
                                     

 

 

平成１９年４月期 決算短信（非連結）   
平成１９年 ６月 ８日 

 
 

上 場 会 社 名 株式会社共和工業所       上場取引所 ＪＱ 
コ ー ド 番 号 ５９７１            ＵＲＬ http://www.kyowakogyosyo.co.jp/
代  表  者（役職名）代表取締役社長（氏名）山口  徹 
問合せ先責任者（役職名）管 理 部 長（氏名）笠本 廣業   ＴＥＬ (０７６１)２１―０５３１ 
定時株主総会開催予定日   平成19年 7月20日        配当支払開始予定日 平成19年 7月23日 
有価証券報告書提出予定日  平成19年 7月25日 

 
（百万円未満切捨て） 

１．19年４月期の業績（平成１８年 ５月 １日～平成１９年 ４月３０日） 

（１）経営成績                                                          （％表示は対前期増減率） 

 売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 
19年４月期 
18年４月期 

百万円   ％ 

８，７３５    26.8   

６，８８８    20.1   

百万円   ％

１，５６７    69.0  

９２７    43.9  

百万円   ％

１，５８５    68.9  

９３９    42.6  

百万円   ％

９４３    69.5  

５５６    47.1  

 
 １株当たり 

当期純利益 
潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自 己 資 本 
当期純利益率 

総 資 産 
経常利益率 

売 上 高 
営業利益率 

 
19年４月期 
18年４月期 

円 銭 

138.83   

81.07   

円 銭

－  

－  

％

17.6  

12.4  

％ 

18.0   

12.4   

％

17.9  

13.5  

(参考)  持分法投資損益   19年４月期    12百万円  18年４月期      17百万円 
 
（２）財政状態 
 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産

 
19年４月期 
18年４月期 

百万円 

９，４３６   

８，１７１   

百万円

５，８３１  

４，８９４  

％

61.8  

59.9  

円 銭

858.27  

719.36  

 (参考)  自己資本  19年４月期   5,831百万円  18年４月期     －百万円 
 
 （３）キャッシュ･フローの状況 
 営 業 活 動 に よ る 

キャッシュ・フロー 
投 資 活 動 に よ る
キャッシュ・フロー

財 務 活 動 に よ る
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期 末 残 高 

 
19年４月期 
18年４月期 

百万円 

１，２０７   

８２４   

百万円

△１，３９５  

△５１７  

百万円

△２４０  

△２４１  

百万円

１，２８２  

１，７１１  

 
 
２．配当の状況 
 １株当たり配当金 

（基準日） 第１ 
四半期末 中間期末 

第３ 
四半期末

期末 年間 

配当金総額
（年間） 

配当性向 
 

純資産 
配当率 

 

 
18年４月期 
19年４月期 

円 銭 

－ 

－ 

円 銭 

－ 

－ 

円 銭

－

－

円 銭

10 00 

13 00 

円 銭

10 00 

13 00 

百万円

６７  

８８  

％ 

12.3   

9.4   

％

1.4  

1.6  

20年４月期 
（予想） － － － 13 00 13 00 

 
9.7   

 

 
 
３．20年４月期の業績予想（平成19年５月１日～平成20年４月30日） 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 

 売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり 
当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中 間 期 
通  期 

４，５４０   7.1  

９，１００   4.2  

８４０  10.5 

１，５５０ △1.1 

８４０   9.3 

１，５５０ △2.3 

４９０   6.4  

９１０ △3.5  

72.11  

133.92  
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４．その他 
（１）重要な会計方針の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更         有 
② ①以外の変更                有 

（注）詳細は、14ページ「減価償却の方法の変更」及び15ページ「会計処理方法の変更」をご覧ください。 
 

（２）発行済株式数(普通株式) 
① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 19年４月期 6,800,000株  18年４月期 6,800,000株 
② 期末自己株式数           19年４月期    5,067株  18年４月期    4,157株 
（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、23 ページ「１株当たり情報」をご覧くだ

さい。 
 
 
 
 
 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
  
業績予想につきましては、現時点において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業
績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。なお、上記業績予想に関する事項
は３ページ「翌事業年度の見通し」をご参照ください。 
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１．経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

① 当事業年度の経営成績 

当社の主力である建設機械向け製品の国内需要は、世界的な建設機械の需要拡大に伴い、国内建設

機械メーカーの受注が好調に推移し、大幅な売上増となりました。一方海外需要においては、アジア、

特に中国向けを中心として、その他の地域もインフラ整備の需要が好調に推移し、売上増加に寄与し

ました。その結果、建設機械向け製品全体としては、前年同期を大幅に上回ることができました。 

また、取り組みを強化している自動車用鍛造部品においても、新規受注が順調に推移し前年同期を

上回ることができました。 

この結果、当事業年度の売上高は 87億 35 百万円（前期比 26.8％増）、経常利益 15 億 85 百万円（前

期比 68.9％増）、当期純利益９億 43 百万円（前期比 69.5％増）の増収増益となりました。 

主要な部門別の概況は以下のとおりであります。 

「建設機械部門」 

建設機械部門の売上高は、国内売上 58 億 45 百万円（前期比 22.2％増、10 億 63 百万円増）、海外

売上 10 億 48 百万円（前期比 47.2％増、３億 36 百万円増）となりました。 

当社の主力である建設機械向け製品は、国内需要は、民間の設備投資の増加等により好調に推移し、

売上を拡大しました。また細径ボルト分野も前年同期比３億 80 百万円増の成果を上げることができ

ました。 

一方海外需要は、アジア、特に中国向けが好調に推移し前年同期を上回る、３億 36 百万円増とな

りました。 

「自動車関連部門」 

自動車関連部門の売上高は、12 億２百万円（前期比 32.1％増、２億 92 百万円増）となりました。 

当業界は市場規模も大きく、当社として も期待し、取り組みを強化している部門で、変速機用部

品、中ツバ形状品（自動車エンジン取付部品）等の堅調な受注により前年同期を上回ることができま

した。 

「産業機械部門」 

産業機械部門の売上高は、３億 40 百万円（前期比 17.8％増、51 百万円増）となりました。 

当業界の民間設備投資の好調な受注により増加し、前年同期を上回ることができました。 

 

