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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

(1）連結経営指標等 

 （注）１．売上高は、消費税等抜きで表示しております。 

２．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。 

回次 第80期 第81期 第82期 第83期 第84期 

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 

売上高（百万円） 72,992 76,910 76,689 75,750 85,777 

経常利益（百万円） 1,868 3,129 3,236 3,714 4,380 

当期純利益 

（百万円） 
390 1,557 1,580 1,491 2,228 

純資産額（百万円） 15,434 16,326 17,841 19,289 23,242 

総資産額（百万円） 80,449 80,099 76,252 73,653 78,632 

１株当たり純資産額 

（円） 
453.33 479.42 522.97 564.77 680.92 

１株当たり当期純利益金

額（円） 
11.46 45.21 44.71 40.93 62.07 

潜在株式調整後１株 

当たり当期純利益金額

（円） 

－ － － － － 

自己資本比率（％） 19.18 20.38 23.40 26.19 29.56 

自己資本利益率（％） 2.58 9.81 9.25 8.03 10.48 

株価収益率（倍） 10.12 4.07 6.15 9.43 11.70 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 

（百万円） 

3,695 6,308 5,559 4,513 4,862 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 

（百万円） 

△1,802 △2,704 △936 △2,704 △3,529 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 

（百万円） 

△3,149 △3,738 △5,538 △4,085 △2,944 

現金及び現金同等物の期

末残高 

（百万円） 

7,053 6,772 5,741 3,555 2,390 

従業員数 

（外、平均臨時雇用者

数）（人） 

3,479 

(980) 

3,486 

(1,429) 

4,168 

(1,475) 

4,388 

(1,861) 

5,031 

(1,935) 



(2）提出会社の経営指標等 

 （注）１．売上高は、消費税等抜きで表示しております。 

２．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。 

３．第82期の１株当たり配当額には、創立80周年記念配当５円を含んでおります。 

回次 第80期 第81期 第82期 第83期 第84期 

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 

売上高（百万円） 47,285 55,733 62,675 65,471 73,153 

経常利益（百万円） 625 1,648 1,593 2,107 2,388 

当期純利益（百万円） 193 1,029 1,102 1,153 1,316 

資本金（百万円） 2,215 2,215 2,215 2,215 2,215 

発行済株式総数（株） 34,049,423 34,049,423 34,049,423 34,049,423 34,049,423 

純資産額（百万円） 9,963 12,981 16,052 17,308 19,275 

総資産額（百万円） 48,097 59,080 66,552 63,407 64,354 

１株当たり純資産額 

（円） 
292.65 381.65 470.37 506.46 564.10 

１株当たり配当額 

(うち１株当たり中間配

当額)（円） 

－ 

(－) 

5.00 

(－) 

10.00 

(－) 

10.00 

(－) 

11.00 

(－)  

１株当たり当期純利益

金額（△）（円） 
5.69 30.24 30.67 31.00 35.23 

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額 

（円） 

－ － － － － 

自己資本比率（％） 20.72 21.97 24.12 27.30 29.95 

自己資本利益率（％） 1.95 8.97 7.60 6.91 7.20 

株価収益率（倍） 20.39 6.08 8.97 12.45 20.61 

配当性向（％） － 16.5 32.6 32.3 31.2 

従業員数 

（外、平均臨時雇用者

数）（人） 

1,076 

(212) 

1,629 

(748) 

1,716 

(691) 

1,695 

(797) 

1,745 

(856) 



２【沿革】 

大正12年10月 合資会社三國商店を創立、自動車・自転車及びその部品を輸入 

昭和８年12月 株式会社三國商店を設立、合資会社の業務一切を継承 

昭和11年12月 蒲田工場が生産を開始 

昭和14年７月 三國商工株式会社と商号変更 

昭和19年７月 小田原工場が生産を開始 

昭和23年10月 企業再建整備法により、第二三國商工株式会社（蒲田工場及び貿易部門）と株式会社三國製作所

（小田原工場）の２社に分割して発足 

昭和24年２月 小型自動車用気化器並びにメカニカルポンプの生産を再開 

昭和25年４月 第二三國商工株式会社を三國商工株式会社と商号変更 

昭和30年４月 株式会社三國製作所を吸収合併 

昭和35年10月 フランス ソレックス社と技術提携し、ソレックス型気化器の生産を開始 

昭和36年７月 三國工業株式会社と商号変更、貿易業務を新設立の三國商工株式会社に譲渡 

昭和36年９月 東京証券市場に於て店頭取引開始 

昭和36年10月 東京証券取引所の市場第二部に上場 

昭和46年９月 イタリア シット社と技術提携し、立ち消え安全装置の生産を開始 

昭和47年７月 東北三國工業株式会社（株式会社ミクニ アデック）を設立 

昭和48年６月 ミクニ アメリカン コーポレーション（現・連結子会社）に資本参加 

昭和53年５月 菊川工場が生産を開始 

昭和54年８月 ミクニ タイワン コーポレーション（現・連結子会社）を設立 

昭和55年３月 蒲田工場を売却 

昭和55年４月 矢板工場が生産を開始 

 三國物流サービス株式会社を設立 

昭和63年５月 ミクニ パーテック株式会社（現・連結子会社）を設立 

平成２年９月 ミクニ ヨーロッパ ゲーエムベーハー（現・連結子会社）を設立 

平成３年４月 三國工業株式会社を株式会社ミクニと商号変更 

平成３年４月 三國工業株式会社を株式会社ミクニと商号変更 

平成３年５月 ミクニ（タイランド）カンパニーリミテッド（現・連結子会社）を設立 

平成３年10月 矢板工場における新製品の開発・暖房器類の生産を株式会社ミクニ アデックへ移管 

平成４年11月 相良工場が生産を開始 

平成６年11月 上海三国精密機械有限公司（現・連結子会社）を設立 

平成６年11月 成都三国紅光機械電子有限公司（現・連結子会社）を設立 

平成７年５月 寧波三国機械電子有限公司（現・連結子会社）を設立 

平成７年12月 天津三国有限公司（現・連結子会社）を設立 

平成14年10月 株式会社ミクニ アデック（連結子会社）を吸収合併 

平成15年７月 浙江三国精密機電有限公司（現・連結子会社）を設立 

平成15年10月 三國商工株式会社（連結子会社）を吸収合併 

平成16年10月 三國通商株式会社（持分法適用子会社）を吸収合併 



３【事業の内容】 

 当グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（㈱ミクニ）、子会社17社及び関連会社６社により構成されてお

ります。事業は、燃料噴射関連品、気化器類、暖房器類、ポンプ類、ガス制御機器類等の製造・販売、航空機部品の

輸入販売、不動産賃貸業等のサービス業務を営んでおります。 

 当社及び当社の関係会社の当該事業にかかる位置付け及び事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおりであり

ます。 

 なお、次の３部門は「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 (1）連結財務諸表 注記事項」に掲げる事業の種

