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第５ 【経理の状況】

１ 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）

に基づいて作成しております。

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

「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により、財務諸表を作成しており

ます。

(3) 当連結会計年度（平成28年８月１日から平成29年７月31日まで）は、当連結会計年度中に株式を取得したことに

よる子会社が連結対象になったこと及び子会社の重要性が高まったことに伴い、初めて連結財務諸表を作成してい

るため、比較情報を記載しておりません。

２ 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度（平成28年８月１日から平成29年７月31

日まで）の連結財務諸表及び事業年度（平成28年８月１日から平成29年７月31日まで）の財務諸表について、有限責

任監査法人トーマツによる監査を受けております。
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１ 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

① 【連結貸借対照表】

(単位：千円)

当連結会計年度
(平成29年７月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,408,327

受取手形及び売掛金 1,406,947

電子記録債権 31,011

仕掛品 724,631

原材料及び貯蔵品 329,082

繰延税金資産 40,802

未収入金 ※1 204,020

その他 52,510

流動資産合計 4,197,333

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 435,757

土地 646,125

その他（純額） 20,420

有形固定資産合計 ※2 1,102,303

無形固定資産

のれん 696,422

商標権 96,450

技術資産 627,681

その他 54,109

無形固定資産合計 1,474,664

投資その他の資産

投資有価証券 63,227

その他 47,173

投資その他の資産合計 110,401

固定資産合計 2,687,369

資産合計 6,884,702
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(単位：千円)

当連結会計年度
(平成29年７月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,080,578

電子記録債務 92,218

1年内返済予定の長期借入金 111,996

未払法人税等 79,500

前受金 419,357

役員賞与引当金 16,000

製品保証引当金 20,108

その他 494,057

流動負債合計 2,313,817

固定負債

長期借入金 746,674

繰延税金負債 323,752

役員退職慰労引当金 74,500

退職給付に係る負債 37,274

固定負債合計 1,182,200

負債合計 3,496,017

純資産の部

株主資本

資本金 251,577

資本剰余金 282,269

利益剰余金 2,858,644

自己株式 △20,134

株主資本合計 3,372,355

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 18,115

為替換算調整勘定 △1,786

その他の包括利益累計額合計 16,329

純資産合計 3,388,684

負債純資産合計 6,884,702

決算短信（宝印刷） 2017年10月20日 19時00分 39ページ（Tess 1.50(64) 20170828_01）



― 36 ―

② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

(単位：千円)
当連結会計年度

(自 平成28年８月１日
　至 平成29年７月31日)

売上高 6,651,233

売上原価 ※1 4,920,518

売上総利益 1,730,715

販売費及び一般管理費 ※2,※3 1,436,764

営業利益 293,950

営業外収益

受取利息 206

受取配当金 1,778

仕入割引 2,626

受取地代家賃 1,317

その他 3,558

営業外収益合計 9,488

営業外費用

支払利息 5,749

その他 210

営業外費用合計 5,960

経常利益 297,479

特別利益

固定資産売却益 ※4 3,785

特別利益合計 3,785

特別損失

固定資産売却損 ※5 543

固定資産除却損 ※6 0

特別損失合計 543

税金等調整前当期純利益 300,721

法人税、住民税及び事業税 110,272

法人税等調整額 1,565

法人税等合計 111,837

当期純利益 188,883

親会社株主に帰属する当期純利益 188,883
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【連結包括利益計算書】

(単位：千円)
当連結会計年度

(自 平成28年８月１日
　至 平成29年７月31日)

当期純利益 188,883

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 6,505

為替換算調整勘定 2,460

その他の包括利益合計 ※1 8,966

包括利益 197,850

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 197,850
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③ 【連結株主資本等変動計算書】

当連結会計年度(自 平成28年８月１日 至 平成29年７月31日)

(単位：千円)

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

当期首残高 251,577 282,269 2,756,823 △20,134 3,270,535

当期変動額

剰余金の配当 △83,534 △83,534

親会社株主に帰属する

当期純利益
188,883 188,883

連結範囲の変動 △3,528 △3,528

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額）

当期変動額合計 ― ― 101,820 ― 101,820

当期末残高 251,577 282,269 2,858,644 △20,134 3,372,355

その他の包括利益累計額

純資産合計その他有価証券

評価差額金

為替換算

調整勘定

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 11,609 ― 11,609 3,282,144

当期変動額

剰余金の配当 △83,534

親会社株主に帰属する

当期純利益
188,883

連結範囲の変動 △4,247 △4,247 △7,775

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額）
6,505 2,460 8,966 8,966

当期変動額合計 6,505 △1,786 4,719 106,539

当期末残高 18,115 △1,786 16,329 3,388,684
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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)
当連結会計年度

(自 平成28年８月１日
　至 平成29年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 300,721

