変更

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

　前事業年度まで営業外収益の「雑収入」に含めて表示し

ておりました「土地区画補償金」は、営業外収益の総額の

100分の10を超えたため区分掲記しております。

　なお、前事業年度における「土地区画補償金」は、561千

円であります。

　―
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成18年12月31日）

当事業年度
（平成19年12月31日）

※１．担保に供している資産及び当該担保権によって担

保されている債務は次のとおりであります。

※１．担保に供している資産及び当該担保権によって担

保されている債務は次のとおりであります。

担保に供している資産 担保に供している資産

建物 949,613千円

土地 2,996,037千円

計 3,945,651千円

建物       933,732千円

土地     2,996,037千円

計     3,929,769千円

担保されている債務 担保されている債務

長期借入金

(１年以内返済分を含む)
2,392,624千円

計 2,392,624千円

長期借入金

(１年以内返済分を含む)
    2,759,132千円

計 2,759,132千円

　２．受取手形の裏書譲渡高は6,542千円であります。

 

　２．受取手形の裏書譲渡高は14,509千円であります。

 

※３．期末日満期手形処理について ※３．期末日満期手形処理について

期末日満期手形の処理は、手形交換日をもって決済

処理しています。なお、当決算期末日が金融機関の

休日であったため、次の決算期末日満期手形が決算

期末日残高に含まれています。

期末日満期手形の処理は、手形交換日をもって決済

処理しています。なお、当決算期末日が金融機関の

休日であったため、次の決算期末日満期手形が決算

期末日残高に含まれています。

受取手形 94,865千円

割引手形 －　千円

裏書手形 760千円

受取手形       102,997千円

裏書手形    3,432千円

※４．財務制限条項 

　借入金のうち、シンジケートローン契約（残高

合計1,000百万円）には、財務制限条項が付されて

おり下記のいずれかの条項に抵触した場合、多数

貸付人の請求に基づくエージェントの借入人に

対する通知により、借入人は全貸付人およびエー

ジェントに対する本契約上の全ての債務につい

て期限の利益を失い、直ちに貸付の元本並びに利

息及び清算金その他本契約に基づき借入人が支

払義務を負担する全ての金員を支払うことに

なっています。

（条項）

①貸借対照表の純資産の部の金額を平成16年12

　月決算期末日における貸借対照表の純資産の

　部の金額の80％および直前の決算期末日にお

　ける貸借対照表の純資産の部の金額の80％の

　いずれか高い方の金額以上に維持すること。

②損益計算書における経常損益につき、損失を

　計上しないこと。

※４．財務制限条項 

同左 
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前事業年度
（平成18年12月31日）

当事業年度
（平成19年12月31日）

※５．コミットメントライン

　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取

引銀行３行とコミットメントライン契約を締結し

ております。これらの契約に基づく当事業年度末

の借入未実行残高は次のとおりであります。

コミットメントラインの総額 2,000,000千円

借入実行残高 1,000,000千円

差引額 1,000,000千円

※５．コミットメントライン

　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取

引銀行３行とコミットメントライン契約を締結し

ております。これらの契約に基づく当事業年度末

の借入未実行残高は次のとおりであります。

コミットメントラインの総額          2,000,000千円

借入実行残高          1,000,000千円

差引額          1,000,000千円

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

※１．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 ※１．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

広告宣伝費      21,247千円

工具器具備品       9,410千円

その他      12,237千円

広告宣伝費      16,918千円

工具器具備品       16,117千円

その他      18,818千円

※２．研究開発費の総額 ※２．研究開発費の総額

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費

489,366千円 461,039千円

※３．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※３．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