② 翌事業年度の見通し 

当社の主力である建設機械向け製品の需要は、北米の住宅着工の減速など懸念される要因はありま

すが、翌事業年度も世界的な建設機械の需要拡大が見込まれることが予想され、前期比増加を見込ん

でおります。 

また、自動車関連製品についても拡大をはかるべき営業を行っていきます。 

このように翌事業年度は増収を見込んでおりますが、大型設備投資が控えており、また材料の鋼

材・部品材の値上げ及び燃料費等の高騰、これまでに行った増産対応に伴う設備投資増加による減価

償却費負担及び人件費等の経費増加により、 終利益は前年同期比減と予想しております。 

翌事業年度の業績につきましては、売上高 91 億円（前期比 4.2％増）、営業利益 15 億 50 百万円（前

期比 1.1％減）、経常利益 15 億 50 百万円（前期比 2.3％減）、当期純利益９億 10 百万円（前期比 3.5％

減）を見込んでおります。 

 

(2) 財務状態に関する分析 

当事業年度におけるキャッシュ・フローの状況 

当事業年度における現金及び現金同等物の期末残高は 12 億 82 百万円となり、前事業年度末に比較

して４億 28 百万円減少いたしました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

税引前当期純利益は 15 億 90 百万円、減価償却費３億 28 百万円、売上増による仕入債務の増加１

億 16 百万円などを計上しましたが、一方で、売上債権の増加４億 53 百万円、法人税等の支払４億 47

百万円等を計上したことを主な要因として、営業活動によって得られた資金は 12 億７百万円（前期

比３億 83 百万円増）となりました。 
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（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

定期預金 10 億円の６ヶ月定期預金への預入、有形固定資産の取得に３億 92 百万円充当したことか

ら、投資活動により 13億 95 百万円の資金を要しました（前期比８億 78 百万円の支出増）。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

長期借入金の返済１億 71 百万円、配当金の支払に 68 百万円の資金をそれぞれ充当したことから、

財務活動により２億 40 百万円の資金を要しました（前年同期並み）。 

 

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しております。配当につきまし

ては、事業計画、財務状況、収益性等を考慮しつつ、企業体質の一層の強化を図るとともに、安定的

な配当の継続を行うことを基本方針としております。 

当事業年度の年間配当金については、上記基本方針に基づき、今回１株当たり 10 円より３円増配

し１株当たり 13 円とさせていただく予定であります。 

翌事業年度の年間配当金については、当期同様、利益配分に関する基本方針と次期業績に基づき１

株当たり 13 円と予想しております。 

 

(4) 事業等のリスク 

以下の文中における将来に関する事項は、当事業年度末において当社が判断したものであります。 

① 建設機械業界に対する依存度が高いことについて 

当社は従来から、建設機械向け製品の売上比率が高く、内外の建設機械需要の動向に影響を受けや

すく、今後もその影響により業績が大きく変動することが考えられます。 

このような状況において、業績の安定化を図るため、建設機械部門以外の需要分野開拓により収益

基盤の拡大を図ります。現在、当社の売上のうち非建設機械部門は 21.1％にとどまっておりますが、

今後売上比率 30％を目指します。けん引役として自動車関連部門に期待し、取り組みを強化しており

ます。今後も大型の熱間・冷間の設備と技術を活かし、難加工に対応すべく切削加工機等の設備を増

強し営業活動を強力に展開して、売上比率を高めていきます。 

 

② 材料価格の変動について 

当社の主要材料である鋼材は、国内景気、為替、原油価格等の影響によって価格が変動します。材

料費の当期総製造費用及び売上高に対する比率は、平成 19 年４月期でそれぞれ 54.5％、40.1％と高

く、当社の業績は鋼材価格の変動によって影響を受けます。平成 19 年４月期では、材料費の当期総

製造費用及び売上高に対する比率は、それぞれ前期比 3.0 ポイント、0.5 ポイント上昇しております。 

 

２．企業集団の状況 

当社グループは、株式会社共和工業所（当社）及び関連会社である株式会社ネツレン小松並びにそ

の他の関連会社である有限会社ワイ・エム・ジイにより構成されております。 

当社グループは、ボルト専門メーカーとして、六角ボルト、六角穴付ボルト、特殊ボルト等を冷間

鍛造及び熱間鍛造により、素材から熱処理までの一貫生産体制で製造し、建設機械、自動車関連、産

業機械等の業界向けに販売を行っております。 

株式会社ネツレン小松は当社製品の無段変速機用シャフトの高周波焼入れ加工を行っており、また、

有限会社ワイ・エム・ジイとの取引関係はありません。 

 

３．経営方針 

(1) 当社の経営の基本方針 

当社は、企業体質の強化、改善を図り、企業の社会的責任をより明確にし、「良い製品を早く、安

く、お客様にサービスしていく」との基本方針のもとに、ねじ分野のほか特殊形状圧造部品等、新分

野への挑戦に努め、品質第一でお客様の満足度を向上させることを経営の 重要課題と認識し、全社

員の幸せと生活の向上を図り永続的な生き残りを目指しております。 
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(2) 目標とする経営指標 

当社は、中期経営戦略を推し進めることにより、ＲＯＥ（株主資本利益率）12％を目標としており

ます。 

中期経営計画における経営指標 

項目 2010 年 4 月の目標値 

売上高 9,850 百万円 

営業利益 1,720 百万円 

経常利益 1,720 百万円 

当期純利益 1,000 百万円 

１株当たり当期純利益 147 円 06 銭 

ＲＯＥ（株主資本利益率） 12％ 

 

 