減価償却費 120,420

のれん償却額 33,452

賞与引当金の増減額（△は減少） △19,194

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △1,500

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,700

受取利息及び受取配当金 △1,985

支払利息 5,749

売上債権の増減額（△は増加） 256,662

たな卸資産の増減額（△は増加） 269,191

未収入金の増減額（△は増加） △40,591

仕入債務の増減額（△は減少） △868,932

前受金の増減額（△は減少） △11,551

その他 △64,307

小計 △14,164

利息及び配当金の受取額 1,990

利息の支払額 △5,737

法人税等の支払額 △43,356

法人税等の還付額 7,906

営業活動によるキャッシュ・フロー △53,362

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却による収入 10,189

有形固定資産の取得による支出 △16,088

有形固定資産の売却による収入 44,342

無形固定資産の取得による支出 △15,719

定期預金の預入による支出 △301,530

定期預金の払戻による収入 401,522

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

※2 △1,504,796

その他 △60

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,382,141

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 1,100,000

短期借入金の返済による支出 △1,100,000

長期借入れによる収入 900,000

長期借入金の返済による支出 △94,330

配当金の支払額 △84,606

財務活動によるキャッシュ・フロー 721,063

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,834

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △711,607

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 40,673

現金及び現金同等物の期首残高 1,978,747

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 1,307,813
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【注記事項】

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

１．連結の範囲に関する事項

連結子会社の数

2社

主要な連結子会社の名称

オサ機械株式会社

蘇州日技通用包装机械有限公司

オサ機械株式会社の発行済株式の全株式を平成28年９月１日取得したため、連結の範囲に含めております。

蘇州日技通用包装机械有限公司は、重要性が増したため、連結の範囲に含めております。

２．連結子会社の事業年度等に関する事項

オサ機械株式会社の決算日は連結決算日と一致しております。なお、当連結会計年度においてオサ機械株式会社は、

決算日を３月31日から７月31日に変更し、連結決算日と同一となっております。当該変更が連結財務諸表に与える影

響はありません。

蘇州日技通用包装机械有限公司の決算日は12月31日であります。連結財務諸表の作成にあたっては、同社の６月30

日を仮決算日とする財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っ

ております。

３．会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動

平均法により算定)

時価のないもの

移動平均法による原価法

② たな卸資産

通常の販売目的で保有するたな卸資産

評価基準は原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

仕掛品

個別原価法

原材料

移動平均法

貯蔵品

最終仕入原価法
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(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法を採用しております。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）並びに平

成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 ８～47年

② 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用してお

ります。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

技術資産 20年

商標権 20年

自社利用のソフトウエア 社内利用可能期間（５年）

③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

　

(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の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。

なお、当連結会計年度末における計上はありません。

② 役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当連結会計年度に見合う金額を計上して

おります。

③ 製品保証引当金

製品の無償保証期間に係るアフターサービス費用の支出に備えるため、売上高に対する過去の実績率を基準と

した見積額を計上しております。

④ 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しております。

　

(4) 退職給付に係る会計処理の方法

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末退職給付債務を計上しております。なお、退職給付債務の

算定は簡便法によっており、退職給付債務の金額は期末自己都合要支給額（中小企業退職金共済制度により支給

される部分を除く）としております。

　

(5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており

ます。なお、在外子会社の資産及び負債は、在外子会社の仮決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及

び費用は期中平均相場により換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。

(6) のれんの償却方法及び償却期間

20年の定額法により償却しております。

　

(7) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか

負わない取得日から３ヵ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。
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(8) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

消費税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。

(追加情報)

(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を当連結

会計年度から適用しております。

(連結貸借対照表関係)

※１ ファクタリング方式により譲渡した売上債権の未収額

当連結会計年度
(平成29年７月31日)

未収入金 195,386千円

※２ 有形固定資産の減価償却累計額

当連結会計年度
(平成29年７月31日)

1,048,741千円

(連結損益計算書関係)

※１ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれており

ます。

当連結会計年度
(自 平成28年８月１日
至 平成29年７月31日)

10,681千円

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額、次のとおりであります。

当連結会計年度
(自 平成28年８月１日
至 平成29年７月31日)

給与及び手当 437,547千円

役員賞与引当金繰入額 16,000千円

退職給付費用 24,006千円

役員退職慰労引当金繰入額 7,700千円

製品保証引当金繰入額 18,039千円

※３ 一般管理費に含まれている研究開発費は、次のとおりであります。なお、当期製造費用に含まれている研究開発

費はありません。

当連結会計年度
(自 平成28年８月１日
至 平成29年７月31日)

一般管理費 217,360千円
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※４ 有形固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

当連結会計年度
(自 平成28年８月１日
至 平成29年７月31日)

建物及び構築物 2,869千円

その他（機械装置及び運搬具） 915千円

計 3,785千円

※５ 有形固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。

当連結会計年度
(自 平成28年８月１日
至 平成29年７月31日)