機械装置         15,756千円

工具器具備品    4,789千円

建物  565千円

構築物  71千円

機械装置         39,060千円

工具器具備品    959千円

建物  4,732千円

構築物  43千円

※４．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ました。 

場所 用途 種類

北海道

岩内郡

共和町

 遊休資産  土地

北海道

有珠郡

壮瞥町

 遊休資産  土地

  当社は、事業用資産、遊休資産に分類し、事業用資産全体

をキャッシュ・フローを生成する最小単位としてグルーピ

ングを実施しております。

　当事業年度において、上記の遊休資産について、地価の著

しい下落により、その帳簿価額を回収可能価額まで減額し、

当該減少額を減損損失（29,555千円）として特別損失に計

上しました。

　その内訳は、北海道岩内郡共和町の土地12,682千円、北海

道有珠郡壮瞥町の土地16,872千円であります。

　なお、上記資産の回収可能価額は正味売却価額により測定

しており、正味売却価額については固定資産税評価額によ

り評価しております。

 

――

EDINET提出書類

興研株式会社(E02396)

有価証券報告書

43/69



（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式
数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

発行済株式     

普通株式 5,104,003 － － 5,104,003

合計 5,104,003 － － 5,104,003

自己株式     

普通株式（注） 120,053 360 65,040 55,373

合計 120,053 360 65,040 55,373

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加360株は単元未満株式の買取による増加であり、減少65,040株はストックオプ

ション制度における権利行使65,000株及び単元未満株式の売却40株によるものであります。

２．新株予約権等に関する事項

 　詳細は（ストックオプション等関係）に記載しております。

 

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年３月30日

定時株主総会
普通株式 124 25 平成17年12月31日 平成18年３月31日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年３月29日

定時株主総会
普通株式 126  利益剰余金 25 平成18年12月31日 平成19年３月30日

当事業年度（自平成19年１月１日　至平成19年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式
数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

発行済株式     

普通株式 5,104,003 － － 5,104,003

合計 5,104,003 － － 5,104,003

自己株式     

普通株式（注） 55,373 － 2,000 53,373

合計 55,373 － 2,000 53,373

（注）普通株式の自己株式の株式数の減少2,000株はストックオプション制度における権利行使2,000株によるものであ

ります。

２．新株予約権等に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権の

目的となる株

式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当事業年度

末残高

（千円）

前事業

年度末

当事業

年度増加

当事業

年度減少

当事業

年度末

 提出会社  ストック・オプションとして

の新株予約権
 －  －  －  －  － 14,449
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区分 新株予約権の内訳

新株予約権の

目的となる株

式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当事業年度

末残高

（千円）

前事業

年度末

当事業

年度増加

当事業

年度減少

当事業

年度末

 合計  －  －  －  －  － 14,449

 

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成19年３月29日

定時株主総会
普通株式 126 25 平成18年12月31日 平成19年３月30日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年３月27日

定時株主総会
普通株式 126  利益剰余金 25 平成19年12月31日 平成20年３月28日

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

現金及び現金同等物の期末残高と、貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係

現金及び現金同等物の期末残高と、貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 1,603,382千円

預入期間が3ヶ月を超える定期預金 △198,000千円

現金及び現金同等物 1,405,382千円

現金及び預金勘定  2,051,053千円

預入期間が3ヶ月を超える定期預金 　 △253,069千円

取得日から3ヶ月以内に満期日の到

来する有価証券（譲渡性預金）
110,000千円

現金及び現金同等物    1,907,983千円

EDINET提出書類

興研株式会社(E02396)

有価証券報告書

45/69



（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

 
取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

機械装置 100,872 62,520 38,352

車両運搬具 25,913 18,960 6,954

工具器具備品 487,937 263,923 224,013

合計 614,723 345,404 269,319

 
取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

機械装置 100,872 73,008 27,864

車両運搬具 18,803 12,121 6,681

工具器具備品 495,390 350,266 145,123

合計 615,065 435,396 179,668

　（注）　取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有

形固定資産の期末残高等に占める割合が低い

ため、「支払利子込み法」により算定しており

ます。

　　（注）　　　　　　　同左

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内  112,024千円

１年超      157,295千円

合計      269,319千円

１年内      93,848千円

１年超     85,820千円

合計      179,668千円

　（注）　未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース

料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、「支払利子込み法」によ

り算定しております。

　　（注）　　　　　　　同左

３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料      119,824千円

減価償却費相当額      119,824千円

支払リース料     113,681千円

減価償却費相当額      113,681千円

４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。

同左

　（減損損失について） 

　　リース資産に配分された減損損失はありません。

 （減損損失について） 

　同左
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（有価証券関係）

前事業年度（平成18年12月31日現在）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

 　 該当事項はありません。

 