(3) 中長期的な会社の経営戦略と会社の対処すべき課題 

当社の主力である建設機械向け製品は、世界的な建設機械の需要拡大により需要拡大が続いており

ます。 

このような事業環境の中で、経営計画を見直し、2007 年５月より 2010 年４月期までの３年間を対

象に、中期経営計画をスタートさせました。 

この中期経営計画では、これまでの方針を継続し、主力である建設機械向け製品の生産対応、新規

需要分野の開拓と競争力の基盤強化に対処すべく取り組んでおります。 

主力である建設機械向け製品の受注拡大に伴い、当事業年度もボルトホーマライン１基、熱処理炉

１基の入替、ＮＣ旋盤４基等、３億 96 百万円の設備投資を実施しました。翌事業年度は、手狭にな

った工場環境の改善、お客様ニーズの安定的対応のため、現工場の隣接地用地を求め、工場増設を計

画しました。新工場建設関係で８億 10 百万円、機械設備等に１億 70 百万円の設備投資を予定してお

ります。今後も顧客満足度を向上すべく経営環境の変化に迅速に対応していきます。 

また、当社は従来から太径ボルトの製造を中心としておりましたが、近年細径ボルトの製造も設備

を増強し、当事業年度の細径ボルト分野の売上は、総売上の 16.6％と大きく成長しております。 

さらに、建設機械部門以外の需要分野開拓により収益基盤の拡大を図ります。当社の売上のうち非

建設機械部門は 21.1％にとどまっており、30％を目標とするも、現状では建設機械需要が伸びており

ます。 

今後も大型の熱間・冷間鍛造の設備と技術を活かし、難加工に対処すべく設備を増強し営業活動を

強力に展開して、小型建設機械向けや自動車部品の分野で新規需要開拓を進めて、売上拡大に努めて

まいります。 

次に、競争力の基盤強化についてですが、生産性の向上、新製品開発と高技術力の蓄積、人的資源

の教育強化を図り、技術の優位性と収益性による「事業の選択と集中」を推進し、経営資源を有効活

用して競争力の基盤強化を図ってまいります。また、収益力の改善と業績の伸展を果たすため、徹底

した固定費削減により、低成長においても安定した収益を確保できる企業体質の構築に努めてまいり

ます。 
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４．財務諸表 

(1) 貸借対照表 

  前事業年度 

（平成 18 年４月 30 日） 

当事業年度 

（平成 19 年４月 30 日） 
対前年比 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比 

（％） 

増減 

（千円） 

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  1,741,274 2,312,393  571,119

２．受取手形 ※６ 561,545 598,752  37,206

３．売掛金 ※６ 2,181,926 2,593,020  411,093

４．製品  121,911 165,987  44,076

５．原材料  76,524 65,332  △11,192

６．仕掛品  136,104 154,338  18,233

７．貯蔵品  7,939 8,211  271

８．前払費用  352 779  427

９．繰延税金資産  92,179 119,073  26,894

10．その他  28,326 14,007  △14,318

貸倒引当金  △275 △320  △44

流動資産合計  4,947,810 60.5 6,031,576 63.9 1,083,766

Ⅱ 固定資産    

(1)有形固定資産    

１．建物 ※1,3 1,031,142 1,034,963   

減価償却累計額  619,405 411,737 648,036 386,926  △24,810

２．構築物 ※３ 86,309 94,853   

減価償却累計額  69,055 17,254 72,171 22,681  5,426

３．機械及び装置 ※３ 4,226,317 4,457,656   

減価償却累計額  3,081,955 1,144,361 3,291,482 1,166,173  21,811

４．車両及び運搬具  26,294 27,982   

減価償却累計額  19,664 6,630 20,342 7,639  1,009

５．工具・器具及び備品 ※３ 131,677 140,874   

減価償却累計額  103,973 27,703 113,469 27,405  △298

６．土地 ※１ 206,471 233,788  27,316

７．建設仮勘定  － 30,768  30,768

有形固定資産合計  1,814,159 22.2 1,875,383 19.9 61,223

(2)無形固定資産    

１．電話加入権  266 266  －

２．水道施設利用権  129 110  △18

無形固定資産合計  395 0.0 376 0.0 △18
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㈱共和工業所（5971）平成 19 年４月期決算短信（非連結） 

 

  前事業年度 

（平成 18 年４月 30 日） 

当事業年度 

（平成 19 年４月 30 日） 
対前年比 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比 

（％） 

増減 

（千円） 

(3)投資その他の資産    

１．投資有価証券  1,201,999 1,318,694  116,694

２．関係会社株式  7,000 7,000  －

３．出資金  9,170 9,170  －

４．長期前払費用  547 547  －

５．組合積立金  86,889 88,692  1,802

６．保険積立金  17,917 19,079  1,162

７．会員権  37,292 36,492  △800

８．その他  70,000 70,000  －

貸倒引当金  △21,300 △20,500  800

投資その他の資産合計  1,409,516 17.3 1,529,175 16.2 119,658

固定資産合計  3,224,071 39.5 3,404,935 36.1 180,864

資産合計  8,171,881 100.0 9,436,512 100.0 1,264,631
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㈱共和工業所（5971）平成 19 年４月期決算短信（非連結） 

 

  前事業年度 

（平成 18 年４月 30 日） 

当事業年度 

（平成 19 年４月 30 日） 
対前年比 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比 

（％） 

増減 

（千円） 

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．支払手形 ※６ 1,328,187 1,415,534  87,346

２．買掛金  386,895 415,604  28,708

３．一年以内返済予定長期借入

金 
※１ 171,820 58,400 

 
△113,420

４．未払金  317,917 417,572  99,655

５．未払費用  15,380 20,970  5,589

６．未払法人税等  256,384 477,394  221,009

７．未払消費税等  48,339 72,645  24,305

８．預り金  7,038 2,396  △4,642

９．賞与引当金  128,796 172,330  43,533

10．設備関係支払手形 ※６ 69,661 29,766  △39,895

流動負債合計  2,730,421 33.4 3,082,614 32.7 352,192

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金 ※１ 58,400 －  △58,400

２．繰延税金負債  138,499 193,486  54,987

３．退職給付引当金  197,322 172,935  △24,386

４．役員退職慰労引当金  153,070 155,582  2,512

固定負債合計  547,291 6.7 522,004 5.5 △25,286

負債合計  3,277,713 40.1 3,604,619 38.2 326,905
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㈱共和工業所（5971）平成 19 年４月期決算短信（非連結） 

 

  前事業年度 

（平成 18 年４月 30 日） 

当事業年度 

（平成 19 年４月 30 日） 
対前年比 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比 

（％） 

増減 

（千円） 

（資本の部）    

Ⅰ 資本金 ※２ 592,000 7.2 － － △592,000

Ⅱ 資本剰余金    

１．資本準備金  464,241 －   

資本剰余金合計  464,241 5.7 － － △464,241

Ⅲ 利益剰余金    

１．利益準備金  148,000 －   

２．任意積立金  2,527,251 －   

(1)特別償却準備金  27,251 －   

(2)別途積立金  2,500,000 －   

３．当期未処分利益  772,551 －   

利益剰余金合計  3,447,802 42.2 － － △3,447,802

Ⅳ その他有価証券評価差額金 ※４ 392,436 4.8 － － △392,436

Ⅴ 自己株式 ※５ △2,313 △0.0 － － 2,313

資本合計  4,894,167 59.9 － － △4,894,167

負債・資本合計  8,171,881 100.0 － － △8,171,881

    