土地 515千円

その他（機械装置及び運搬具） 27千円

計 543千円

※６ 有形固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

当連結会計年度
(自 平成28年８月１日
至 平成29年７月31日)

建物及び構築物 0千円

その他(工具、器具及び備品) 0千円

計 0千円

(連結包括利益計算書関係)

※１ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

(千円)

当連結会計年度
(自 平成28年８月１日
至 平成29年７月31日)

その他有価証券評価差額金

当期発生額 9,508

組替調整額 △149

税効果調整前 9,358

税効果額 △2,853

その他有価証券評価差額金 6,505

為替換算調整勘定

当期発生額 2,460

その他の包括利益合計 8,966
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(連結株主資本等変動計算書関係)

当連結会計年度(自 平成28年８月１日 至 平成29年７月31日)

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 1,798,800 ― ― 1,798,800

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 21,469 ― ― 21,469

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
（千円）

1株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成28年10月25日
定時株主総会

普通株式 47,987 27.00 平成28年７月31日 平成28年10月26日

平成29年３月３日
取締役会

普通株式 35,546 20.00 平成29年１月31日 平成29年４月５日

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

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

1株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成29年10月25日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 35,546 20.00 平成29年７月31日 平成29年10月26日
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりでありま

す。

当連結会計年度
(自 平成28年８月１日
至 平成29年７月31日)

現金及び預金 1,408,327千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △100,514千円

現金及び現金同等物 1,307,813千円

※２ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳

株式の取得により新たにオサ機械株式会社を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びにオサ機

械株式会社の株式の取得価額とオサ機械株式会社取得のための支出(純額)との関係は次のとおりです。

　
流動資産 1,273,961千円

固定資産 1,219,446千円

のれん 729,875千円

流動負債 △637,283千円

固定負債 △398,599千円

株式の取得価額 2,200,000千円

現金及び現金同等物 △695,203千円

差引：取得のための支出 1,504,796千円

(リース取引関係)

該当事項はありません。

(金融商品関係)

１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、必要な資金につきましては金融機関からの借入による調達を行っております。一時的な余資に

つきましては、主に流動性・安全性の高い金融資産で運用を行っております。

なお、デリバティブ取引は、行っておりません。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。また、ファクタ

リング方式により譲渡した売上債権等である未収入金は、ファクタリング会社等の信用リスクに晒されておりま

す。当該リスクに関しては、当社グループの販売管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとと

もに、受注が予想されるごとに取引先の信用状況を把握する体制となっております。

投資有価証券である株式は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されてお

りますが、上場株式につきましては四半期ごとに時価の把握を行っております。

営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、すべて１年以内の支払期日であります。未払法人税等は、

１年以内に納付期日が到来します。

長期借入金（1年内返済予定を含む）は、主に子会社買収に係る資金調達であり、固定金利で調達しております。

なお、流動性リスクについては、定期的に資金繰り計画を策定し、リスクの継続的な把握と管理を実施しており

ます。

(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれ

ております。
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２．金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが

極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注２)を参照ください。)。

当連結会計年度(平成29年７月31日)

連結貸借対照表計上額
(千円)

時価
(千円)

差額
(千円)

(1) 現金及び預金 1,408,327 1,408,327 ―

(2) 受取手形及び売掛金 1,406,947 1,406,947 ―

(3) 電子記録債権 31,011 31,011 ―

(4) 未収入金 204,020 204,020 ―

(5) 投資有価証券 57,727 57,727 ―

資産計 3,108,034 3,108,034 ―

(1) 支払手形及び買掛金 1,080,578 1,080,578 ―

(2) 電子記録債務 92,218 92,218 ―

(3) 未払法人税等 79,500 79,500 ―

(4) 長期借入金
（１年内返済予定を含む）

858,670 852,001 △6,668

負債計 2,110,967 2,104,298 △6,668

(注１) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資 産

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金、(3) 電子記録債権、(4) 未収入金

これらはすべて短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ

ております。

　

(5) 投資有価証券

上場会社の株式であり、時価は取引所の価格によっております。

また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。

　

負 債

(1) 支払手形及び買掛金、(2) 電子記録債務、(3) 未払法人税等

これらはすべて短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ

ております。

　

(4) 長期借入金（１年内返済予定を含む）

長期借入金の時価については、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割引

いた現在価値により算定しております。

　

(注２) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額
(単位：千円)

区分 平成29年７月31日

非上場株式 5,500

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(5) 投資有

価証券」には含めておりません。
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(注３) 金銭債権の連結決算日後の償還予定額

当連結会計年度(平成29年７月31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)

現金及び預金 1,405,703 ― ― ―

受取手形及び売掛金 1,406,947 ― ― ―

電子記録債権 31,011 ― ― ―

未収入金 204,020 ― ― ―

合計 3,047,683 ― ― ―

　

(注４) 長期借入金の連結決算日後の返済予定額

当連結会計年度(平成29年７月31日)