類別セグメント情報の区分と同一であります。 

事業区分 売上区分 主要事業 主要な会社 

自動車関連品事業 

燃料噴射関連品 

自動車用、オートバイ用、レジ

ャービークル用インジェクショ

ン関連品の製造・販売。 

当社 

ミクニ アメリカン コーポレーシ

ョン 

ミクニ パーテック㈱ 

ミクニ タイワン コーポレーショ

ン 

上海三国精密機械有限公司 

成都三国紅光機械電子有限公司 

天津三国有限公司 

ミクニ（タイランド）カンパニーリ

ミテッド 

ユーキャル フュエル システムズ

リミテッド 

ミクニ ヨーロッパ ゲーエムベー

ハー 

気化器類 

自動車用、オートバイ用、汎用

気化器及び部品、ダイカスト製

品の製造・販売・輸出。 

補器類 
可変バルブタイミング、バキュ

ームポンプの製造・販売。 

ポンプ類 
自動車用、オイルポンプ・燃料

ポンプ等の製造・販売・輸出。 

生活・環境関連品事業 

ガス制御機器類 

ガス用立ち消え安全装置、電磁

弁、ガス用比例制御弁の製造・

販売・輸出。 当社 

寧波三国機械電子有限公司 

浙江三国精密機電有限公司 

上海三国精密機械有限公司 

ミクニ・アール・ケイ精密㈱ 

ミクニ アメリカン コーポレーシ

ョン 

ミクニ ヨーロッパ ゲーエムベー

ハー 

暖房器類 

バス用ヒーター、建設機械用ヒ

ーター、小型温気ヒーター、加

湿器等の製造・販売・輸出。 

福祉介護機器類 医療・福祉機器の製造・販売。 

健康・美容機器類 
噴霧機器、酸化イオン水生成器

の製造・販売・輸出。 

その他 

粒子状物質減少装置、基板類の

製造・販売・輸出及びチャイル

ドシート等の販売。 

輸入品販売等事業 

航空機部品類 
航空宇宙用機器・部品・附属品

の輸入・販売。 

当社 

ミクニ アメリカン コーポレーシ

ョン 

ミクニ（タイランド）カンパニーリ

ミテッド 

コービン プロパティーズ アイエ

ヌシー 

芝刈り機類 
芝刈り機、芝管理機械及びゴル

フ場整備機械の販売。 

その他 不動産管理等 



 当グループ（当社及び当社の主要な関係会社）の状況について事業系統図で示すと次のとおりであります。 



４【関係会社の状況】 

 （注）１．主要な事業の内容には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

２．ミクニ アメリカン コーポレーション、ミクニ パーテック株式会社、ミクニ タイワン コーポレーシ

ョン、ミクニ（タイランド）カンパニーリミテッド、上海三国精密機械有限公司、成都三国紅光機械電子有

限公司、天津三国有限公司、寧波三国機械電子有限公司、浙江三国精密機電有限公司の９社は、特定子会社

に該当します。 

３．上記子会社のうちには有価証券届出書又は、有価証券報告書を提出している会社はありません。 

４．連結子会社は、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合がそれぞれ100

分の10以下であるため主要な損益情報等の記載を省略しております。 

名称及び住所 資本金 主要な事業の内容 

議決権の所

有割合 

（％） 

関係内容 

役員の兼任 

資金

援助 

営業上の取引 

（業務提携） 

設備の

賃貸借
その他当社 

役員 

（人） 

当社従

業員 

（人） 

連結子会社          

ミクニ アメリカン コーポレーション 

（アメリカ合衆国カリフォルニア州） 

3,500,000 

ＵＳ＄ 

自動車関連品事業 

輸入品販売等事業 
99.0 ４ ２ なし 

米国において当社に航空機部品の納

入と、当社製品の販売及び製品のア

フターサービス。 

（  －  ） 

なし なし 

ミクニ パーテック株式会社 

（静岡県牧之原市） 

480 

百万円 
自動車関連品事業 100.0 １ ５ なし 

自動車部品の製造を行い当社に納

入。 

（  －  ） 

あり 
債務 

保証 

ミクニ タイワン コーポレーション 

（中華民國台北縣） 

34,200 

千元 
自動車関連品事業 94.7 １ ３ なし 

台湾において当社製品の販売。 

（  －  ） 
なし なし 

ミクニ（タイランド）カンパニーリミテ

ッド 

（タイ国アユタヤ） 

420,000 

千バーツ 
自動車関連品事業 60.1 ２ ４ なし 

タイにおいて気化器（二輪・汎

用）、オイルポンプ及び四輪部品の

生産を行い当社に納入。 

（  －  ） 

なし なし 

上海三国精密機械有限公司 

（中国上海市） 

12,600,000 

ＵＳ＄ 

自動車関連品事業 

生活・環境関連品

事業 

86.0 ３ ３ なし 

中国において当社製品の組立及び販

売。 

（  －  ） 

なし 
債務 

保証 

成都三国紅光機械電子有限公司 

（中国四川省） 

9,800,000 

ＵＳ＄ 
自動車関連品事業 73.7 ４ ２ あり 

中国において当社製品の組立及び販

売。 

（  －  ） 

なし 
債務 

保証 

天津三国有限公司 

（中国天津市） 

5,750,000 

ＵＳ＄ 
自動車関連品事業 100.0 １ ５ あり 

中国において気化器・オイルポンプ

など車輌用部品の製造を行い当社に

納入。 

（  －  ） 

なし 
債務 

保証 

寧波三国機械電子有限公司 

（中国浙江省） 

280 

百万円 

生活・環境関連品

事業 
60.0 １ ４ なし 

中国においてガス器具用電池電磁弁

の製造。 

（  －  ） 

なし なし 

浙江三国精密機電有限公司 

（中国浙江省） 

667 

百万円 

生活・環境関連品

事業 
90.0 ２ ４ なし 

中国においてガス器具用電池電磁弁

の製造。 

（  －  ） 

なし 
債務 

保証 

その他２社          

持分法適用子会社          

ミクニ・アール・ケイ精密株式会社 

（大韓民国仁川広域市） 

600,000 

千ウォン 

生活・環境関連品

事業 
70.0 ２ ３ なし 

大韓民国においてガス立消安全装置

の製造と販売。 

（  －  ） 

なし なし 

持分法適用関連会社          

ユーキャル フュエル システムズ リ

ミテッド 

（インド チェンナイ） 

138,960,000 

ルピー 
自動車関連品事業 26.0 ３ １ なし 

インドにおいて気化器、インジェク

ション関連機器の製造を行い当社に

納入。 

（  －  ） 

なし なし 



５【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員（当グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当グループへの出向者

を含む。）であり、臨時雇用者数（パートタイマー、人材会社からの派遣社員。）は、年間の平均人員を

（ ）内に外数で記載しております。 

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

るものであります。 

３．従業員数が前連結会計年度末に比し、643名増加した要因は、販売が増加している東南アジア及び中国での

生産増に伴うものであります。 

(2）提出会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除く。）であり、臨時雇用者数（パートタイマー、人材会

社からの派遣社員。）は、年間の平均人員を（ ）内に外数で記載しております。 

２．平均年間給与は支払実績であり基準外賃金及び賞与を含んでおります。 

(3）労働組合の状況 

当社労働組合は、ミクニ労働組合（結成年月昭和51年９月）と称し、全日本自動車産業労働組合総連合会（略称

自動車総連）に加盟しており、労使関係は安定しております。 

 なお、平成18年３月末現在における組合員数は 1,498名であります。 

  平成18年３月31日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人） 

自動車関連品事業 3,188 (1,525) 

生活・環境関連品事業 1,306 (325) 

輸入品販売等事業 101 (14) 

全社（共通） 436 (71) 

合計 5,031 (1,935) 

  平成18年３月31日現在

従業員数（人） 平均年令（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円） 

1,745 (856) 39.4  16.3  5,598,247 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 当連結会計年度のわが国経済は、原油価格の高騰による景気の後退懸念がありましたが、設備投資の増加に加え

て、個人消費の改善も見られ、回復傾向で推移しました。海外でも国内と同様に原油価格の高騰からくる成長の鈍

化が懸念されましたが、総じて景気は堅調に推移しました。  

 当グループの主力製品が属する自動車業界では、国内の四輪車市場は、軽自動車の販売は好調に推移しました

が、乗用車全体では、前期並みの販売台数でありました。また、二輪車市場は、特にインドネシア、インド、中国

等のアジア市場で需要の伸びが見られました。  

 このような状況下で、当グループの自動車関連品事業は、二輪車用製品の売上が堅調に推移しました。輸入品販

売等事業は、航空機用部品を中心に受注を大幅に伸ばしました。ガス機器用制御機器類・車輌用暖房器類を中心と

した生活・環境関連品事業は、中心となるガス機器用制御機器の国内売上は低迷しましたが、中国現地法人の売上

は堅調に推移しました。  

 その結果、当連結会計年度の総売上高は、857億７千７百万円（前年同期比13.2％増）となりました。損益の状

況につきましては、前連結会計年度に比べて大幅に増加し、営業利益は39億９千万円（同7.9％増）、経常利益は

43億８千万円（同18.0%増）、当期純利益は、22億２千８百万円（同49.5%増）となりました。 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。  