２．子会社株式で時価のあるもの

該当事項はありません。

３．その他有価証券で時価のあるもの

  

前事業年度（平成18年12月31日）

取得原価（千円）
貸借対照表計上額
（千円）

差額（千円）

貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの

(1）株式 127,802 470,876 343,074

(2）債券 － － －

①　国債・地方債

等
－ － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 127,802 470,876 343,074

貸借対照表計上額が取

得原価を超えないもの

(1）株式 3,045 2,115 △930

(2）債券 － － －

①　国債・地方債

等
－ － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 3,045 2,115 △930

合計 130,847 472,991 342,144

 なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を

おこない、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額に

ついて減損処理をおこなっております。

４．当事業年度中に売却したその他有価証券（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

561 454 ―
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５．時価評価されてない主な有価証券の内容

種類
前事業年度（平成18年12月31日）

貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 53,750

６．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

    該当事項はありません。

当事業年度（平成19年12月31日現在）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

 　 該当事項はありません。

 

２．子会社株式で時価のあるもの

該当事項はありません。

３．その他有価証券で時価のあるもの

  

当事業年度（平成19年12月31日）

取得原価（千円）
貸借対照表計上額
（千円）

差額（千円）

貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの

(1）株式 127,802 337,333 209,530

(2）債券 － － －

①　国債・地方債

等
－ － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 127,802 337,333 209,530

貸借対照表計上額が取

得原価を超えないもの

(1）株式 3,045 1,935 △1,110

(2）債券 － － －

①　国債・地方債

等
－ － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 3,045 1,935 △1,110

合計 130,847 339,268 208,420

 なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を

おこない、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額に

ついて減損処理をおこなっております。
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４．当事業年度中に売却したその他有価証券（自平成19年１月１日　至平成19年12月31日）

　　該当事項はありません。

５．時価評価されてない主な有価証券の内容

種類
当事業年度（平成19年12月31日）

貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 53,750

譲渡性預金 110,000

６．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

 １年以内（千円）
１年超５年以内
（千円）

５年超10年以内
（千円）

10年超（千円）

１．債券     

(1）国債・地方債等 － － － －

(2）社債 － － － －

(3）その他 － － － －

２. その他     

(1）譲渡性預金 110,000 － － －

合計 110,000 － － －
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（デリバティブ取引関係）

前事業年度（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）

　当社はデリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

当事業年度（自平成19年１月１日　至平成19年12月31日）

　当社はデリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度を設けております。

２．退職給付債務及びその内訳

 
前事業年度

（平成18年12月31日）
当事業年度

（平成19年12月31日）

(1）退職給付債務（千円） △999,567 △1,069,383

(2）年金資産（千円） 805,232 853,082

(3）未積立退職給付債務（千円）(1)＋(2) △194,334 △216,301

(4）未認識数理計算上の差異（千円） △48,145 38,447

(5）貸借対照表計上額純額（千円）

(3)＋(4)
△242,479 △177,854

(6）退職給付引当金（千円） △242,479 △177,854

３．退職給付費用の内訳

 
前事業年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

退職給付費用（千円） △1,910 18,308

(1）勤務費用（千円） 62,401 62,567

(2）利息費用（千円） 19,860 19,991

(3）期待運用収益（減算）（千円） 14,745 16,105

(4）数理計算上の差異の費用処理額（千円） △69,426 △48,145

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

 
前事業年度

（平成18年12月31日）
当事業年度

（平成19年12月31日）

(1）割引率（％） 2.0 2.0

(2）期待運用収益率（％） 2.0 2.0

(3）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準

(4）数理計算上の差異の処理年数（年） 1 

 発生年度の翌期に全額損益処

理することとしております。

 1

 発生年度の翌期に全額損益処

理することとしております。
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（ストック・オプション等関係）