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)

５年超
(千円)

長期借入金 111,996 111,996 111,996 105,996 83,306 333,380

　

(有価証券関係)

１．その他有価証券

当連結会計年度(平成29年７月31日)

区分
連結貸借対照表計上額

(千円)
取得原価
(千円)

差額
(千円)

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

株式 57,727 31,342 26,385

その他 ― ― ―

小計 57,727 31,342 26,385

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

株式 ― ― ―

その他 ― ― ―

小計 ― ― ―

合計 57,727 31,342 26,385

(注) 非上場株式（連結貸借対照表計上額5,500千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困

難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

２．連結会計年度中に売却したその他有価証券

当連結会計年度(自 平成28年８月１日 至 平成29年７月31日)

区分
売却額
(千円)

売却益の合計額
(千円)

売却損の合計額
(千円)

その他 10,189 149 ―
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３．減損処理を行った有価証券

該当事項はありません。

なお、減損の判定にあたっては、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

行い、30～50％程度下落した場合には、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行ってお

ります。

(デリバティブ取引関係)

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、退職一時金制度を設けており、給付額の一部に中小企業退職金共済制度から

の給付額を充当しております。国内連結子会社は、確定拠出型の制度として、中小企業退職金共済制度に加入して

おります。なお、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があります。

上記に加え、当社は複数事業主による総合設立型の全国印刷製本包装機械企業年金基金に加入しております。当

該年金基金制度は、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ができないため、確定拠出制度と

同様に会計処理をしております。

なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しておりま

す。

２．複数事業主制度

確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度の企業年金基金制度への要拠出額は、16,606千円でありま

す。

(1) 複数事業主制度の直近の積立状況

当連結会計年度
平成29年３月31日現在

年金資産の額 8,661百万円

年金財政計算上の数理債務の額 10,458百万円

差引額 △1,797百万円

(2) 制度全体に占める当社の掛金拠出割合

当連結会計年度 1.72％ (自 平成28年８月１日 至 平成29年７月31日)

(3) 補足説明

上記(1)の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高5,870百万円及び剰余金4,072百万円であ

ります。本制度における過去勤務債務の償却方法は、期間13年９か月の元利均等償却であり、当社は当連結会

計年度の連結財務諸表上、当該償却に充てられる特別掛金8,461千円を費用処理しております。

なお、上記(2)の割合は当社の実際の負担割合とは一致しません。

また、平成28年５月１日に代行部分の過去分返上の認可を受けており、国に返還額（最低責任準備金）の納

付を概ね完了しております。
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３．簡便法を適用した確定給付制度

(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

当連結会計年度
(自 平成28年８月１日
至 平成29年７月31日)

退職給付に係る負債の期首残高 36,260 千円

退職給付費用 10,494 千円

退職給付の支払額 △9,480 千円

退職給付に係る負債の期末残高 37,274 千円

(注) 「退職給付費用」については、中小企業退職金共済制度への拠出額19,599千円を控除して表示してお

ります。

(2) 退職給付債務の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債の調整表

当連結会計年度
（平成29年７月31日）

非積立型制度の退職給付債務 37,274 千円

連結貸借対照表に計上された

負債と資産の純額
37,274 千円

退職給付に係る負債 37,274 千円

連結貸借対照表に計上された

負債と資産の純額
37,274 千円

(注) 「非積立型制度の退職給付債務」については、退職給付に係る期末自己都合要支給額288,069千円から

中小企業退職金共済制度からの給付見込額250,794千円を控除して表示しております。

(3) 退職給付費用

当連結会計年度
(自 平成28年８月１日
至 平成29年７月31日)

簡便法で計算した退職給付費用 10,494 千円

４．確定拠出制度

国内連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、3,621千円であります。

(ストック・オプション等関係)

該当事項はありません。
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(税効果会計関係)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

当連結会計年度
(平成29年７月31日)

繰延税金資産

　役員退職慰労引当金 22,402千円

　退職給付に係る負債 11,209

　製品保証引当金 6,176

　たな卸資産 15,202

未実現利益 4,144

　減価償却超過額 1,209

　未払事業税 5,663

　その他 11,487

繰延税金資産合計 77,494

繰延税金負債

　その他有価証券評価差額金 △7,990

　資本連結に伴う評価差額 △77,050

企業結合により識別された無形資産 △246,574

　その他 △7

繰延税金負債合計 △331,622

繰延税金資産純額
（△は繰延税金負債純額）

△254,127

(注) 当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

当連結会計年度
(平成29年７月31日)

流動資産－繰延税金資産 40,802千円

固定資産－繰延税金資産 28,821

固定負債－繰延税金負債 △323,752

　

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

当連結会計年度
(平成29年７月31日)