[自動車関連品事業］ 

 四輪車・二輪車・汎用エンジン用燃料供給装置類やエンジン関連機能部品類の製造販売を中心とする自動車関

連品事業では、四輪車用製品は、軽自動車用吸気モジュール、小型車用電子制御スロットルボデー、トラック用

エアコントロールバルブの売上は増加しました。また、可変吸気装置、アクセルペダルモジュール類の売上も増

加しましたが、吸気系システムの電子制御化やモジュール化の傾向により機械式のスロットルボデーの売上は減

少しました。二輪車用製品は、海外では、アジア市場で需要が堅調に推移し、気化器の売上が大幅に増加しまし

た。一方、国内では、気化器から燃料噴射装置化へ吸気系システムの変更が進んでおり、気化器類は大型・小型

車用ともに売上は減少しましたが、大型二輪車用スロットルボデーの売上は大幅に増加しました。また小型二輪

車用燃料噴射システムの売上も増加しました。さらに、船外機用吸気モジュールの他、エンジン機能部品類の売

上も好調に推移しました。 

 その結果、自動車関連品事業の売上高は、611億１千万円（前年同期比7.9％増）となり、営業利益は、40億７

千２百万円（同0.8％増）となりました。  

［生活・環境関連品事業］  

 ガス機器用制御機器類、車輌用暖房器類の製造販売を中心とする生活・環境関連品事業では、ガス機器用制御

機器類は、中国での売上は堅調に推移しましたが、国内では、電磁調理器具との競合を背景に、ガス機器市場に

おける価格競争の影響を受け売上は減少しました。車輌用暖房器類は、バス用の需要が持ち直すとともに輸出向

け建設機械用の需要が好調なこともあり、売上は増加しました。福祉介護機器およびチャイルドシートの売上は

減少しましたが、健康・美容機器類は、新製品発売開始の効果により、売上は増加しました。 

 その結果、生活・環境関連品事業の売上高は、82億１千７百万円（前年同期比6.0％増）となりましたが、新

規事業において成長戦略のための設備投資等の要因により、３億５千８百万円の営業損失（前年同期は営業損失

３億８千５百万円）となりました。  

［輸入品販売等事業］ 

 航空機用部品、芝管理機械等の輸入販売を中心とする輸入品販売等事業では、航空機用部品は航空機生産の回

復により、エンジンメーカーの増産および国内機体メーカーからの機体材料の需要の増加があり売上は大幅に増

加しました。芝管理機械は、輸入品の管理機械の需要があったほか、ゴルフカートも代替需要があり売上は増加

しました。 

 その結果、輸入品販売等事業の売上高は、164億４千９百万円（前年同期比45.0％増）となり、営業利益は、

２億７千７百万円（同567.1％増）となりました。 



所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。  

［日 本］ 

 日本では、四輪車用製品の売上高は、前連結会計年度を下回りましたが、二輪車用製品の売上高は、二輪車・

船外機用スロットルボデーの需要の伸びがあり増加しました。 

ガス機器用制御機器類は、国内ガス機器市場における価格競争の影響もあり、売上高は前連結会計年度を下回り

ましたが、車輌用暖房器類および健康・美容機器類の売上高は増加しました。輸入品販売等事業では、航空機用

材料等の受注が好調に推移し、売上が大幅に増加しました。その結果、所在地別売上高は、669億３千６百万円

(前年同期比13.4％増)となり、営業利益は、22億３千７百万円（同0.9％増）となりました。  

［北 米］ 

 北米では、四輪用車製品の受注の伸び悩みがあり、二輪車用製品もアフターマーケット用気化器の売上が減少

しました。その結果、所在地別売上高は、53億８千１百万円(前年同期比8.7％減)となりましたが原価低減活動

を推進したことにより、２億１千１百万円の営業利益（前年同期は営業損失３千２百万円）となりました  

［欧 州］ 

 欧州では、ガス機器用制御機器類の販売を新たに開始しましたが、二輪車用製品の売上は減少しました。 

その結果、所在地別売上高は、12億 8千 9百万円(前年同期比2.4%増)となり、営業利益は、４千５百万円（同

34.4％増）となりました。 

［アジア］ 

 アジアでは、アセアン地域での二輪車市場の伸びに支えられ、特にタイでの二輪車用製品の売上は好調に推移

しました。また、中国国内のガス機器市場の伸びがあり、ガス機器用制御機器類の売上が増加しました。その結

果、所在地別売上高は、121億６千８百万円(前年同期比27.2％増)となり、営業利益は、18億１千４百万円（同

13.1％増）となりました。  

※なお、上記の営業損益には「消去または全社」の数値は含まれておりません。  

(2）キャッシュ・フロー 

 当連結会計年度における現金および現金同等物（以下「資金」という）は、23億９千万円（前連結会計年度末比 

11億６千５百万円減）となりました。 

 当連結会計年度における各キャッシュフローの状況は次のとおりであります。 

（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、48億６千２百万円（同7.7％増）となりました。 

これは主に、税金等調整前当期純利益 38億１千７百万円及び減価償却費26億５千５百万円の非資金費用と、

法人税等の支払額 11億１千８百万円等が一部相殺されたことによるものであります。   

（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、35億２千９百万円（前年同期比30.5％増）となりました。 

これは主に、新製品の開発への投資および生産設備の更新、関係会社株式の取得に係る支出によるものでありま

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、29億４千４百万円（前年同期比27.9%減）となりました。 

これは主に、借入金を返済したことと、配当金の支払い３億３千９百万円によるものであります。  



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 当連結会計年度の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （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）商品仕入実績 

 当連結会計年度の商品仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （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。 

(3）受注状況 

顧客から提示される納期の短縮化が進んだことにより受注から出荷までの期間が非常に短いため、当グループは

原則として一部の確定受注や過去の生産実績等を参考とした見込み生産を行っております。よって受注状況につき

ましては、記載を省略しております。 

事業の種類別セグメントの名称 
当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

前年同期比（％） 

自動車関連品事業（百万円） 60,983 107.0 

生活・環境関連品事業（百万円） 7,555 113.6 

輸入品販売等事業（百万円） 236 206.6 

合計（百万円） 68,775 107.9 

事業の種類別セグメントの名称 
当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

前年同期比（％） 

自動車関連品事業（百万円） 113 79.1 

生活・環境関連品事業（百万円） 502 94.6 

輸入品販売等事業（百万円） 17,197 144.6 

合計（百万円） 17,812 141.7 



(4）販売実績 

 当連結会計年度の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．最近２連結会計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。 

２．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３．上記「ヤマハ発動機㈱他」には、関連会社であるヤマハマリン㈱、ヤマハモーターパワープロダクツ㈱、 