前事業年度（自平成18年１月１日　至平成18年12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

 
平成13年

ストック・オプション
平成16年

ストック・オプション

付与対象者の区分及び数
取締役　10名

従業員　45名

取締役　９名

監査役　４名

従業員　46名

ストック・オプションの付与数（注） 普通株式　84,000株 普通株式　97,000株

付与日 平成13年３月29日 平成16年３月30日

権利確定条件

付与日（平成13年３月29日）以降、

権利確定日（平成15年３月30日）まで

継続して勤務していること 

付与日（平成16年３月30日）以降、
権利確定日（平成18年３月30日）まで
継続して勤務していること 

対象勤務期間
自　平成13年３月29日

至　平成15年３月30日 

自　平成16年３月30日

至　平成18年３月30日 

権利行使期間
自　平成15年３月30日

至　平成18年３月29日 

自　平成18年３月31日

至　平成21年３月30日 

（注）株式数に換算して記載しております。

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に

換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

 
平成13年

ストック・オプション
平成16年

ストック・オプション

権利確定前　　　　　　（株）   

前事業年度末 － 97,000

付与 － －

失効 － 4,000

権利確定 － 93,000

未確定残 － －

権利確定後　　　　　　（株）   

前事業年度末 23,000 －

権利確定 － 93,000

権利行使 15,000 50,000

失効 8,000 －

未行使残 － 43,000

②　単価情報

 
平成13年

ストック・オプション
平成16年

ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　（円） 579 899

行使時平均株価　　　　　（円） 1,841 1,786

公正な評価単価（付与日）（円） － －

２．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

該当事項はありません。 

３．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

 該当事項はありません。 

４．財務諸表への影響額

該当事項はありません。 

当事業年度（自平成19年１月１日　至平成19年12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
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平成16年

ストック・オプション
平成19年

ストック・オプション

付与対象者の区分及び数

取締役　９名

監査役　４名

従業員　46名

取締役　10名

監査役　４名

従業員　49名

ストック・オプションの付与数（注） 普通株式　97,000株 普通株式　113,000株

付与日 平成16年３月30日 平成19年３月29日

権利確定条件

付与日（平成16年３月30日）以降、
権利確定日（平成18年３月30日）まで
継続して勤務していること 

付与日（平成19年３月29日）以降、
権利確定日（平成21年４月２日）まで
継続して勤務していること 

対象勤務期間
自　平成16年３月30日

至　平成18年３月30日 

自　平成19年３月29日

至　平成21年４月２日 

権利行使期間
自　平成18年３月31日

至　平成21年３月30日 

自　平成21年４月３日

至　平成24年３月31日 

（注）株式数に換算して記載しております。

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に

換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

 
平成16年

ストック・オプション
平成19年

ストック・オプション

権利確定前　　　　　　（株）   

前事業年度末 － －

付与 － 113,000

失効 － －

権利確定 － －

未確定残 － 113,000

権利確定後　　　　　　（株）   

前事業年度末 43,000 －

権利確定 － －

権利行使 2,000 －

失効 － －

未行使残 41,000 －

②　単価情報

 
平成16年

ストック・オプション
平成19年

ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　（円） 899 1,363

行使時平均株価　　　　　（円） 1,286 －

公正な評価単価（付与日）（円） － 341

２．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

　①使用した評価技法       ブラック・ショールズ式

　②主な基礎数値及び見積方法

 平成19年ストック・オプション

 株価変動性（注）１．  　　　　37.525％　　

 予想残存期間（注）２．  　　　　　　　　    　3.42年

 予想配当（注）３．  　　　　　　　　　　15円／株

 無リスク利子率（注）４．  　　　　　　　　　　0.9967％

（注）１．株価の将来の変動確率として、予想残存期間に対応する週次ヒストリカル・ボラティリティを

          採用しております。

２．権利行使可能期間にわたって平均的に行使されるものと推定して見積っております。

３．平成19年２月６日発表時の、平成19年12月期の予想配当によっております。

４．償還日が予想残存期間から前後３ヵ月後以内に到来する銘柄の複利利回りの平均値であります。
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 ３．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