法定実効税率 30.29％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 2.24

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.04

住民税均等割等 0.33

役員賞与引当金 1.61

のれん償却額 3.37

子会社株式取得関連費用 7.65

試験研究費税額控除 △5.47

所得拡大促進税制税額控除 △3.33

その他 0.54

税効果会計適用後の法人税等の負担率 37.19
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(企業結合等関係)

取得による企業結合

(1) 企業結合の概要

① 被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称 オサ機械株式会社

事業内容 食品製菓機械製造業

② 企業結合を行った理由

当社とオサ機械株式会社の事業領域は密接に関連しており、両社の保有する技術力・ネットワークを融合し最

大限に活用することで、今後のさらなるソリューションビジネスの拡大や海外事業の強化につながるなど、高い

シナジー効果が期待できることから、当社グループの持続的な成長や企業価値向上に資すると判断したためであ

ります。

③ 企業結合日

平成28年９月１日

④ 企業結合の法的形式

現金を対価とする株式取得

⑤ 結合後企業の名称

名称の変更はありません。

⑥ 取得した議決権比率

100％

⑦ 取得企業を決定するに至った主な根拠

当社が現金を対価として全株式を取得したためであります。

　

(2) 連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

平成28年９月１日から平成29年７月31日まで

(3) 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

取得の対価 現金 2,200,000千円

取得原価 2,200,000千円

(4) 主要な取得関連費用の内容及び金額

アドバイザリー費用等 88,448千円

(5) 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

①発生したのれんの金額

729,875千円

②発生原因

今後の事業展開により期待される超過収益力であります。

③償却方法及び償却期間

20年間にわたる均等償却

　

(6) のれん以外の無形固定資産に配分された金額及びその主要な種類別の内訳並びに主要な種類別の償却期間

種類 金額 償却期間

商標権 101,084千円 20年

技術資産 657,832千円 20年

顧客関連資産 27,546千円 0.5年

合計 786,462千円
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(7) 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産 1,273,961千円

固定資産 1,219,446千円

資産合計 2,493,408千円

流動負債 637,283千円

固定負債 385,999千円

負債合計 1,023,283千円

(8) 企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響

の概算額及びその算定方法

　当該影響の概算額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。

(資産除去債務関係)

該当事項はありません。

(賃貸等不動産関係)

重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締

役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループは、包装機械、生産機械の２つの事業単位で組織が構成されており、各事業単位で日本及び海外の

包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。

したがって、当社グループは「包装機械」「生産機械」の２つを報告セグメントとしております。

「包装機械」は、自動包装機械の設計・製造・販売及び保守サービスを行っております。「生産機械」は食品製

菓製造機械の設計・製造・販売及び保守サービスを行っております。

なお当社グループは、オサ機械株式会社を連結子会社化したことに伴い事業セグメント区分の見直しを行った結

果、当連結会計年度より報告セグメントを、従来の単一セグメントから「包装機械」と「生産機械」に区分する変

更を行っております。

　

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表作成において採用している会計処理の方法と

概ね同一であります。

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。

　

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報

当連結会計年度(自 平成28年８月１日 至 平成29年７月31日)

(単位：千円)

報告セグメント
調整額
(注)１

連結財務諸表
計上額
(注)２包装機械 生産機械 合計

売上高

外部顧客への売上高 5,724,060 927,173 6,651,233 ― 6,651,233

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 5,724,060 927,173 6,651,233 ― 6,651,233

セグメント利益または損失(△) 370,005 △106 369,898 △75,948 293,950

セグメント資産 4,073,218 2,811,484 6,884,702 ― 6,884,702

その他の項目

減価償却費 53,941 66,479 120,420 ― 120,420

のれん償却額 ― 33,452 33,452 ― 33,452

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

30,279 1,936,565 1,966,844 ― 1,966,844

(注) １ セグメント利益の調整額△75,948千円は、企業結合に係る取得関連費用であります。

２ セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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【関連情報】

当連結会計年度(自 平成28年８月１日 至 平成29年７月31日)

１ 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

２ 地域ごとの情報

(1) 売上高

(単位：千円)

日本 アジア 北米 欧州 その他 合計

5,645,236 567,342 178,261 167,707 92,686 6,651,233

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

(2) 有形固定資産

本邦に所在する有形固定資産が連結貸借対照表の有形固定資産の90％を超えるため、記載を省略しています。

３ 主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

株式会社イシダ 1,208,580 包装機械

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

該当事項はありません。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

(単位：千円)

報告セグメント

調整額
連結財務諸表

計上額
包装機械 生産機械 合計

当期償却額 ― 33,452 33,452 ― 33,452

当期末残高 ― 696,422 696,422 ― 696,422

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。

【関連当事者情報】

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

当連結会計年度
(自 平成28年８月１日
至 平成29年７月31日)

１株当たり純資産額 1,960.61円

１株当たり当期純利益金額 106.27円

(注) １ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２ 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。

当連結会計年度
(自 平成28年８月１日
至 平成29年７月31日)