  ㈱ワイ・イー・シーを含めて表示しております。 

３【対処すべき課題】 

 当グループは、今後の経営環境の変化に対応し、より一層の発展のために引続き以下の課題に取り組んでまいりま

す。 

①得意な事業・製品分野に戦略商品を投入するため、経営資源の重点的な活用を図ること。 

②長年培ってきた要素技術を活かした新製品・新市場の開発を推進するとともに、非自動車分野での将来収益の柱

となる基盤づくりをしていくこと。 

③将来に亘り、より一層の品質向上とコスト競争力を確保するため、品質向上・原価低減活動等を継続していくこ

と。 

④経営環境の変化に迅速に対応するため、連結経営のさらなる強化をすること。 

⑤国際競争の激化に対応するため、海外生産拠点の強化・活用を図ること。 

４【事業等のリスク】 

 当グループの経営成績および財務状況に影響を及ぼす可能性のあるリスクとして、下記のようなものがあり、投資 

家の判断に影響を及ぼす可能性がある事項と考えております。 

 なお、文中における将来に関する事項は、本有価証券報告書提出日現在において当グループが判断したものであ

り、将来発生し得る全てのリスクを必ずしも網羅したものではありません。 

①競合・需要変動等にかかるもの 

  当グループの主力製品として自動車用部品があります。景気や需要の変化は、納入先のメーカーの生産数の

変化を通じて影響を受けます。また、部品業界においての競争は、高い技術力はもちろんのこと価格面において

もグローバルな競合状況にあり、このことは顧客である自動車メーカーからの受注状況に影響します。 

 さらに、製品のコスト競争力確保、顧客需要等により、生産拠点を海外に移管しておりますが、為替や各国の

社会情勢、急激な法規制の変化は、当グループの経営成績及び財政状態を左右する場合があります。 

事業の種類別セグメントの名称 
当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

前年同期比（％） 

自動車関連品事業（百万円） 61,110 107.9 

生活・環境関連品事業（百万円） 8,217 106.0 

輸入品販売等事業（百万円） 16,449 145.0 

合計（百万円） 85,777 113.2 

相手先 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％） 

スズキ㈱ 13,513 17.8 15,316 17.9 

ヤマハ発動機㈱他 10,829 14.3 12,886 15.0 

三菱自動車工業㈱ 5,284 7.0 4,679 5.5 



②製品の品質にかかるもの 

 当グループの提供する製品には製造上の欠陥が生じるリスクがあります。その欠陥により間接損害を含め、損

害に対する責任を問われる場合があります。さらに社会的評価の低下は、顧客の購買意欲を低減させる可能性が

あり、当グループの経営成績および財政状態に重大な影響があるものと認識しております。 

③海外拠点にかかるもの 

 当グループは、日本の他に北米、欧州、アジアに製造・販売拠点を展開しておりますが、それぞれの国や地域

において次のようなリスクがあり、これらの事象が発生した場合は、当グループの経営成績及び財政状態に悪影

響を及ぼす可能性があります。 

・法律・規制・税制等の急激な変更 

・労働環境の違いによる争議等の発生 

・テロ、戦争等による社会的混乱 

・電力等のインフラ面の障害 

・コピー製品等の当グループが保有する知的財産権への侵害 

・為替の大きな変動 

④大規模地震に関するもの 

 当グループの日本国内における拠点の多くが東海地震および都市直下型地震の対象地域に点在しております。

大規模地震の発生による被害を最小限に抑え、事業継続を図るべく、巨大地震対策小委員会を組織し、データセ

ンター棟を始めとする建屋の耐震性強化、従業員の安否確認システムの導入、復旧マニュアルの整備、防災訓練

の実施等、各種の事前対策および復旧対策に取り組んでおりますが、実際の被災時には業績に多大な影響を及ぼ

す可能性があります。なお、菊川工場に建設予定である新生産棟は、最新の免震装置を備えた建屋を計画してお

ります。 

⑤原材料等に関するもの 

 当グループの提供する製品に必要とされる原材料・部品に関し、原材料及び原油の価格上昇は、グローバルな

競合状況の中で全てを販売価格に反映できず、また、一部の特殊な原材料に関しては調達自体への影響も予想さ

れるため、経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。 

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】 

 当社グループでは、統括開発技術本部に所属する製品技術センター及びR&Dセンター、並びに統括生産技術本部に

おいて、研究開発活動を行っております。製品技術センターでは各事業部製品の開発を、R&Dセンターではこれらの

基となる基礎研究・要素技術開発・先行開発を主体に行っております。また統括生産技術本部につきましては、生産

技術開発を主体に行っております。 

 当連結会計年度における当グループ全体の既存製品の改良・応用等を含む研究開発費用総額は42億９千３百万円で

あります。また、このうち「研究開発費等に係る会計基準」（企業会計審議会 平成10年３月31日）に規定する「研

究開発費」は13億８千４百万円であります。当連結会計年度における各事業の研究開発状況と成果および費用は次の

とおりであります。 

(1)自動車関連品事業 

 自動車関連品では、電子制御燃料噴射システム・コンポーネントおよび吸気系モジュールの研究開発を主体に、

これらの基礎となる制御技術、アクチュエータ技術、センシング技術、材料技術の研究開発を行っております。ま

た環境負荷低減技術、代替燃料対応技術の研究開発にも積極的に取り組んでおります。 

 当連結会計年度通期の研究開発状況および成果は下記のとおりで、当事業に係わる研究開発費用は10億７千３百

万円であります。 

・四輪車用吸気モジュールの開発 

・エンジン冷却水通路一体型樹脂インテークマニーホールドの開発・量産化 

・四輪車用ビルトインモーター型電子制御スロットルボデーの開発・量産化 



・二輪車用電子制御燃料噴射システムおよびマッチングツールの開発 

・二輪車用電子制御スロットルボデーの開発・量産化 

・二輪車用センサーモジュール搭載スロットルボデーの開発・量産化 

・二輪車用排気バルブの開発・量産化 

・電子制御可変バルブタイミングシステムおよび電子制御可変バルブリフトシステムの開発 

・トラクション方式インフィニティー・バリアブル・トランスミッションの開発 

・カムシャフト駆動バキュームポンプの開発 

・エンジン冷却水制御バルブの開発 

・エアーパージ型オイルポンプの開発 

・産業機器用およびトランスミッション用ポジションセンサーの開発 

・燃料電池自動車用流量制御バルブおよび水素センサーの開発 

・環境負荷物質規制対応技術の開発 

(2)生活・環境関連品事業 

生活・環境関連品では、次の製品領域における研究開発を行っております。 

1)ガス機器、ガス機器用センサーの研究開発 

2)ヒーター、加湿器など環境機器の研究開発および燃焼技術の用途開発 

3)上記製品に関する電子制御コントローラおよび電子基板の開発 

4)機能水生成を核とした健康・美容関連機器の研究開発 

5)福祉・介護機器および医療用具の研究開発 

当連結会計年度の研究開発状況および成果は下記のとおりで、当事業に係る研究開発費用は３億１千万円でありま

す。 

・小型廉価型 口火安全器の開発 

・電子制御コンロ用ガス制御弁の開発 

・給湯暖房器用およびミストサウナ用温水量制御弁の開発・量産化 

・家庭用燃料電池式コ・ジェネレーションシステム用水ポンプ、燃料遮断弁および水素センサーの開発 

・水素ステーション用改質システムの開発 

・介護予防機器（下肢筋力トレーニング器・バランストレーニング器）の開発 

・環境負荷物質規制対応技術の開発 

(3)輸入品販売等事業 

該当事項はありません。 

７【財政状態及び経営成績の分析】 

 当連結会計年度の財政状態及び経営成績の分析は、次のとおりであります。 

(1）重要な会計方針及び見積り 

 当グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されており

ます。この連結財務諸表の作成に当たりまして、本項に記載した予想、予見、見通し、方針等の将来に関する事項

は、本有価証券報告書提出日現在において当グループが判断したものであります。次期の見通し及び将来に関する事

項には、不確実性が内在しており、また、リスクを含んでいるため、様々な要因の変化により将来生じる実際の結果

と異なる可能性もありますので、ご留意ください。 

 当社は特に以下の重要な会計方針が、当グループの連結財務諸表の作成において使用される当社の重要な判断と見

積りに大きな影響を及ぼすと考えております。 

①たな卸資産 

 当グループは、たな卸資産の推定される将来の需要及び市場状況に基づき、陳腐化相当額を評価減として計上し

ております。実際の将来需要または市場状況が当グループ経営陣の見積りよりも悪化した場合、追加の評価減が必

要となる場合があります。 



②貸倒引当金 

 当グループは、売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権につきまし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勘案し、回収不能見込み額を計上しております。顧客の財務

状態が悪化し、その支払能力が低下した場合、追加引当が必要となる場合があります。 

③退職給付費用 

 当グループは、退職給付費用につきましては、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込み額に基づき計上しております。国内連結子会社は、平成17年４月に退職一時金制度