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金  － － 592,000 6.3 592,000

２．資本剰余金    

(1)資本準備金  － 464,241   

資本剰余金合計  － － 464,241 4.9 464,241

３．利益剰余金    

(1)利益準備金  － 148,000   

(2)その他利益剰余金    

特別償却準備金  － 49,720   

別途積立金  － 3,000,000   

繰越利益剰余金  － 1,120,039   

利益剰余金合計  － － 4,317,760 45.7 4,317,760

４．自己株式  － － △3,313 △0.0 △3,313

株主資本合計  － － 5,370,688 56.9 5,370,688

Ⅱ 評価・換算差額等    

１．その他有価証券評価差額金  － 461,204 4.9 461,204

評価・換算差額等合計  － － 461,204 4.9 461,204

純資産合計  － － 5,831,893 61.8 5,831,893

負債・純資産合計  － － 9,436,512 100.0 9,436,512
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㈱共和工業所（5971）平成 19 年４月期決算短信（非連結） 

 

(2) 損益計算書 

  前事業年度 

（自 平成 17 年５月 １日 

  至 平成 18 年４月 30 日）

当事業年度 

（自 平成 18 年５月 １日 

  至 平成 19 年４月 30 日） 

対前年比 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比 

（％） 

増減 

（千円） 

Ⅰ 売上高  6,888,361 100.0 8,735,510 100.0 1,847,148

Ⅱ 売上原価    

１．製品期首棚卸高  128,466 121,911   

２．当期製品製造原価  5,284,758 6,414,097   

合計  5,413,225 6,536,008   

３．製品期末棚卸高  121,911 5,291,314 76.8 165,987 6,370,021 72.9 1,078,706

売上総利益  1,597,047 23.2 2,365,489 27.1 768,441

Ⅲ 販売費及び一般管理費  669,441 9.7 798,294 9.2 128,853

営業利益  927,605 13.5 1,567,194 17.9 639,588

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  2,301 4,204   

２．受取配当金  6,617 9,632   

３．その他  4,984 13,903 0.2 5,902 19,739 0.3 5,835

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  2,420 2,420 0.1 1,067 1,067 0.0 △1,352

経常利益  939,089 13.6 1,585,865 18.2 646,776

Ⅵ 特別利益    

１．貸倒引当金戻入額  184 －   

２．投資有価証券売却益  10,400 600   

３．受取保険金  10,000 20,584 0.3 10,066 10,666 0.1 △9,917

Ⅶ 特別損失    

１．固定資産除売却損 ※1,2 17,048 17,048 0.2 6,321 6,321 0.1 △10,727

税引前当期純利益  942,624 13.7 1,590,211 18.2 647,586

法人税、住民税及び事業税  389,011 665,316   

法人税等調整額  △2,881 386,129 5.6 △18,521 646,795 7.4 260,665

当期純利益  556,494 8.1 943,416 10.8 386,921

前期繰越利益  216,056 －  

当期未処分利益  772,551 －  
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㈱共和工業所（5971）平成 19 年４月期決算短信（非連結） 

 

(3) 株主資本等変動計算書 

当事業年度（自 平成 18 年５月１日 至 平成 19 年４月 30 日） 

株主資本 

資本 

剰余金 

利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

資本金 

資本 

準備金 

利益 

準備金 特別償却

準備金 

別途積立金 繰越利益 

剰余金 

利益剰余金

合計 

自己 

株式 

株主資本

合計 

平成 18 年４月 30 日残高（千円） 592,000 464,241 148,000 27,251 2,500,000 772,551 3,447,802 △2,313 4,501,730

事業年度中の変動額    

特別償却準備金の積立て（注）  18,154 △18,154 － －

特別償却準備金の積立て  17,608 △17,608 － －

別途積立金の積立て（注）  500,000 △500,000 － －

特別償却準備金の取崩し（注）  △5,846 5,846 － －

特別償却準備金の取崩し  △7,448 7,448 － －

剰余金の配当（注）  △67,958 △67,958 △67,958

役員賞与（注）  △5,500 △5,500 △5,500

当期純利益  943,416 943,416 943,416

自己株式の取得   － △1,000 △1,000

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（千円） 
  － －

事業年度中の変動額合計（千円） － － － 22,469 500,000 347,488 869,957 △1,000 868,957

平成 19 年４月 30 日残高（千円） 592,000 464,241 148,000 49,720 3,000,000 1,120,039 4,317,760 △3,313 5,370,688

 

評価・換算差額等  

その他有価証券 

評価差額金 純資産合計 

平成 18 年４月 30 日残高（千円） 392,436 4,894,167

事業年度中の変動額 

特別償却準備金の積立て（注） －

特別償却準備金の積立て －

別途積立金の積立て（注） －

特別償却準備金の取崩し（注） －

特別償却準備金の取崩し －

剰余金の配当（注） △67,958

役員賞与（注） △5,500

当期純利益 943,416

自己株式の取得 △1,000

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（千円） 
68,768 68,768

事業年度中の変動額合計（千円） 68,768 937,725

平成 19 年４月 30 日残高（千円） 461,204 5,831,893

（注）平成 18 年７月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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㈱共和工業所（5971）平成 19 年４月期決算短信（非連結） 

(4) キャッシュ・フロー計算書 

  前事業年度 

(自 平成 17 年５月 １日

 至 平成18年４月30日）

当事業年度 

(自 平成 18 年５月 １日 

 至 平成19年４月30日） 

対前年比 

区分 
注記

番号
金額（千円） 金額（千円） 

増減 

（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  942,624 1,590,211 647,586

減価償却費  321,368 328,450 7,081

賞与引当金の増減額（△減少）  2,330 43,533 41,203

貸倒引当金の増減額（△減少）  △184 44 228

退職給付引当金の増減額（△減少）  △4,973 △24,386 △19,413

役員退職慰労引当金の増減額（△減少）  7,185 2,512 △4,673

受取利息及び受取配当金  △9,843 △14,762 △4,918

支払利息  2,420 1,067 △1,352

固定資産除売却損  10,769 6,321 △4,447

投資有価証券売却益  △10,400 △600 9,800

受取保険金  △10,000 △10,066 △66

売上債権の増減額（△増加）  △454,685 △448,299 6,385

たな卸資産の増減額（△増加）  △14,741 △51,389 △36,647

仕入債務の増減額（△減少）  283,110 116,055 △167,054

未払消費税等の増減額（△減少）  19,891 24,305 4,414

役員賞与の支払額  △5,500 △5,500 －

その他（純額）  22,462 73,955 51,492

小計  1,101,834 1,631,453 529,618

利息及び配当金の受取額  9,869 14,465 4,595

利息の支払額  △2,350 △1,004 1,345

法人税等の支払額  △295,342 △447,090 △151,747

生命保険金の受取額  10,000 10,066 66

営業活動によるキャッシュ・フロー  824,011 1,207,890 383,878

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  △80,000 △2,030,000 △1,950,000