　　基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用して

　おります。

  ４．財務諸表への影響額

販売費及び一般管理費の株式報酬費用　 　12,148千円

売上原価の株式報酬費用　　　　　　 　　 2,301千円
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（企業結合等関係）

 　　該当事項はありません。

（税効果会計関係）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１．繰延税金資産発生の主な原因別の内訳 １．繰延税金資産発生の主な原因別の内訳

（単位：千円）

繰延税金資産  

退職給付引当金 98,665

役員退職引当金 151,977

賞与引当金 92,773

貸倒引当金損金算入限度超過額 16,278

減損損失 12,025

その他 48,257

繰延税金資産小計 419,977

評価性引当額 △12,589

繰延税金資産合計 407,388

繰延税金負債  

投資有価証券評価差額金 139,218

圧縮記帳積立金 23,276

繰延税金負債合計 162,495

繰延税金資産の純額 244,893

（単位：千円）

繰延税金資産  

退職給付引当金 72,368

役員退職引当金 161,498

賞与引当金 95,621

貸倒引当金損金算入限度超過額 22,695

減損損失 12,025

その他 68,155

繰延税金資産小計 432,365

評価性引当額 △23,575

繰延税金資産合計 408,790

繰延税金負債  

投資有価証券評価差額金 84,806

圧縮記帳積立金 22,097

繰延税金負債合計 106,903

繰延税金資産の純額 301,886

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間に重要な差異があるときの当該差異の

原因となった主要な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間に重要な差異があるときの当該差異の

原因となった主要な項目別の内訳

（単位：％）

法定実効税率 40.7

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 4.2

評価性引当額 1.9

住民税均等割額 3.4

同族会社の留保金課税額 1.7

法人税額の特別控除額 △6.3

その他 0.0

税効果会計適用後の法人税等の負担率 45.6

（単位：％）

法定実効税率 40.7

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 3.1

評価性引当額 1.0

住民税均等割額 3.6

同族会社の留保金課税額 0.5

法人税額の特別控除額 △5.7

その他 0.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.3

（持分法損益等）

前事業年度（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）

　該当事項はありません。

当事業年度（自平成19年１月１日　至平成19年12月31日）

　該当事項はありません。
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【関連当事者との取引】

前事業年度（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）

役員及び個人株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内
容又は職
業

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
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員等

の兼任
事業上
の関係

主要株主

（個人）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

酒井建物

㈱

(注)３．

東京都

千代田区
228,000

不動産賃

貸業・保

険代理店

業

(直接

3.29％)

兼任

２人

本社ビ

ルの賃

借

賃料の支払等
39,192

(注)２．
未払金 1,500

　（注）１．取引条件ないし取引条件の決定方針等

賃借料の支払については、近隣の取引実勢に基づいて、２年に一度交渉の上賃借料金額を決定しております。

２．上記の取引金額は、消費税等抜きで表示しております。

３．当社の主要株主酒井眞一が議決権の50％、酒井宏之が議決権の50％を直接所有しております。

当事業年度（自平成19年１月１日　至平成19年12月31日）

役員及び個人株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内
容又は職
業

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
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員等

の兼任
事業上
の関係

主要株主

（個人）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

酒井建物

㈱

(注)３．

東京都

千代田区
228,000

不動産賃

貸業・保

険代理店

業

(直接

3.29％)

兼任

２人

本社ビ

ルの賃

借

賃料の支払等
39,178

(注)２．
未払金 1,508

　（注）１．取引条件ないし取引条件の決定方針等

賃借料の支払については、近隣の取引実勢に基づいて、２年に一度交渉の上賃借料金額を決定しております。

２．上記の取引金額は、消費税等抜きで表示しております。

３．当社の主要株主酒井眞一が議決権の50％、酒井宏之が議決権の50％を直接所有しております。
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（１株当たり情報）