の一部について確定拠出年金制度へ移行しました。国内連結子会社の確定拠出年金への移行に伴い、その影響額20

百万円を特別損失に計上しております。 

(2）財政状態の分析 

（流動資産） 

 当連結会計年度末における流動資産の残高は、33,830百万円（前連結会計年度末は31,462百万円）となり、

2,368百万円増加しました。現金及び預金の減少（3,584百万円から2,404百万円へ1,179百万円減）及びたな卸資

産の増加（9,414百万円から10,207百万円へ793百万円増）、受取手形及び売掛金の増加（16,333百万円から

17,941百万円へ1,607百万円増）が大きな要因であります。現金及び預金につきましては、有利子負債の圧縮を

行ったための減少であり、たな卸資産につきましては、取引先の納期繰上げ依頼等に伴う増加であります。ま

た、受取手形及び売掛金につきましては、売上高の増加に伴う増加であります。 

（固定資産） 

 当連結会計年度末における固定資産の残高は、44,801百万円（前連結会計年度末は42,190百万円）となり、

2,610百万円増加しました。有形固定資産の増加（31,726百万円から33,209百万円へ1,482百万円増）と投資有価

証券の増加（5,946百万円から8,532百万円へ2,585百万円増）が大きな要因であります。有形固定資産につきま

しては、設備投資により増加となったものであります。また、投資有価証券につきましては、時価評価差額の増

加及び子会社への投資によるものであります。 

（流動負債） 

 当連結会計年度末における流動負債の残高は、39,005百万円（前連結会計年度末は34,695百万円）となり、

4,310百万円増加しました。短期借入金の増加（12,670百万円から15,201百万円へ2,531百万円増）及び１年以内

返済長期借入金の減少（5,340百万円から4,451百万円へ888百万円減）が大きな要因であります。短期借入金及

び１年以内長期借入金につきましては、借入金の圧縮によるものであります。 

（固定負債） 

 当連結会計年度末における固定負債の残高は、14,645百万円（前連結会計年度末は18,399百万円）となり

3,754百万円減少しました。長期借入金の減少（9,581百万円から5,900百万円へ3,680百万円減）が大きな要因で

あります。長期借入金につきましては、借入金の圧縮によるものであります。 

 当連結会計年度末における有利子負債は、借入金の圧縮に伴い、25,553百万円（前連結会計年度末は27,692百

万円）となり2,138百万円減少しました。 

（資本） 

 当連結会計年度末における資本の残高は、23,242百万円（前連結会計年度末は19,289百万円）となり、3,953 

百万円増加しました。利益剰余金の増加（10,537百万円から12,513百万円へ1,976百万円増）とその他有価証券

評価差額金の増加（1,227百万円から2,329百万円へ1,102百万円増）が大きな要因であります。利益剰余金につ

きましては、当期純利益2,228百万円（前連結会計年度の当期純利益は1,491百万円）による増加及び配当金

339 百万円等による減少によるものであります。その他有価証券評価差額金につきましては、株価の上昇による

ものであります。これにより自己資本比率は、26.2％から29.6％となり、3.4％上昇いたしました。 



(3）経営成績の分析 

 当連結会計年度における売上高は85,777百万円(前年同期比13.2％増)、販売費及び一般管理費は10,253百万円(同

2.4％増)、営業利益は3,990百万円（同7.9％増）、経常利益は4,380百万円（同18.0％増）、当期純利益は2,228百万

円(同49.5％増)となりました。 

①売上高 

 自動車関連品事業の売上高につきましては、61,110百万円（前年同期比7.9％増）となりました。この主な要因

は、四輪車用製品は国内及び北米での需要変化により減少しましたが、二輪車用製品である二輪車・船外機用スロ

ットルボデーは国内が好調であり、二輪車用気化器類は堅調に推移するアセアン地域での二輪車市場に支えられ増

加した事によるものであります。 

 生活・環境関連品事業の売上高は、8,217百万円（同6.0％増）となりました。この主な要因は、ガス機器用制御

機器類は、国内での価格競争の影響を受け減少しましたが、中国でのガス機器市場の拡大による需要増と、国内で

の車輌用暖房機類及び健康・美容機器類の増加した事によるものであります。 

 輸入品販売等事業の売上高は、16,449百万円（同45.0％増）となりました。この主な要因は、国内での航空機用

材料等の需要が好調に推移し大幅に増加した事によるものであります。 

②売上原価、販売費及び一般管理費 

 売上原価につきましては、売上高の増加に伴い、前連結会計年度の62,035百万円から増加し71,532百万円となり

ました。また、営業収益に対する売上原価の比率は1.5％増加しておりますが、この主な要因は、輸入・仕入商品

の増加及び原材料価格高騰によるものであります。 

 販売費及び一般管理費につきましては、営業収益に対する販売費及び一般管理費の比率は1.2％減少しておりま

す。 

③営業利益 

 営業利益は、前連結会計年度の3,697百万円から7.9％増加し、3,990百万円となりました。 

④営業外収益、営業外費用 

 営業外収益につきましては、前連結会計年度の1,058百万円から増加し1,375百万円となりました。この主な要因

は、輸入品販売等に伴う為替差益の増加及び持分法による投資利益の増加によるものであります。 

 営業外費用につきましては、前連結会計年度の1,041百万円から減少し985百万円となりました。この主な要因

は、借入金の圧縮を行ったことによる支払利息の減少によるものであります。 

⑤経常利益 

 経常利益は、前連結会計年度の3,714百万円から18.0％増加し、4,380百万円となりました。 

⑥当期純利益  

 当期純利益は、前連結会計年度の1,491百万円から49.5％増加し、2,228百万円となりました。 

(4）経営成績に重要な影響を与える要因について 

 当グループを取り巻く経営環境は非常に厳しく、主力製品である自動車関連品では国内だけでなく海外の競合他社

とグローバルな競争をしております。当社の販売は納入先メーカーのシェア変動と、納入先メーカーにおける当社の

シェア変動の二つの変動要因があります。 

 製品別には、二輪車及びレジャー・ビークル関連製品は景気や気候にその需要を左右されることが多く、また、排

気ガス規制強化により、国内外ともに気化器からインジェクションへの移行が進むことも予想されています。 

 このような環境に対応していくため、今後の新規顧客・市場の開拓、商品開発・技術開発が重要課題であります。



(5）経営戦略の現状と見通し 

 当グループが得意な事業・製品分野に戦略的商品を投入するため、経営資源の重点的な活用を図り、長年培ってき

た要素技術を活かした新製品・新市場の開発を推進し、自動車関連品だけでなく、非自動車分野においても将来収益

の柱を築いてまいります。 

 また、激化する国際競争に対応するために連結経営のさらなる強化を図り、海外生産拠点の強化・活用を推進し、

より一層のコスト競争力を確保するため、原価低減活動等を継続していく所存であります。 

 今後の見通しにつきましては、日本経済は、総じて回復基調にあると言われておりますが、原油価格の高止まりに

よる原材料費の高騰や金利の上昇、円高などの懸念される要因もあり、企業を取り巻く経営環境は、楽観視できない

状況であります。このような経営環境のなかで、当グループにおきましては、購入資材費を中心として原価低減策に

取り組んでおりますが、当期に比べても原材料費の高騰による影響は大きくなると見込んでおります。また、為替レ

ートを1米ドルを110円で想定しておりますが、為替の動向も注視しなければならない状況であります。一方、将来の

成長のための戦略投資も積極的に行う必要もあり、これらの要因を総合的に勘案し、上記経営戦略を進めていく所存

であります。  

(6）資本の財源及び資金の流動性についての分析 

 当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,165百万円減少し、当連結会計年度

末には2,390百万円となりました。この減少の要因は、営業・投資・財務活動による結果によるものであります。 

 当連結会計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あります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 前連結会計年度4,513百万円に対し、当連結会計年度は4,862百万円のキャッシュを得たことにより、349百万

円の増加となりました。この主な要因は、売上高の増加によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 前連結会計年度の2,704百万円に対し、当連結会計年度は3,529百万円のキャッシュを使用し、825百万円の増

加となりました。この主な要因は、生産及び技術開発への設備投資の増加によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 前連結会計年度の4,085百万円に対し、当連結会計年度は2,944百万円のキャッシュを使用し、1,141百万円の

減少となりました。この主な要因は、借入金の返済額が減少したことによるものであります。 



第３【設備の状況】 

１【設備投資等の概要】 

 当グループは、自動車関連品事業を中心に40億３千６百万円の設備投資を実施しました。また、この他にファイナ

ンス ・リースによる金型等設備投資が11億６千４百万円あります。 

 自動車関連品事業におきましては、新製品の開発、基礎研究、新機種の生産及び合理化等のため30億2千２百万円

の設備投資を実施しました。 

 生活・環境関連品事業におきましては、新製品の開発、基礎研究、新機種の生産及び合理化等のため７億８千９百

万円の設備投資を実施しました。 

 輸入品販売等事業におきましては、２億２千４百万円の設備投資を実施しました。 

 なお、当連結会計年度において重要な設備の除却、売却等はありません。 

２【主要な設備の状況】 

 当グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。 

(1）提出会社 

(2）国内子会社 

  （平成18年３月31日現在）

事業所名 
（所在地） 

事業の種類別
セグメントの
名称 

設備の内容 

帳簿価額 

従業員数 
（人） 

建物及び
構築物 
（百万円）

機械装置及
び運搬具 
（百万円） 

土地 
（百万円） 
（面積㎡） 

その他 
（百万円） 

合計 
（百万円） 

小田原事業所 

（神奈川県小田原市） 

自動車関連品

事業、生活・

環境関連品事

業 

基礎応用研究

施設他 
1,500 434 

5,314 

(85,357)
114 7,364 

345 

(112) 

ライフテック事業所 

（岩手県岩手郡滝沢村） 

自動車関連品

事業、生活・

環境関連品事

業 

ガス制御機器

生産設備他 
1,067 1,367 

179 

(53,249)
219 2,829 

528 

(474) 

菊川工場 

（静岡県菊川市） 

自動車関連品

事業 

気化器類生産

設備他 
845 1,777 

2,075 

(110,658)
313 5,011 

435 

(148) 

相良工場 

（静岡県牧之原市） 

自動車関連品

事業 

燃料噴射関連

品生産設備他 
724 1,165 

1,092 

(105,246)
255 3,237 

228 

(84) 

本社(東京都千代田区) 

会社統括業

務、輸入品販

売等事業 

統括業務施

設、物流・販

売拠点統括業

務施設 

1,644 15 
2,200 

(1,082)
7 3,867 

115 

(4) 

  （平成18年３月31日現在）

会社名 
事業所名 
（所在地） 

事業の種類別
セグメントの
名称 

設備の内容 

帳簿価額 

従業員数 
（人） 

建物及び
構築物 
（百万円）

機械装置及
び運搬具 
（百万円） 

土地 
（百万円） 
（面積㎡） 

その他 
（百万円） 

合計 
（百万円） 

ミクニ パー

テック㈱ 

本社工場他 

（静岡県牧

之原市他） 

自動車関連品

事業 

ダイカスト

部品生産設

備他 

323 610 
323 

(20,343)
46 1,314 

314 

(128) 



(3）在外子会社 

 （注）１．帳簿価額の「その他」は、工具器具備品であり、建設仮勘定を含んでおります。なお、金額には消費税等を

含めておりません。 

２．上記の他に、提出会社よりミクニ パーテック㈱（連結子会社）へ建物及び構築物880百万円を貸与しており

ます。 

３．従業員数の（ ）は、臨時従業員数を外数で記載しております。 

  （平成18年３月31日現在）

会社名 
事業所名 
（所在地） 

事業の種類別
セグメントの
名称 

設備の内容 

帳簿価額 

従業員数 
（人） 

建物及び
構築物 
（百万円）

機械装置及
び運搬具 
（百万円） 

土地 
（百万円） 
（面積㎡） 

その他 
（百万円） 

合計 
（百万円） 

ミクニ アメ

リカン コー

ポレーション 

ロサンゼル

ス本社 

（アメリカ

合衆国カリ

フォルニア

州） 

自動車関連品

事業、輸入品

販売等事業 

事務所建屋

他 
221 154 

142 

(51,498)
27 546 

65 

(11) 