定期預金の払戻による収入  80,000 1,030,000 950,000

有形固定資産の取得による支出  △509,015 △392,484 116,530

有形固定資産の売却による収入  － 215 215

投資有価証券の取得による支出  △17,348 △8,286 9,061

投資有価証券の売却による収入  11,400 7,600 △3,800

その他（純額）  △2,401 △2,964 △562

投資活動によるキャッシュ・フロー  △517,365 △1,395,920 △878,555

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出  △188,360 △171,820 16,540

自己株式の取得による支出  △1,567 △1,000 567

配当金の支払額  △51,236 △68,030 △16,793

財務活動によるキャッシュ・フロー  △241,163 △240,850 313

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  － － －

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（△減少）  65,482 △428,880 △494,362

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,645,791 1,711,274 65,482

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  1,711,274 1,282,393 △428,880
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㈱共和工業所（5971）平成 19 年４月期決算短信（非連結） 

(5) 利益処分計算書 

  前事業年度 

（株主総会承認日 

  平成 18 年７月 21 日） 

 

区分 
注記

番号
金額（千円）  

Ⅰ 当期未処分利益  772,551  

Ⅱ 任意積立金取崩額   

１．特別償却準備金取崩額  5,846 5,846  

合計  778,397  

Ⅲ 利益処分額   

１．配当金  67,958  

２．役員賞与金  5,500  

（うち監査役賞与金）  (650)  

３．任意積立金   

(1)特別償却準備金  18,154  

(2)別途積立金  500,000 591,613  

Ⅳ 次期繰越利益  186,784  

   

（注）特別償却準備金取崩額及び同積立額は、租税特別措置法に基づくものであります。 
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㈱共和工業所（5971）平成 19 年４月期決算短信（非連結） 

重要な会計方針 

項目 

前事業年度 

（自 平成 17 年５月 １日 

  至 平成 18 年４月 30 日） 

当事業年度 

（自 平成 18 年５月 １日 

  至 平成 19 年４月 30 日） 

満期保有目的の債券 満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法） 同左 

関連会社株式 関連会社株式 

移動平均法による原価法 同左 

その他有価証券 その他有価証券 

時価のあるもの 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） 

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 時価のないもの 

１．有価証券の評価基準及び評価

方法 

移動平均法による原価法 同左 

製品・原材料・仕掛品 製品・原材料・仕掛品 

先入先出法による原価法 同左 

貯蔵品 貯蔵品 

２．たな卸資産の評価基準及び評

価方法 

終仕入原価法 同左 

有形固定資産 有形固定資産 

定率法（ただし、平成 10 年４月１

日以降に取得した建物（附属設備を除

く）については定額法）を採用してお

ります。 

主な有形固定資産の耐用年数は以

下のとおりであります。 

建物 ８年～38 年 機械及び装置

10 年 

同左 

無形固定資産 無形固定資産 

定額法を採用しております（耐用年

数 15 年）。 

同左 

 （減価償却の方法の変更） 

３．固定資産の減価償却の方法 

  平成 19 年度の法人税法改正に伴い、

平成19年４月１日以降取得した固定資

産については、減価償却の方法を変更

しております。なお、この変更による

影響額は軽微であります。 

貸倒引当金 貸倒引当金 

売掛債権等の貸倒れに備えるため、

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。 

同左 

賞与引当金 賞与引当金 

４．引当金の計上基準 

従業員に対して支給する賞与の支

出に充てるため、支給見込額を計上し

ております。 

同左 
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㈱共和工業所（5971）平成 19 年４月期決算短信（非連結） 

 

項目 

前事業年度 

（自 平成 17 年５月 １日 

  至 平成 18 年４月 30 日） 

当事業年度 

（自 平成 18 年５月 １日 

  至 平成 19 年４月 30 日） 

退職給付引当金 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。 

同左 

役員退職慰労引当金 役員退職慰労引当金 

４．引当金の計上基準 

役員の退職慰労金の支給に充てる

ため、内規に基づく期末要支給額を計

上しております。 

同左 

５．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。 

同左 

６．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（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であります。 

同左 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 ７．その他財務諸表作成のための

基本となる重要な事項 税抜方式によっております。 同左 

 

会計処理方法の変更 

前事業年度 

（自 平成 17 年５月 １日 

  至 平成 18 年４月 30 日） 

当事業年度 

（自 平成 18 年５月 １日 

  至 平成 19 年４月 30 日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） ―――――― 

当事業年度より、固定資産の減損に係る会計基準（「固

定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企

業会計審議会 平成 14 年８月９日））及び「固定資産の

減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第６号 平成 15 年 10 月 31 日）を適用しております。こ

れによる損益に与える影響はありません。 

 

―――――― （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。 

これまでの資本の部の合計に相当する金額は、

5,831,893 千円であります。 

なお、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、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務

諸表等規則により作成しております。 
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㈱共和工業所（5971）平成 19 年４月期決算短信（非連結） 

注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 当事業年度 
（平成 18 年４月 30 日） （平成 19 年４月 30 日） 

※１．担保提供資産 
担保に供している資産 

※１．担保提供資産 
担保に供している資産 

 建物 51,695 千円   建物 51,529 千円  
 土地 10,244    土地 10,244   

 計 61,939    計 61,773   

  
上記に対応する債務 上記に対応する債務 

 長期借入金 100,000 千円   一年以内返済予定 
長期借入金 

35,300 千円  

          
※２．会社が発行する株式の

総数 
普通株式 25,000,000 株 

※２．         ―――――― 

発行済株式の総数 普通株式  6,800,000    
ただし、自己株式の消却が行われた場合には、これに相

当する株式数を減ずることができる旨定款で定めてお

ります。 

 