項目 前事業年度 当事業年度

１株当たり純資産額 1,451円79銭      1,477円79銭

１株当たり当期純利益 69円39銭   66円92銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 68円91銭   66円75銭

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

あります。　

 前事業年度 当事業年度

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 348,430 337,950

普通株主に帰属しない金額（千円）  　　　　　　　　　　　 －  　 　　　　　　　－

普通株式に係る当期純利益（千円） 348,430 337,950

普通株式の期中平均株式数（株） 5,021,640 5,050,052

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（千円）  　　　　　　　　　　　－  　　　　　　　　　　　－

普通株式増加数（株） 34,728 12,566

（うち新株予約権） (34,728) (12,566)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株

式の概要

― ―
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（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

　当社は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づ

き、平成19年３月29日開催の第44回定時株主総会終結の時

に在任する当社取締役、監査役及び従業員の一部に対して

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19年３月29日の定時株主総会において特別決議いたしま

した。

　この内容は、「第４　提出会社の状況　１　株式等の状況（

8)　ストックオプション制度の内容」に記載のとおりであ

ります。

　―
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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
（千円）

投資有価

証券

その他有

価証券

㈱りそなホールディングス 768.35 158,320

㈱みずほフィナンシャルグループ 163.75 95,052

㈱みずほフィナンシャルグループ

 第十一回第十一種優先株式
50.00 50,000

㈱日立製作所 60,500.00 48,702

㈱日興コーディアルグループ 13,000.00 21,593

みずほインベスターズ証券㈱ 26,349.00 4,637

㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 4,240.00 4,731

エース証券㈱ 10,000.00 2,550

野村ホールディングス㈱ 1,750.00 3,403

日本乾溜工業㈱ 15,000.00 1,935

㈱三井住友フィナンシャルグループ 1.00 891

その他２銘柄 21.00 1,200

小計 131,843.10 393,018

計 131,843.10 393,018

【その他】

種類及び銘柄
券面総額
（千円）

貸借対照表計上額
（千円）

有価証券
その他有

価証券
三菱ＵＦＪ信託銀行㈱　譲渡性預金 110,000 110,000

計 110,000 110,000
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【有形固定資産等明細表】

資産の種類
前期末残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（千円）

当期末残高
（千円）

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額
（千円）

当期償却額
（千円）

差引当期末残
高（千円）

有形固定資産        

建物 3,181,812 44,840 8,078 3,218,575 1,734,759 119,663 1,483,816

構築物 178,828 250 － 179,078 160,712 2,447 18,366

機械及び装置 3,520,391 150,494 179,835 3,491,050 2,059,966 308,818 1,431,084

車両運搬具 1,500 － － 1,500 1,425 － 75

工具器具及び備品 2,305,680 78,232 48,234 2,335,678 2,071,953 111,062 263,725

土地 3,471,505 － － 3,471,505 － － 3,471,505

建設仮勘定 115,280 278,906 305,302 88,884 － － 88,884

有形固定資産計 12,774,997 552,724 541,449 12,786,272 6,028,816 541,992 6,757,455

無形固定資産        

特許権 － － － 12,666 1,265 1,265 11,401

電話加入権 － － － 9,423 － － 9,423

借地権 － － － 1,057 － － 1,057

ソフトウエア － － － 12,263 11,258 719 1,004

その他 － － － 12,320 11,617 128 702

無形固定資産計 － － － 47,730 24,141 2,113 23,589

長期前払費用 31,553 4,022 450 35,125 28,945 7,607 6,179

繰延資産        

社債発行費 34,600 － 34,600 － 11,533 11,533 －

繰延資産計 34,600 － 34,600 － 11,533 11,533 －

　（注）１．当期増加額・減少額のうち主なものは下記のとおりであります。

  機械及び装置
 増加額

狭山テクノヤード製造設備 48,940千円

群馬テクノヤード製造設備 7,481千円

中井テクノヤード製造設備 93,935千円

 減少額 狭山テクノヤード製造設備 179,585千円

工具器具及び備品
 増加額 金型 39,899千円

 減少額 金型 29,795千円

建設仮勘定  増加額

狭山テクノヤード製造設備 　　　　　　　50,935千円

狭山テクノヤード建物 27,187千円

中井テクノヤード製造設備 100,395千円

金型 　52,621千円

２．無形固定資産の金額が資産総額の１／100以下であるため、「前期末残高」、「当期増加額」及び「当期減少

額」の記載を省略しております。
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【社債明細表】

銘柄 発行年月日
前期末残高
（千円）

当期末残高
（千円）

利率（％） 担保 償還期限

第２回無担保社債 平成16年９月24日
300,000

(300,000)