ミクニ（タイ

ランド）カン

パニーリミテ

ッド 

タイ工場

（タイ国ア

ユタヤ） 

自動車関連品

事業 

気化器類生

産設備他 
389 671 

192 

(39,412)
350 1,603 

691 

(441) 



３【設備の新設、除却等の計画】 

 当グループの設備投資については、景気予測、業界動向、投資効率等を総合的に勘案して策定しております。設備

計画は原則的に連結会社各社が個別に策定しております。 

 なお、当連結会計年度末現在における重要な設備の新設等の計画は次のとおりであります。 

(1）重要な設備の新設の計画 

 （注）１．上記の他に当社においてファイナンス・リースによる金型等設備投資が1,364百万円あります。 

    ２．当社菊川工場の投資予定金額には、新工場建設に伴う投資が2,000百万円含まれております。 

    ３．当社菊川工場の新工場完成後における増加生産能力等は未定でありますが、その他の計画は主に更新による

ものであり、完成後における増加生産能力等は、当連結会計年度とほぼ同等であります。 

    ４．金額には消費税等を含めておりません。 

(2）重要な設備の除却等の計画 

 該当事項はありません。 

会社名事業所名 所在地 
事業の種類別セ
グメントの名称 

設備の内容 

投資予定金額 
資金調達
方法 

着手及び完了予定年月 

総額 
（百万円）

既支払額 
（百万円）

着手 完了 

当社小田原事業

所 

神奈川県小田原

市 

自動車関連品事

業、生活・環境

関連品事業 

自動車関連品設

備、生活・環境

関連品設備 

576 － 自己調達 平成18.4  平成19.3  

当社盛岡事業所 
岩手県岩手郡滝

沢村 

自動車関連品事

業、生活・環境

関連品事業 

自動車関連品設

備、生活・環境

関連品設備 

326 － 自己調達 平成18.4  平成19.3 

当社菊川工場 静岡県菊川市 
自動車関連品事

業 

自動車関連品設

備 
2,375 － 自己調達 平成18.4  平成19.3 

当社相良工場 静岡県牧之原市 
自動車関連品事

業 

自動車関連品設

備 
676 － 自己調達 平成18.4 平成19.3 

ミクニ（タイラ

ンド）カンパニ

ーリミテッド本

社工場 

タイ国アユタヤ 
自動車関連品事

業 

自動車関連品設

備 
317 － 自己調達 平成18.1 平成18.12 

上海三国精密機

械有限公司本社

工場 

中国上海市 

自動車関連品事

業、生活・環境

関連品事業 

自動車関連品設

備、生活・環境

関連品設備 

161 － 自己調達  平成18.1  平成18.12 

ミクニ パーテ

ック㈱本社工場

他 

静岡県牧之原市

他 

自動車関連品事

業 

自動車関連品設

備 
362 － 自己調達  平成18.4  平成19.3 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

(2）【新株予約権等の状況】 

 該当事項はありません。 

(3）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

 （注） 転換社債の株式転換（平成２年４月～平成３年３月）25,105株 

(4）【所有者別状況】 

 （注）１．自己株式91,065株は、「個人その他」に91単元及び「単元未満株式の状況」に65株を含めて記載しておりま

す。 

２．「その他の法人」欄には、証券保管振替機構名義の株式が、2単元含まれております。 

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

        普通株式 110,000,000 

計 110,000,000 

種類 
事業年度末現在発行数 

（株） 
（平成18年３月31日） 

提出日現在発行数 
（株） 

（平成18年６月29日） 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 34,049,423 34,049,423 
東京証券取引所 

市場第二部 
－ 

計 34,049,423 34,049,423 － － 

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
（百万円） 

資本金残高
（百万円） 

資本準備金増
減額 
（百万円） 

資本準備金残
高（百万円） 

平成３年３月31日 25,105 34,049,423 11 2,215 11 1,700 

  平成18年３月31日現在

区分 

株式の状況（１単元の株式数1,000株） 
単元未満株
式の状況
（株） 

政府及び地
方公共団体 

金融機関 証券会社 
その他の法
人 

外国法人等 
個人その他 計 

個人以外 個人 

株主数（人） － 23 26 112 27 3 3,489 3,680 － 

所有株式数

（単元） 
－ 11,720 181 4,567 3,582 69 13,545 33,664 385,423 

所有株式数の

割合（％） 
－ 34.81 0.54 13.57 10.64 0.20 40.24 100.0 － 



(5）【大株主の状況】 

 （注） １．「所有株式数」欄の千株未満の株式は、切り捨てて記載しております。 

２．日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）が所有する当社株式は、信託業務に係る株式であ

ります。 

  平成18年３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（％） 

あいおい損害保険株式会社 東京都渋谷区恵比寿１丁目２８－１ 1,906 5.59 

生田允紀 東京都港区 1,707 5.01 

株式会社りそな銀行 大阪府大阪市中央区備後町２丁目２－１ 1,678 4.92 

株式式会社横浜銀行（常任代

理人資産管理サービス信託銀

行株式会社） 

神奈川県横浜市西区みなとみらい３丁目１

番１号 

（東京都中央区晴海１丁目８番１２号晴海

アイランドトリトンスクエアオフィスタワ

ーＺ棟） 

1,678 4.92 

日本トラスティ・サービス信

託銀行株式会社（信託口） 
東京都中央区晴海１丁目８－１１ 1,221 3.58 

ミクニ総業株式会社 東京都港区六本木７丁目８－８ 1,216 3.57 

クレディエットバンクエスエ

イルクセンブルジョワーズシ

リウスファンドジャパンオパ

チュニティズサブファンド

（常任代理人株式会社みずほ

コーポレート銀行兜町証券決

済業務室） 

43 BOULEVARD ROYAL L-2955 LUXEMBOURG 

 （東京都中央区日本橋兜町６番７号） 
1,200 3.52 

株式会社三菱東京UFJ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７－１ 1,138 3.34 

スズキ株式会社 静岡県浜松市高塚町３００ 1,007 2.95 

東京海上日動火災保険株式会

社 
東京都千代田区丸の内１丁目２－１ 964 2.83 

計 － 13,718 40.29 



(6）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注） 「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が2,000株含まれております。 

また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数2個が含まれております。 

②【自己株式等】 

(7）【ストックオプション制度の内容】 

 該当事項はありません。 

  平成18年３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） 普通株式 91,000 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 33,573,000 33,573 － 

単元未満株式 普通株式 385,423 － － 

発行済株式総数 34,049,423 － － 

総株主の議決権 －   － 

  平成18年３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（％） 

株式会社ミクニ 
東京都千代田区外

神田６丁目13－11 
91,000 － 91,000 0.27 

計 － 91,000 － 91,000 0.27 



２【自己株式の取得等の状況】 

(1）【定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況】 

①【前決議期間における自己株式の取得等の状況】 

 該当事項はありません。 

②【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】 

 （注）平成18年6月29日開催の定時株主総会において定款の一部を変更し、「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。      

(2）【資本減少、定款の定めによる利益による消却又は償還株式の消却に係る自己株式の買受け等の状況】 

①【前決議期間における自己株式の買受け等の状況】 

 該当事項はありません。 

②【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況等】 

 該当事項はありません。 

３【配当政策】 

 当社の利益配分に関する基本方針は、業績およびその時点での経営状況に応じた成果の配分を行うこととしており

ます。当期の配当金につきましては、当社の利益配分に関する基本方針と将来の成長のための開発投資等の内部留保

について総合的に検討しました結果、1株につき普通配当を1円増配し、1株につき11円とすることを決定いたしまし

た。 

 なお、内部留保金につきましては、財務体質の改善・強化、新製品開発・新生産棟の建設・生産設備投資、海外拠

点の強化等、今後の更なる企業成長の為に役立てる所存であります。 

４【株価の推移】 

(1）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は東京証券取引所（市場第二部）におけるものです。 

(2）【最近６月間の月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は東京証券取引所（市場第二部）におけるものです。 

  平成18年6月29日現在

区分 株式の種類 株式数（株） 価額の総額（円） 

自己株式取得に係る決議 －  － － 

回次 第80期 第81期 第82期 第83期 第84期 

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 

最高（円） 170 229 285 423 817 

最低（円） 80 100 176 238 349 

月別 平成17年10月 平成17年11月 平成17年12月 平成18年１月 平成18年２月 平成18年３月 

最高（円） 658 688 734 760 817 735 

最低（円） 601 626 637 632 662 688 



５【役員の状況】 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
（千株） 

代表取締役社

長 
 生田 允紀 昭和９年10月21日生 

昭和31年５月 当社入社取締役 

昭和35年５月 

  