１株当たり当期純利益金額

　親会社株主に帰属する当期純利益(千円) 188,883

　普通株主に帰属しない金額(千円) ―

　普通株式に係る親会社株主に帰属する
当期純利益(千円)

188,883

　普通株式の期中平均株式数(株) 1,777,331

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

　

区分
当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金 ― ― ― ―

一年以内に返済予定の長期借入金 ― 111,996 0.39 ―

一年以内に返済予定のリース債務 ― ― ― ―

長期借入金（一年以内に返済予定の
ものを除く）

― 746,674 0.37
平成30年８月31日～
平成38年７月31日

リース債務（一年以内に返済予定の
ものを除く）

― ― ― ―

その他有利子負債
社内預金

245,103 276,419 1.00 ―

合計 245,103 1,135,089 ― ―

(注) １ 長期借入金の「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２ 社内預金の「平均利率」は、社内預金管理規定により適用される利率を記載しております。

３ その他有利子負債「社内預金」は、連結貸借対照表上、流動負債の部の「その他」に含めて表示しておりま

す。

４ 長期借入金の連結決算日後５年以内における１年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。なお、社内

預金は返済期限が定められていないため、返済予定額は記載しておりません。

区分
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 111,996 111,996 105,996 83,306

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。
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(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

(累計期間) 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当連結会計年度

売上高 (千円) 1,701,954 3,762,384 5,208,661 6,651,233

税金等調整前
四半期(当期)純利益

(千円) 34,568 203,357 246,480 300,721

親会社株主に帰属する四
半期(当期)純利益
又は親会社株主に帰属す
る四半期純損失(△)

(千円) △5,279 118,640 149,911 188,883

１株当たり四半期(当期)
純利益金額
又は１株当たり四半期純
損失金額(△)

(円) △2.97 66.75 84.35 106.27

　

(会計期間) 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１株当たり四半期純利益
金額又は１株当たり四半
期純損失金額(△)

(円) △2.97 69.72 17.59 21.93

(注) 平成28年９月１日に行われたオサ機械株式会社との企業結合について、第１四半期連結会計期間において暫定

的な会計処理を行っておりましたが、第２四半期連結会計期間において確定しており、第１四半期の関連する

数値について暫定的な会計処理の確定の内容を反映させております。
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２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

①【貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成28年７月31日)

当事業年度
(平成29年７月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,179,254 647,495

受取手形 390,564 394,066

電子記録債権 25,786 30,449

売掛金 ※1 1,143,327 ※1 996,730

仕掛品 604,773 463,753

原材料及び貯蔵品 324,185 323,105

前渡金 － 11,990

前払費用 15,190 27,282

繰延税金資産 41,992 32,462

未収入金 ※2 145,529 ※1,※2 204,860

その他 6,154 1,561

流動資産合計 4,876,756 3,133,758

固定資産

有形固定資産

建物 426,303 402,585

構築物 10,626 10,556

機械及び装置 3,149 2,424

車両運搬具 1,632 816

工具、器具及び備品 18,868 13,207

土地 298,125 298,125

有形固定資産合計 758,705 727,715

無形固定資産

ソフトウエア 41,751 50,633

その他 3,995 1,565

無形固定資産合計 45,747 52,198

投資その他の資産

投資有価証券 44,103 52,474

関係会社株式 － 2,275,948

出資金 10 10

関係会社出資金 50,000 50,000

繰延税金資産 30,810 28,821

その他 18,341 16,902

投資その他の資産合計 143,265 2,424,157

固定資産合計 947,718 3,204,071

資産合計 5,824,475 6,337,829
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(単位：千円)

前事業年度
(平成28年７月31日)

当事業年度
(平成29年７月31日)

負債の部

流動負債

支払手形 77,867 40,095

電子記録債務 99,840 92,218

買掛金 ※1 1,509,173 902,547

1年内返済予定の長期借入金 － 99,996

未払金 84,257 ※1 88,503

未払費用 110,040 70,813

未払法人税等 6,025 79,436

未払消費税等 11,681 －

前受金 205,569 286,101

預り金 41,586 36,650

従業員預り金 245,103 276,419

役員賞与引当金 17,500 16,000

製品保証引当金 14,044 17,944

受注損失引当金 9,698 －

その他 6,882 7,717

流動負債合計 2,439,270 2,014,445

固定負債

長期借入金 － 716,674

役員退職慰労引当金 66,800 74,500

退職給付引当金 36,260 37,274

固定負債合計 103,060 828,448

負債合計 2,542,330 2,842,893

純資産の部

株主資本

資本金 251,577 251,577

資本剰余金

資本準備金 282,269 282,269

資本剰余金合計 282,269 282,269

利益剰余金

利益準備金 11,000 11,000

その他利益剰余金

別途積立金 2,000,000 2,000,000

繰越利益剰余金 745,823 952,761

利益剰余金合計 2,756,823 2,963,761

自己株式 △20,134 △20,134

株主資本合計 3,270,535 3,477,472

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 11,609 17,463

評価・換算差額等合計 11,609 17,463

純資産合計 3,282,144 3,494,936

負債純資産合計 5,824,475 6,337,829
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②【損益計算書】