－

(－) 
0.69 － 平成19年９月21日

第３回無担保社債 平成17年３月10日
700,000

(－) 

700,000

(－) 
1.02  － 平成22年３月10日

第４回無担保社債 平成17年３月15日
100,000

(－) 

100,000

(－) 
0.89  － 平成22年３月15日

第５回無担保社債 平成17年３月25日
800,000

(－) 

800,000

(－) 
1.19  － 平成22年３月25日

第６回無担保社債 平成17年３月30日
600,000

(－) 

600,000

(－) 
0.94  － 平成22年３月30日

合計 －
2,500,000

(300,000)

2,200,000

(－) 
－ － －

　（注）１.（　）内書きは、１年以内の償還予定額であります。

２.決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。

１年以内（千円）
１年超２年以内
（千円）

２年超３年以内
（千円）

３年超４年以内
（千円）

４年超５年以内
（千円）

－ － 2,200,000 － －

【借入金等明細表】

区分
前期末残高
（千円）

当期末残高
（千円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 1,100,000 1,100,000 1.61 －

１年以内に返済予定の長期借入金 779,692 1,123,532 1.47 －

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） 1,875,632 1,838,800 1.53 平成20年～24年

その他の有利子負債 － － － －

合計 3,755,324 4,062,332 － －

　（注）１．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりで

あります。

 
１年超２年以内
（千円）

２年超３年以内
（千円）

３年超４年以内
（千円）

４年超５年以内
（千円）

長期借入金 943,500 480,300 300,000 115,000
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【引当金明細表】

区分
前期末残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（目的使用）
（千円）

当期減少額
（その他）
（千円）

当期末残高
（千円）

貸倒引当金 47,000 16,400 － 4,400 59,000

賞与引当金 228,000 203,000 228,000 － 203,000

役員賞与引当金 38,000 32,000 38,000 － 32,000

役員退職引当金 373,500 24,400 1,000 － 396,900

　（注）　貸倒引当金の当期減少額（その他）は、一般債権の貸倒実績率に基づく洗替によるものであります。
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（２）【主な資産及び負債の内容】

①　資産の部

１）現金及び預金

区分 金額（千円）

現金 669

預金の種類  

当座預金 335,756

普通預金 1,150,703

定期預金 310,000

積立定期預金 253,069

別段預金 854

小計 2,050,384

合計 2,051,053

２）受取手形

(イ）相手先別内訳

相手先 金額（千円）

シマツ㈱ 116,150

㈱シモン 87,452

大塚刷毛製造㈱ 71,309

㈱理研オプテック 57,376

㈱谷沢製作所 51,508

その他 945,596

合計 1,329,393

(ロ）期日別内訳

期日別 金額（千円）

平成19年12月 102,997

平成20年１月 307,608

平成20年２月 341,148

平成20年３月 322,378

平成20年４月 220,299

平成20年５月以降 34,961

合計 1,329,393

３）売掛金

相手先 金額（千円）

ミドリ安全用品㈱ 739,330

防衛省 469,011

㈱小松製作所 33,117

㈱シモン 32,728
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相手先 金額（千円）

アズワン㈱ 30,991

その他 579,705

合計 1,884,885

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

前期繰越高
（千円）

当期発生高
（千円）

当期回収高
（千円）

次期繰越高
（千円）

回収率（％） 滞留期間（日）

(A) (B) (C) (D)
(C)

─────
(A) ＋ (B)