同取締役副社長 

昭和37年５月 

  

同代表取締役社長、現在に至

る 

昭和47年７月 東北三國工業株式会社代表取

締役社長 

昭和48年５月 三國商工株式会社代表取締役

会長 

昭和48年６月 ミクニ アメリカン コーポ

レーション代表取締役会長、

現在に至る 

平成２年８月 コービン プロパティーズ 

アイエヌシー取締役会長 

1,707 

代表取締役 

執行役員 

副社長 

経営企画・管

理本部長 

生田 久貴 昭和37年11月30日生 

昭和61年４月 三菱商事株式会社入社 

平成13年６月 当社入社取締役 

 マーケティング本部第二マー

ケティング・セールス部長 

 株式会社ミクニ アデック取

締役 

平成14年６月 同取締役、執行役員マーケテ

ィング本部第二マーケティン

グ・セールス部長 

平成14年10月 同取締役、執行役員ライフテ

ック事業部長 

平成15年４月 同取締役、常務執行役員ライ

フテック事業部長 

平成16年７月 同取締役、専務執行役員ライ

フテック事業部長兼ＣＳプロ

ジェクトリーダー 

平成17年６月 同代表取締役、執行役員副社

長経営企画・管理本部長兼Ｃ

Ｓプロジェクトリーダー、物

流管理センター担当、コンプ

ライアンス担当、財務・経理

担当 

成都三国紅光機械電子有限公

司董事長、現在に至る 

平成17年10月 同代表取締役、執行役員副社

長経営企画・管理本部長兼同

グローバル企画室長兼ＣＳプ

ロジェクトリーダー、物流管

理センター担当、コンプライ

アンス担当、財務・経理担

当、現在に至る 

338 

 



役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
（千株） 

取締役 

常務執行役員 

四輪機器事業

部長 

山中 博 昭和22年10月19日生 

昭和46年４月 当社入社 

平成８年４月 同第一営業部長兼第三営業部

長 

平成８年６月 同取締役第一営業部長兼第三

営業部長株式会社ミクニ ア

デック取締役 

平成10年４月 当社取締役営業本部長 

平成13年４月 同常務取締役営業本部長 

平成13年６月 同常務取締役マーケティング

本部長 

平成14年６月 同取締役、執行役員マーケテ

ィング本部長 

平成14年10月 同取締役、執行役員四輪機器

事業部長 

平成15年４月 同取締役、常務執行役員四輪

機器事業部長、現在に至る 

19 

取締役 

常務執行役員 

ライフテック

事業部長 

梅林 猛 昭和23年11月30日生 

昭和46年４月 当社入社 

平成６年４月 同海外部長 

平成８年６月 同取締役海外部長 

平成10年７月 ミクニ タイワン コーポレ

ーション董事長 

平成11年10月 当社取締役海外本部長 

平成13年６月 同取締役海外事業経営管理室

長兼マーケティング本部副本

部長 

平成14年６月 同取締役、執行役員海外事業

経営管理室長兼マーケティン

グ本部副本部長 

平成14年10月 同取締役、執行役員経営企画

本部長 

平成15年４月 同取締役、常務執行役員経営

企画本部長 

平成16年10月 同取締役、常務執行役員経営

企画本部長、物流管理センタ

ー担当 

平成17年６月 同取締役、常務執行役員ライ

フテック事業部長 

平成17年10月 同取締役、常務執行役員ライ

フテック事業部長兼同事業戦

略室長、現在に至る 

14 

 



役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
（千株） 

取締役 

常務執行役員 

二輪・特機事

業部長 

佐倉 準之助 昭和28年11月13日生 

昭和51年４月 当社入社 

平成10年４月 同営業本部第一営業部長兼同

第三営業部長 

平成13年６月 同取締役マーケティング本部

第一マーケティング・セール

ス部長 

平成14年６月 同取締役、執行役員マーケテ

ィング本部第一マーケティン

グ・セールス部長 

平成14年10月 同取締役、執行役員二輪・特

機事業部長 

 ミクニ タイワン コーポレ

ーション董事長 

平成15年４月 同取締役、常務執行役員二

輪・特機事業部長 

平成16年６月 同取締役、常務執行役員二

輪・特機事業部長、汎用事業

部担当 

平成17年６月 同取締役、常務執行役員二

輪・特機事業部長、現在に至

る 

6 

取締役 

常務執行役員 

三國商工カン

パニープレジ

デント 

川畑 昌信 昭和20年11月８日生 

平成５年４月 ミクニ アメリカン コーポ

レーション取締役副社長 

平成11年６月 三國商工株式会社取締役 

平成15年６月 当社取締役 

平成15年10月 同取締役、常務執行役員三國

商工カンパニープレジデン

ト、現在に至る 

9 

取締役 

常務執行役員 

統括開発技術

本部長 

林田 正弘 昭和29年２月18日生 

昭和54年４月 当社入社 

平成８年７月 同技術センター長 

平成11年10月 同統括技術センター副センタ

ー長兼第一技術部長兼電子技

術部付部長 

平成13年６月 同取締役統括技術センター副

センター長兼同第一技術部長 

平成14年６月 同取締役、執行役員統括技術

センター副センター長 

平成14年10月 同取締役、執行役員開発技術

本部副本部長 

平成15年４月 同取締役、執行役員Ｒ＆Ｄセ

ンター長 

平成17年６月 同取締役、常務執行役員統括

技術本部長兼同製品技術セン

ター長、成形・金型部門担当 

平成17年10月 同取締役、常務執行役員統括

開発技術本部長兼同製品技術

センター長 

平成18年４月 同取締役、常務執行役員統括

開発技術本部長、現在に至る 

平成18年６月 ミクニ タイワン コーポレ

ーション董事長、現在に至る 

6 

 



役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
（千株） 

取締役 

執行役員 

統括生産技術

本部長 

和村 広見 昭和25年10月29日生 

昭和47年11月 株式会社ミクニ アデック入

社 

平成13年６月 同取締役統括技術センター第

二生産技術部長 

平成14年６月 当社取締役、執行役員統括技

術センター第二生産技術部長 

平成14年10月 同取締役、執行役員ライフテ

ック事業部副事業部長兼開発

技術本部副本部長 

平成15年４月 同取締役、執行役員ライフテ

ック事業部副事業部長 

平成17年10月 同取締役、執行役員統括生産

技術本部長、成形・金型部門

担当 

平成18年４月 同取締役、執行役員統括生産

技術本部長、現在に至る 

6 

取締役 

執行役員 

ライフテック

事業部副事業

部長 

浅井 俊郎 昭和29年２月１日生 

昭和52年４月 当社入社 

平成11年４月 同菊川工場長 

平成15年10月 同執行役員、二輪・特機事業

部副事業部長兼ＩＳＯ推進室

長兼菊川工場長 

平成17年３月 同執行役員、二輪・特機事業

部副事業部長兼菊川工場長兼

技術グループマネージャー 

平成17年６月 同取締役、執行役員二輪・特

機事業部副事業部長兼菊川工

場長兼ライフテック事業部長

付執行役員、現在に至る 

平成17年10月 同取締役、執行役員ライフテ

ック事業部副事業部長、現在

に至る 

7 

常勤監査役  阿部 生 昭和11年５月16日生 

昭和36年４月 当社入社 

平成元年４月 同管理本部総務部長 

平成４年２月 三國物流サービス株式会社常

務取締役 

平成８年３月 株式会社ミクニ・ピットイン

代表取締役社長 

平成11年６月 株式会社ミクニ エステート

専務取締役 

平成12年６月 当社常勤監査役、現在に至る 

18 

常勤監査役  野嵜 芳弘 昭和19年６月18日生 

昭和42年４月 株式会社横浜銀行入行 

平成９年６月 同常勤監査役 

平成15年６月 当社常勤監査役、現在に至る 

2 

監査役  木村 維夫 昭和14年２月３日生 

平成７年６月 野村貿易株式会社取締役副社

長 

平成９年６月 野村オートリース株式会社代

表取締役社長 

平成13年６月 当社常勤監査役 

平成15年６月 同監査役、現在に至る 

7 

 



 （注）１．「所有株式数」欄の個人所有の株式数は、千株未満を切り捨てて表示しており、全役員の合計株式数は、千

株未満を四捨五入して表示しております。 

２．監査役 野嵜芳弘及び木村維夫並びに青柳 良は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。 

３．代表取締役 生田久貴は、代表取締役社長 生田允紀の長男であります。 

６【コーポレート・ガバナンスの状況】 

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

当社は、経営上の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、それぞれの機能強化を図るとともに、監査役設