(単位：千円)
前事業年度

(自 平成27年８月１日
　至 平成28年７月31日)

当事業年度
(自 平成28年８月１日

　至 平成29年７月31日)

売上高 ※1 5,044,673 ※1 5,799,239

売上原価 ※1 3,589,374 ※1 4,270,775

売上総利益 1,455,298 1,528,464

販売費及び一般管理費 ※2 1,123,416 ※1,※2 1,134,570

営業利益 331,882 393,894

営業外収益

受取利息 562 54

受取配当金 1,473 1,563

仕入割引 1,001 2,626

その他 3,263 ※1 3,627

営業外収益合計 6,300 7,871

営業外費用

支払利息 2,460 5,425

為替差損 2,520 -

その他 770 193

営業外費用合計 5,751 5,619

経常利益 332,432 396,146

特別損失

固定資産除却損 0 0

特別損失合計 0 0

税引前当期純利益 332,432 396,146

法人税、住民税及び事業税 55,556 96,674

法人税等調整額 44,705 9,000

法人税等合計 100,261 105,674

当期純利益 232,170 290,471
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 平成27年８月１日 至 平成28年７月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計別途積立金
繰越利益

剰余金

当期首残高 251,577 282,269 282,269 11,000 2,000,000 589,193 2,600,193

当期変動額

剰余金の配当 △75,539 △75,539

当期純利益 232,170 232,170

自己株式の取得

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 ― ― ― ― ― 156,630 156,630

当期末残高 251,577 282,269 282,269 11,000 2,000,000 745,823 2,756,823

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他

有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △20,054 3,113,984 19,824 19,824 3,133,808

当期変動額

剰余金の配当 △75,539 △75,539

当期純利益 232,170 232,170

自己株式の取得 △80 △80 △80

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△8,214 △8,214 △8,214

当期変動額合計 △80 156,550 △8,214 △8,214 148,336

当期末残高 △20,134 3,270,535 11,609 11,609 3,282,144
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当事業年度(自 平成28年８月１日 至 平成29年７月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計別途積立金
繰越利益

剰余金

当期首残高 251,577 282,269 282,269 11,000 2,000,000 745,823 2,756,823

当期変動額

剰余金の配当 △83,534 △83,534

当期純利益 290,471 290,471

自己株式の取得

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 ― ― ― ― ― 206,937 206,937

当期末残高 251,577 282,269 282,269 11,000 2,000,000 952,761 2,963,761

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他

有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △20,134 3,270,535 11,609 11,609 3,282,144

当期変動額

剰余金の配当 △83,534 △83,534

当期純利益 290,471 290,471

自己株式の取得 ― ―

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

5,854 5,854 5,854

当期変動額合計 ― 206,937 5,854 5,854 212,791

当期末残高 △20,134 3,477,472 17,463 17,463 3,494,936
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【注記事項】

(重要な会計方針)

１. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 子会社株式

移動平均法による原価法

② その他有価証券

時価のあるもの

決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法

により算定)

時価のないもの

移動平均法による原価法

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

通常の販売目的で保有するたな卸資産

原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

① 仕掛品

個別原価法

② 原材料

移動平均法

③ 貯蔵品

最終仕入原価法

２. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。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）並びに平成

28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 ８～47年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しており

ます。

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零として算定する定額法を採用しております。

３. 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、貸倒懸念債権等の特定の債権に

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。

なお、当事業年度末における計上はありません。

(2) 役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う金額を計上しておりま

す。

(3) 製品保証引当金

製品の無償保証期間に係るアフターサービス費用の支出に備えるため、売上高に対する過去の実績率を基準とし

た見積額を計上しております。
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(4) 受注損失引当金

受注契約に係る将来の損失に備えるため、事業年度末における受注契約に係る損失見込額を計上しております。

なお、当事業年度末における計上はありません。

(5) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく事業年度末要支給額を計上しております。

(6) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、事業年度末退職給付債務を計上しております。なお、退職給付債務の算定は簡

便法によっており、退職給付債務の金額は事業年度末自己都合要支給額（中小企業退職金共済制度により支給され

る部分を除く）としております。

４．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

(2) 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。

(表示方法の変更)

貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、有形固定資産等明細表、引当金明細表については、財務諸表