※３．固定資産について、取得価額から控除されている市およ

び県からの助成金の圧縮記帳額は次のとおりでありま

す。 

※３．固定資産について、取得価額から控除されている市およ

び県からの助成金の圧縮記帳額は次のとおりでありま

す。 

 建物 13,773 千円   建物 13,773 千円  
 構築物 400    構築物 400   
 機械及び装置 57    機械及び装置 57   

 工具・器具及び備品 214    工具・器具及び備品 214   

 計 14,445    計 14,445   
※４．商法施行規則第 124 条第３号に規定する配当制限額 ※４．         ―――――― 

 資産の時価評価により増

加した純資産額 
392,436 千円       

※５．保有する自己株式 ※５．         ―――――― 

 普通株式 4,157 株       
※６．期末日満期手形及び期末日確定期日債権（手形と同条件

で手形期日に現金決済する債権）は、手形交換日及び振

込期日をもって決済処理をしております。したがって、

当事業年度末は休日のため次の期末日満期手形等が期

末残高に含まれております。 

※６．期末日満期手形及び期末日確定期日債権（手形と同条件

で手形期日に現金決済する債権）は、手形交換日及び振

込期日をもって決済処理をしております。したがって、

当事業年度末は休日のため次の期末日満期手形等が期末

残高に含まれております。 

 受取手形 73,675 千円   受取手形 95,110 千円  
 売掛金 196,171    売掛金 21,523   

 支払手形 258,391    支払手形 276,963   
 設備関係支払手形 48,299    設備関係支払手形 10,499   
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㈱共和工業所（5971）平成 19 年４月期決算短信（非連結） 

（損益計算書関係） 

前事業年度 当事業年度 

（自 平成 17 年５月 1 日 （自 平成 18 年５月 1 日 

  至 平成 18 年４月 30 日）   至 平成 19 年４月 30 日） 

※１．       ―――――― ※１．固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 

      車両及び運搬具 6 千円  
※２．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※２．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

 解体処分費用 6,279 千円   機械及び装置 6,020 千円  
 建物 5,111    車両及び運搬具 105   

 構築物 258    工具・器具及び備品 189   
 機械及び装置 4,812        
 車両及び運搬具 65        

 工具・器具及び備品 521        

 

（株主資本等変動計算書関係） 

当事業年度（自 平成 18 年５月１日 至 平成 19 年４月 30 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（千株） 

当 事 業 年 度

増加株式数（千株）

当 事 業 年 度

減少株式数（千株）

当事業年度末 

株式数（千株） 

発行済株式数  

 普通株式 6,800 － － 6,800

合計 6,800 － － 6,800

自己株式  

普通株式 4 0 － 5

合計 4 0 － 5

 

２．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

（千円） 

１株当たり

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年７月 21日 

定時株主総会 
普通株式 67,958 10 平成 18 年４月 30 日 平成18年７月21日

 

 (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

決議予定 

株式の種類 
配当金の総額

（千円） 
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７月 20 日 

定時株主総会 
普通株式 88,334 利益剰余金 13 平成 19年４月 30日 平成 19年７月 23日
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㈱共和工業所（5971）平成 19 年４月期決算短信（非連結） 

（キャッシュ・フロー計算書関係） 

前事業年度 当事業年度 
（自 平成 17 年５月 1 日 （自 平成 18 年５月 1 日 

  至 平成 18 年４月 30 日）   至 平成 19 年４月 30 日） 

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に記載さ

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記載さ

れている科目の金額との関係 
 現金及び預金勘定 1,741,274 千円   現金及び預金勘定 2,312,393 千円  
 預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金 
△30,000 

   預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金 
△1,030,000 

  

 現金及び現金同等物 1,711,274    現金及び現金同等物 1,282,393   
          
 
（リース取引関係） 

前事業年度 当事業年度 
（自 平成 17 年５月 1 日 （自 平成 18 年５月 1 日 

  至 平成 18 年４月 30 日）   至 平成 19 年４月 30 日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 
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） 

   
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） 

 

 工具・器具及び

備品 
15,048 9,028 6,019

  工具・器具及び備

品 
15,048 12,038 3,009

 

 ソフトウェア 4,032 2,419 1,612   ソフトウェア 4,032 3,225 806  
 合計 19,080 11,448 7,632   合計 19,080 15,264 3,816  
（注） 取得価額相当額の算定は、有形固定資産の期末

残高等に占めるその割合が低いため、支払利子込

み法によっております。 

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 3,816 千円   １年内 3,816 千円  
 １年超 3,816    １年超 －   
 計 7,632    計 3,816   
（注） 未経過リース料期末残高相当額の算定は、有形

固定資産の期末残高等に占めるその割合が低い

ため、支払利子込み法によっております。 

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 3,816 千円   支払リース料 3,816 千円  
 減価償却費相当額 3,816    減価償却費相当額 3,816   
(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 
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㈱共和工業所（5971）平成 19 年４月期決算短信（非連結） 

（有価証券関係） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの  
前事業年度 当事業年度 

（平成 18 年 4 月 30 日） （平成 19 年 4 月 30 日） 

 種 類 貸 借 
対照表 
計上額 
（千円） 

時価 
（千円） 

差額 
（千円） 

貸 借 
対照表 
計上額 
（千円） 

時価 
（千円） 

差額 
（千円） 

(1)国債・地方債等 ― ― ― ― ― ―

(2)社債 ― ― ― ― ― ―

(3)その他 ― ― ― ― ― ―

時価が貸借対照

表計上額を超え

るもの 
小  計 ― ― ― ― ― ―

(1)国債・地方債等 299,959 299,030 △929 299,984 299,560 △424

(2)社債 ― ― ― ― ― ―

(3)その他 ― ― ― ― ― ―

時価が貸借対照

表計上額を超え

ないもの 
小  計 299,959 299,030 △929 299,984 299,560 △424

合  計 299,959 299,030 △929 299,984 299,560 △424

２．その他有価証券で時価のあるもの  
前事業年度 当事業年度 

（平成 18 年 4 月 30 日） （平成 19 年 4 月 30 日） 

 種 類 
取得原価 
（千円） 

貸 借 
対照表 
計上額 
（千円） 

差額 
（千円） 

取得原価 
（千円） 

貸 借 
対照表 
計上額 
（千円） 

差額 
（千円） 

(1)株式 213,989 869,924 655,934 222,276 995,665 773,389

(2)債券   

 ①国債・地方債等 ― ― ― ― ― ―

 ②社債 ― ― ― ― ― ―

 ③その他 ― ― ― ― ― ―

(3)その他 10,000 12,516 2,516 10,000 10,444 444

貸借対照表計上

額が取得原価を

超えるもの 

小  計 223,989 882,440 658,450 232,276 1,006,109 773,833

(1)株式 ― ― ― ― ― ―

(2)債券 ― ― ― ― ― ―

(3)その他 ― ― ― ― ― ―

貸借対照表計上

額が取得原価を

超えないもの 
小  計 ― ― ― ― ― ―

合  計 223,989 882,440 658,450 232,276 1,006,109 773,833

３．時価のない有価証券の主な内容  
前事業年度 当事業年度 

（平成 18 年 4 月 30 日） （平成 19 年 4 月 30 日）  
貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円） 