×100

(A) ＋ (D)
─────
２

──────
(B)

─────
365

1,944,714 8,101,232 8,161,060 1,884,885 81.2　　 86.3　　

　（注）　当期発生高には消費税等が含まれております。
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４）たな卸資産

区分 金額（千円）

商品
磁気式水処理装置他 172,065

計 172,065

製品

防じんマスク 202,844

防毒マスク 67,686

強酸性電解水生成装置他 357,185

計 627,716

原材料

プラスチック 56,684

ゴム 24,329

繊維 5,250

金属 60,605

その他 209,283

計 356,153

仕掛品

防じんマスク 162,441

防毒マスク 19,439

その他 140,469

計 322,350

貯蔵品

段ボール 9,564

その他 38,078

計 47,642

合計 1,525,928

②　負債の部

１）買掛金

相手先 金額（千円）

三和産業㈱ 11,471

㈱ナカヤマ 9,241

高岡商事㈱ 8,500

㈱ワモト 7,724

㈱フジコー 6,764

その他 113,622

合計 157,324

（３）【その他】

　特記事項はありません。
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 １月１日から12月31日まで

定時株主総会 ３月中

基準日 12月31日

株券の種類 100株券　1,000株券　10,000株券

剰余金の配当の基準日
６月30日

12月31日

単元株式数 100株

株式の名義書換え  

取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部

株主名簿管理人
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

取次所
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　全国各支店

野村證券株式会社　全国本支店 

名義書換手数料 無料

新券交付手数料 １株につき250円

単元未満株式の買取り及び買増し  

取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部

株主名簿管理人
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

取次所
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　全国各支店

野村證券株式会社　全国本支店

手数料 株式売買の委託に係る手数料相当額として別途定める額

公告掲載方法

電子公告より行います。ただし電子公告によることができない事故その他

やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行います。

当社の公告が掲載されるホームページアドレスは、次のとおりです。

（URL　http://www.koken-ltd.co.jp/）

株主に対する特典 該当事項はありません。
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

 　当社は、親会社等はありません。　　

２【その他の参考情報】

　当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しています。

(1）有価証券報告書及びその添付書類

  事業年度（第44期）（自 平成18年１月１日　至 平成18年12月31日）平成19年３月29日関東財務局長に提出。

(2）半期報告書

　（第45期中）（自 平成19年１月１日　至 平成19年６月30日）平成19年９月27日関東財務局長に提出。

(3）臨時報告書

　平成19年２月７日関東財務局長に提出

　企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号に基づく臨時報告書であります。

　平成19年８月７日関東財務局長に提出

　企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号に基づく臨時報告書であります。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書

 平成１９年３月２９日

興研株式会社  

 取締役会　御中    

 みすず監査法人  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 中井　義己

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 大橋　洋史

 公認会計士前川昌之事務所

   公認会計士 前川　昌之

　私どもは、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」に掲げられている興研株式会社の

平成１８年１月１日から平成１８年１２月３１日までの第４４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、キャッシュ・フロー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、私ども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。

　私どもは、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、私どもに財務

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。私どもは、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。

　私どもは、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、興研株式会社の平

成１８年１２月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を

すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

追記情報

　会計処理の変更に記載のとおり、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役員賞与に関する会計基準

を適用して財務諸表を作成している。

　また、重要な後発事象に記載のとおり、会社は平成１９年３月２９日開催の株主総会において、ストックオプションとして

新株予約権を付与することの決議を行った。

　会社と当監査法人又は業務執行社員並びに公認会計士前川昌之との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関

係はない。

以　　上

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

社）が別途保管しております。
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独立監査人の監査報告書

 平成２０年３月２７日

興研株式会社  

 取締役会　御中    

 監査法人Ａ＆Ａパートナーズ 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 中井　義己　　印

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 岡　　賢治　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項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

興研株式会社の平成１９年１月１日から平成１９年１２月３１日までの第４５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、キャッシュ・フロー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、興研株式会社

の平成１９年１２月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状

況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

以　　上

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

社）が別途保管しております。
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