等規則第127条第１項に定める様式に基づいて作成しております。

また、財務諸表等規則第127条第２項に掲げる各号の注記については、各号の会社計算規則に掲げる事項の注記に

変更しております。

以下の事項について、記載を省略しております。

・財務諸表等規則第26条に定める減価償却累計額の注記については、同条第２項により、記載を省略しておりま

す。

・財務諸表等規則第68条の４に定める１株当たり純資産額の注記については、同条第３項により、記載を省略し

ております。

・財務諸表等規則第75条第２項に定める製造原価明細書については、同条第２項ただし書きにより、記載を省略

しております。

・財務諸表等規則第80条に定めるたな卸資産の帳簿価額の切り下げに関する注記については、同条第３項により、

記載を省略しております。

・財務諸表等規則第86条に定める研究開発費の注記については、同条第２項により、記載を省略しております。

・財務諸表等規則第95条の５の２に定める１株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第３項によ

り、記載を省略しております。

・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第２項により、記載を省略しておりま

す。

(追加情報)

(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を当事

業年度から適用しております。
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(貸借対照表関係)

※１ 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）

前事業年度
(平成28年７月31日)

当事業年度
(平成29年７月31日)

短期金銭債権 910千円 82,123千円

短期金銭債務 554千円 929千円

※２ ファクタリング方式により譲渡した売上債権の未収額

前事業年度
(平成28年７月31日)

当事業年度
(平成29年７月31日)

未収入金 137,374千円 195,386千円

(損益計算書関係)

※１ 関係会社との取引高

　
前事業年度

(自 平成27年８月１日
至 平成28年７月31日)

当事業年度
(自 平成28年８月１日
至 平成29年７月31日)

営業取引による取引高

売上高 910千円 81,589千円

仕入高 54,609千円 34,115千円

営業取引以外の取引による取引高 －千円 30,646千円

※２ 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度47％、当事業年度50％、一般管理費に属する費用のおおよそ

の割合は前事業年度53％、当事業年度50％であります。

販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

前事業年度
(自 平成27年８月１日
至 平成28年７月31日)

当事業年度
(自 平成28年８月１日
至 平成29年７月31日)

給料及び手当 392,088千円 396,220千円

役員賞与引当金繰入額 17,500千円 16,000千円

退職給付費用 18,026千円 22,972千円

役員退職慰労引当金繰入額 12,250千円 7,700千円

旅費及び交通費 106,264千円 120,468千円

減価償却費 25,490千円 23,651千円

製品保証引当金繰入額 14,044千円 17,944千円

(有価証券関係)

子会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式の時価を記載し

ておりません。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。

(単位：千円)

区分
前事業年度

（平成28年７月31日）
当事業年度

（平成29年７月31日）

子会社株式 ― 2,275,948
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(税効果会計関係)

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

前事業年度

(平成28年７月31日)

当事業年度

(平成29年７月31日)

(繰延税金資産)

役員退職慰労引当金 20,086千円 22,402千円

退職給付引当金 10,906 11,209

製品保証引当金 4,254 5,435

受注損失引当金 2,937 ―

たな卸資産 13,808 14,219

減価償却超過額 2,226 1,209

未払事業税 1,257 5,663

研究開発費 8,505 ―

その他 14,281 8,663

繰延税金資産合計 78,263 68,801

(繰延税金負債)

未収事業税 △468 △7

その他有価証券評価差額金 △4,992 △7,509

繰延税金負債合計 △5,460 △7,517

繰延税金資産純額 72,802 61,284

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

前事業年度

(平成28年７月31日)

当事業年度

(平成29年７月31日)

法定実効税率 32.43％ 30.29％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.45 1.70

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.03 △0.02

住民税均等割等 0.25 0.21

税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 1.07 ―

役員賞与引当金 1.71 1.22

試験研究費税額控除 △5.50 △4.16

所得拡大促進税制税額控除 ― △2.30

その他 △0.22 △0.26

税効果会計適用後の法人税等の負担率 30.16 26.68

(企業結合等関係)

取得による企業結合

連結財務諸表の「注記事項（企業結合等関係）」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：千円）

区分 資産の種類 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期償却額 当期末残高
減価償却
累計額

有形固定資産

建物 426,303 1,457 ― 25,174 402,585 729,079

構築物 10,626 1,000 ― 1,070 10,556 24,962

機械及び装置 3,149 ― ― 725 2,424 43,516

車両運搬具 1,632 ― ― 816 816 1,929

工具、器具及び
備品

18,868 6,434 0 12,095 13,207 86,317

土地 298,125 ― ― ― 298,125 ―

計 758,705 8,892 0 39,882 727,715 885,804

無形固定資産

ソフトウエア 41,751 22,526 ― 13,643 50,633 ―

その他 3,995 ― 2,416 14 1,565 ―

計 45,747 22,526 2,416 13,658 52,198 ―

【引当金明細表】

（単位：千円）

区分 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

役員賞与引当金 17,500 16,000 17,500 16,000

製品保証引当金 14,044 17,944 14,044 17,944

受注損失引当金 9,698 ― 9,698 ―

役員退職慰労引当金 66,800 7,700 ― 74,500

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。
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