(1)関連会社株式  7,000  7,000 

(2)その他有価証券   

非上場株式 19,600 12,600 
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㈱共和工業所（5971）平成 19 年４月期決算短信（非連結） 

４．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 
前事業年度（平成 18 年 4月 30 日） 当事業年度（平成 19 年 4月 30 日） 

 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 ― 299,959 ― ― 299,984 ― ― ―

(2)社債 ― ― ― ― ― ― ― ―

(3)その他 ― ― ― ― ― ― ― ―

２．その他 ― 12,516 ― ― ― 10,444 ― ―

合計 ― 312,475 ― ― 299,984 10,444 ― ―

 

（デリバティブ取引関係） 

前事業年度（自 平成 17 年５月 1日 至 平成 18 年４月 30 日） 

当社はデリバティブ取引は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 18 年５月 1日 至 平成 19 年４月 30 日） 

当社はデリバティブ取引は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、退職金規程に基づく社内積立の退職一時金制度のほか、中小企業退職金共済制度に加入しておりま

す。 
また、退職金制度の別枠で石川県機械工業厚生年金基金に加入しております。当該厚生年金基金制度は退職

給付会計実務指針 33 項の例外処理を行う制度であります。 
  （注）同基金の年金資産残高のうち、当社の掛金割合により計算した年金資産の額 
   前事業年度 当事業年度 
   （平成18年4月30日現在） （平成19年4月30日現在）

   476,103 千円 571,602 千円 
２．退職給付債務に関する事項 
   前事業年度 当事業年度 
   （平成18年4月30日現在） （平成19年4月30日現在）

  退職給付債務 △405,659 千円 △380,551 千円 
  年金資産残高 208,337  207,616  
  退職給付引当金 △197,322  △172,935  
  当社は退職給付債務の算定に当たり、簡便法を採用しております。なお、年金資産残高は中小企業退職金

共済制度の期末解約返戻金相当額であります。 
３．退職給付費用に関する事項 
   前事業年度 当事業年度 
   （自 平成 17 年 5月 1 日 （自 平成 18 年 5月 1 日

   至 平成 18年 4月 30日） 至 平成 19年 4月 30日）

  勤務費用（注） 69,184 千円 62,369 千円 
  退職給付費用合計 69,184  62,369  
  （注）以下の自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することのできない総合設立の厚生年金基

金への拠出額（会社負担分）を勤務費用に含めております。 
   前事業年度 当事業年度 
   （自 平成 17 年 5月 1 日 （自 平成 18 年 5月 1 日

   至 平成 18年 4月 30日） 至 平成 19年 4月 30日）

   35,686 千円 39,917 千円 
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㈱共和工業所（5971）平成 19 年４月期決算短信（非連結） 

（税効果会計関係） 

前事業年度 当事業年度 
（平成 18 年 4 月 30 日） （平成 19 年 4 月 30 日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

別内訳 
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳 
 繰延税金資産（流動）     繰延税金資産（流動）    

  賞与引当金 52,033 千円   賞与引当金 69,621 千円  
  棚卸資産評価損 10,823     棚卸資産評価損 11,284   
  未払事業税 19,088     未払事業税 34,983   

  未払社会保険料 6,213     未払社会保険料 8,471   
  役員退職慰労引当金 6,238     その他 559   

  その他 2,830    繰延税金資産計 124,920   

 繰延税金資産計 97,228    繰延税金負債（流動）    

 繰延税金負債（流動）     特別償却準備金 5,847   

  特別償却準備金 5,048    繰延税金資産の純額 119,073   

 繰延税金資産の純額 92,179        

          

 繰延税金資産（固定）     繰延税金資産（固定）    
  ゴルフ会員権評価損 10,371     ゴルフ会員権評価損 10,047   

  退職給付引当金 79,718     退職給付引当金 69,865   
  役員退職慰労引当金 55,601     役員退職慰労引当金 62,855   
  その他 3,590     その他 4,228   

 繰延税金資産計 149,281    繰延税金資産計 146,997   
 繰延税金負債（固定）    繰延税金負債（固定）    
  特別償却準備金 21,766     特別償却準備金 27,856   
  その他有価証券評価差額金 266,014     その他有価証券評価差額金 312,628   
 繰延税金負債計 287,781    繰延税金負債計 340,484   
 繰延税金負債の純額 △138,499    繰延税金負債の純額 △193,486   
          
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内訳 
 法定実効税率 40.4 %  法定実効税率 40.4 %

 （調整）    （調整）   
 交際費等永久に損金に算入されない項目 0.4   交際費等永久に損金に算入されない項目 0.3  
 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.1   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 0.2   住民税均等割等 0.2  
 その他 0.1   その他 0.0  

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 41.0   税効果会計適用後の法人税等の負担率 40.7  
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㈱共和工業所（5971）平成 19 年４月期決算短信（非連結） 

（持分法損益等） 

前事業年度 当事業年度 
（自 平成 17 年 5月 1 日 （自 平成 18 年 5月 1 日 

  至 平成 18 年 4 月 30 日）   至 平成 19 年 4 月 30 日） 

 関連会社に対する投資の金額 7,000 千円   関連会社に対する投資の金額 7,000 千円  
 持分法を適用した場合の投資の

金額 
66,613

   持分法を適用した場合の投資の

金額 
77,836 

  

 持分法を適用した場合の投資利

益の金額 
17,227

   持分法を適用した場合の投資利

益の金額 
12,447 

  

 
（関連当事者との取引） 

前事業年度（自 平成 17 年５月１日 至 平成 18 年４月 30 日） 
役員及び個人主要株主等 

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 

役員及びその近親者が議決権の

過半数を所有している会社等 
（当該会社等の子会社を含む） 

㈱武田工業所 
（注） 

石川県

小松市 
67,000

建設機械各種部

品の製造・販売 
（被所有） 

直接 0.1% 

    
関係内容 

役員の兼任等 事業上の関係 
取引の内容 

取引金額 
（千円） 

科目 期末残高（千円） 

なし 
当社より建設機械

用ボルトを供給し

ている 
当社製品の販売 1,570 売掛金 94

（注）取引金額には消費税等は含まれておりません。 
取引条件及び取引条件の決定方針等 
（注）1.㈱武田工業所は当社監査役武田 純及びその近親者が議決権の 81.1％を直接保有しております。 

2.当社製品の販売については、他の販売先と同様の方法により価格の決定をしております。 
 
当事業年度（自 平成 18 年５月１日 至 平成 19 年４月 30 日） 
役員及び個人主要株主等 

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 

役員及びその近親者が議決権の

過半数を所有している会社等 
（当該会社等の子会社を含む） 

㈱武田工業所 
（注） 

石川県

小松市 
67,000

建設機械各種部

品の製造・販売 
（被所有） 

直接 0.1% 

    
関係内容 

役員の兼任等 事業上の関係 
取引の内容 

取引金額 
（千円） 

科目 期末残高（千円） 

受 取 手 形 742

なし 
当社より建設機械

用ボルトを供給し

ている 
当 社 製 品 の 販 売 3,024

売 掛 金 420

（注）取引金額には消費税等は含まれておりません。 
取引条件及び取引条件の決定方針等 
（注）1.㈱武田工業所は当社監査役武田 純及びその近親者が議決権の 81.1％を直接保有しております。 

2.当社製品の販売については、他の販売先と同様の方法により価格の決定をしております。 
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㈱共和工業所（5971）平成 19 年４月期決算短信（非連結） 

（１株当たり情報） 

前事業年度 当事業年度 
（自 平成 17 年 5月 1 日 （自 平成 18 年 5月 1 日 

  至 平成 18 年 4 月 30 日）   至 平成 19 年 4 月 30 日） 

 １株当たり純資産額 719 円 36 銭    １株当たり純資産額 858 円 27 銭   
 １株当たり当期純利益 81 円 07 銭    １株当たり当期純利益 138 円 83 銭   
 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金

額については、潜在株式がないため記載しており

ません。 
 

  同左  

（注）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 

（自 平成 17 年 5月 1 日 （自 平成 18 年 5月 1 日 

 

  至 平成 18 年 4 月 30 日）   至 平成 19 年 4 月 30 日）

当期純利益（千円） 556,494 943,416 

普通株主に帰属しない金額（千円） 5,500 － 

（うち利益処分による役員賞与金）（千円） （5,500） （－）

普通株式に係る当期純利益（千円） 550,994 943,416 

期中平均株式数（株） 6,796,943 6,795,457 

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 
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㈱共和工業所（5971）平成 19 年４月期決算短信（非連結） 

５．その他 

(1) 役員の異動 

該当事項はありません。 

 

(2) 生産、受注及び販売の状況 

① 生産実績 

前事業年度 当事業年度 増  減 
（自平成 17 年５月 １日 （自平成 18 年５月 １日  
至平成 18 年４月 30 日） 至平成 19 年４月 30 日） （△印は減） 部門 

金額（千円） 
構成比

（％） 
金額（千円） 

構成比

（％） 
金額（千円） 率（％） 

 建 設 機 械  5,092,154 79.6 6,508,901 79.6 1,416,747 127.8

 自 動 車 関 連  909,884 14.2 1,193,733 14.6 283,849 131.2

 産 業 機 械  245,623 3.9 250,523 3.1 4,899 102.0

 そ の 他  146,902 2.3 217,929 2.7 71,027 148.4

 合 計  6,394,565 100.0 8,171,089 100.0 1,776,523 127.8

（注）１．金額は販売価格によります。 
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 

前事業年度 当事業年度 増  減 
（自平成 17 年５月 １日 （自平成 18 年５月 １日  
至平成 18 年４月 30 日） 至平成 19 年４月 30 日） （△印は減） 部門 

金額（千円） 
構成比

（％） 
金額（千円） 

構成比

（％） 
金額（千円） 率（％） 

建 設 機 械  5,517,999 80.4 6,860,315 79.0 1,342,316 124.3

自 動 車 関 連  892,523 13.0 1,193,386 13.7 300,862 133.7

産 業 機 械  253,831 3.7 336,425 3.9 82,593 132.5

受

注

高 
そ の 他  196,319 2.9 290,642 3.4 94,323 148.0

 合 計  6,860,674 100.0 8,680,770 100.0 1,820,095 126.5

建 設 機 械  53,789 68.4 19,221 80.6 △34,567 35.7

自 動 車 関 連  10,149 12.9 894 3.8 △9,255 8.8

産 業 機 械  5,473 7.0 1,442 6.0 △4,031 26.4

受

注

残

高 そ の 他  9,184 11.7 2,298 9.6 △6,885 25.0

 合 計  78,597 100.0 23,856 100.0 △54,740 30.4

（注）１．金額は販売価格によります。 
２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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㈱共和工業所（5971）平成 19 年４月期決算短信（非連結） 

 

③ 販売実績 

前事業年度 当事業年度 増  減 
（自平成 17 年５月 １日 （自平成 18 年５月 １日  
至平成 18 年４月 30 日） 至平成 19 年４月 30 日） （△印は減） 部門 

金額（千円） 
構成比

（％） 
金額（千円） 

構成比

（％） 
金額（千円） 率（％） 

 建 設 機 械  5,494,813 79.8 6,894,883 78.9 1,400,069 125.5

 自 動 車 関 連  910,536 13.2 1,202,641 13.8 292,104 132.1

 産 業 機 械  289,096 4.2 340,456 3.9 51,360 117.8

 そ の 他  193,914 2.8 297,528 3.4 103,613 153.4

 合 計  6,888,361 100.0 8,735,510 100.0 1,847,148 126.8

（注）１．金額は販売価格によります。 
２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
３． 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。 
前事業年度 当事業年度 増  減 

（自平成 17 年５月 １日 （自平成 18 年５月 １日  

至平成 18 年４月 30 日） 至平成19年４月30日） （△印は減） 
相手先 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 率（％） 

㈱小松製作所 1,244,071 18.1 1,543,274 17.7 299,202 124.1

コマツ物流㈱ 872,943 12.7 1,037,006 11.9 164,062 118.8

ファスナーテック貿易㈱ － － 897,111 10.3 － －

 
４． 近２事業年度の主な輸出先及び輸出販売高及び割合は次のとおりであります。 

（ ）内は総販売実績に対する輸出高の割合であります。 
前事業年度 当事業年度 増  減 

（自平成 17 年５月 １日 （自平成 18 年５月 １日  

至平成 18 年４月 30 日） 至平成19年４月30日） （△印は減） 
輸出先 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 率（％） 

北米 423,435 59.4 561,832 53.6 138,397 132.7

アジア 256,907 36.1 433,372 41.3 176,465 168.7

欧州 32,188 4.5 53,710 5.1 21,522 166.9

合計 
712,531

(10.3％)

100.0 1,048,916

(12.0％)

100.0 336,384 147.2

 

 

以上 
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