置会社として、監査体制の充実による牽制機能の強化、監査役会と代表取締役を始めとした経営層との意見交換体

制の充実、「コンプライアンス委員会」、「リスク管理委員会」による内部統制機能の充実を図ることがコーポレ

ートガバナンスの強化・充実に寄与するものであるとの基本的考え方に基づき、そのための体制構築を推進してお

ります。 

（１）会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等 

①会社の機関の基本説明 

イ． 当社取締役会は、取締役９名で構成されております。取締役会は毎月定期的に開催しているほか、必要

に応じて臨時にも開催しております。取締役会では、経営上の意思決定・監督機能を基本的役割として、

経営環境の変化に対して迅速かつ的確に対応すべく、重要な意思決定に係る事項は審議事項として上程さ

れ、十分な論議を尽くして、いわゆる経営判断原則に基づき、意思決定・監督を行っております。 

 なお、当期においては13回の取締役会を開催しました。 

ロ． 当社は、取締役会による経営上の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離するため、執行役員制度を

採用しております。執行役員会は、代表取締役社長も含め、16 名の執行役員（うち取締役兼務者９人）

で構成され、毎月定期的に開催するほか、必要に応じて臨時にも開催しております。 

 なお、当期においては13 回の執行役員会を開催しました。 

ハ． 当社の監査役４名（うち社外監査役３名）は、社内の独立した機関として取締役会、執行役員会、その

他重要な会議等にも出席して、取締役の業務執行の適法性や内部統制の整備状況等の監査を行っておりま

す。 

 なお、当期においては監査役会を10回開催しました。 

ホ． 平成16年４月よりコンプライアンス委員会を設置し、規程類の整備及び通報制度の創設等、コンプライ

アンス体制の構築を進めております。 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
（千株） 

監査役  青柳 良 昭和17年10月27日生 

昭和41年４月 株式会社大和銀行（現株式会

社りそな銀行）入行 

平成12年６月 同専務取締役 

平成13年12月 株式会社大和銀ホールディン

グス（現株式会社りそなホー

ルディングス）非常勤取締役

兼務 

平成14年６月 ディアンドアイ情報システム

株式会社 代表取締役社長 

平成15年６月 当社監査役、現在に至る 

－ 

    計 2,141 



②会社の機関・内部統制の関係を示す図表 

③会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 

当社の内部統制システムに関する基本方針は、「コンプライアンス」「リスクマネジメント」を機軸とした

マネジメントシステムの構築および内部監査体制の充実を図ることが内部統制システムの強化・充実に寄与す

るものであると考え、以下の施策を行っております。 

イ． 当社は、法令および社会的規範を遵守することを経営の最重要課題として認識し、平成16年４月より

「コンプライアンス委員会」を設置し、コンプライアンス規程や行動規範、教育用のマニュアル類等の整

備を行うとともに、役職員に対する教育研修を実施しております。また、匿名性の確保と顧問弁護士以外

の弁護士にも通報できる内部通報システム（ミクニヘルプライン）を設ける等のコンプライアンス体制の

構築を推進しております。 

ロ． 当社は、企業を取り巻くリスクを把握し、そのリスクに対して的確な対策が取れることが企業継続の重

要な施策と考えております。その一環として平成17年４月よりリスク管理委員会を設置し、リスクマネジ

メント体制の構築を推進しております。 

ハ． 当社は、効率・効果的な業務活動のチェック機能として、事業拠点および国内外のグループ会社を対象

に代表取締役を始めとした経営層が品質改善活動を含めた経営課題の「見える化」と対策を行うための活

動として、「経営トップ診断」を実施しております。 

ニ． 当社は、内部統制の推進のために以下の施策にも取り組んでおります。 

１．従業員および各部署間の相互牽制が有効に機能すべく適材適所の人員配置に努めること。 

２．組織の機能・権限を明確化するための組織規程や職務権限規程を見直し、社内に周知すること。 

３．従業員および各部署相互間で円滑な情報伝達が図れるよう、ＩＴを中心とした環境の整備に努める

こと。 

４．各事業部・本部はグループ会社の経営をモニタリングする等の施策を行うこと。 



④内部監査及び監査役監査の状況 

イ． 当社の監査役は、取締役会、執行役員会、その他重要な会議等にも出席して、取締役の業務執行の適法

性や内部統制の整備状況等の監査を行うほか、代表取締役社長以下の経営層との情報・意見交換の場とし

て、「意見交換会」を定期的に開催（４回）するなど、監査機能の向上を図っております。また、公認会

計士並びに関連部署とも相互連携を図り、内部統制の適用状況等を効果的に監査しております。 

ロ． 当社は、従来より内部監査の充実を目指し「監査室」（１名）を設けておりましたが、平成18年4月1日

を以て改組し、「内部統制推進室」（４名）といたしました。今後は、「コンプライアンス」「リスクマ

ネジメント」等を機軸として、グループ会社も含めた内部監査の継続的実施や内部統制システムの構築・

推進を図るとともに、監査役会・会計監査人との連携・報告体制についてもさらに充実してまいります。

 なお、当期においては当社３事業所、子会社11社（うち海外子会社11社）の内部監査を実施し、取締役

会で報告いたしました。 

⑤会計監査の状況 

当期において業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名、継続監査年数及び監査業務に係

る補助者の構成は以下のとおりであります。 

業務を執行した公認会計士の氏名  

業務執行社員  小倉  明、千葉 茂寛  

所属する監査法人名  

監査法人日本橋事務所  

継続監査年数  

小倉  明   14年（当期を含む）  

千葉 茂寛   ８年（当期を含む）  

会計監査業務に係る補助者の構成  

公認会計士   ８名、会計士補   ３名  

⑤当社と当社の社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要  

１．社外取締役  

当社の取締役は全員社内取締役であり、社外取締役はおりません。              

２．社外監査役 

当社の社外監査役及び当社株式の保有状況は以下のとおりでありますが、各氏と当社の間には、人的

関係または取引関係その他の利害関係はありません。  

野嵜 芳弘  ２千株 

木村 維夫  ７千株  

青柳 良    －株 

（２）リスク管理体制の整備の状況 

当社のリスク管理体制は、リスク管理委員会を基に「海外危機管理小委員会」「巨大地震対策小委員会」

「情報セキュリティ小委員会」「個人情報保護小委員会」の小委員会を設置し、個々のリスクに対処すべ

く、詳細な検討をしております。 



（３）役員報酬の内容 

当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は以下のとおりであります。 

取締役に支払った報酬      216百万円（12名） 

監査役に支払った報酬       38百万円（４名） 

  合    計        255百万円  

（注）上記のほか、以下のとおり支給しております。 

イ．平成17年６月29日開催の定時株主総会決議に基づく前事業年度利益処分による取締役賞与金は

100百万円（11名）であります。 

ロ．平成17年６月29日開催の定時株主総会決議に基づく当事業年度に支給した役員退職慰労金は69

百万円（３名）であります。 

ハ．使用人兼務取締役に対する使用人分給与として96百万円（賞与を含む）を支給しております。

（４）監査報酬の内容 

① 当社の監査法人日本橋事務所への公認会計士法（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 

          13百万円 

② それ以外の業務に基づく報酬 

           －百万円 



第５【経理の状況】 

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

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

以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

ただし、前連結会計年度（平成16年４月１日から平成17年３月31日まで）については、「財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第２項のた

だし書きにより、改正前の連結財務諸表規則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。 

ただし、前事業年度（平成16年４月１日から平成17年３月31日まで）については、「財務諸表等の用語、様式及

び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第２項のただし

書きにより、改正前の財務諸表等規則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、前連結会計年度（平成16年４月１日から平成17年３月31日ま

で）及び当連結会計年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）の連結財務諸表並びに前事業年度（平成16

年４月１日から平成17年３月31日まで）及び当事業年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）の財務諸表

について、監査法人日本橋事務所により監査を受けております。 



１【連結財務諸表等】 

(1）【連結財務諸表】 

①【連結貸借対照表】 

  
前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％） 

金額（百万円） 
構成比
（％） 

（資産の部）        

Ⅰ 流動資産        

１．現金及び預金 ※２  3,584   2,404  

２．受取手形及び売掛金 ※２  16,333   17,941  

３．たな卸資産 ※２  9,414   10,207  

４．繰延税金資産   1,001   1,106  

５．その他   1,446   2,231  

貸倒引当金   △317   △60  

流動資産合計   31,462 42.7  33,830 43.0 

Ⅱ 固定資産        

１．有形固定資産 ※２       

（1）建物及び構築物  23,758   24,467   

減価償却累計額  14,734 9,024  15,236 9,231  

（2）機械装置及び運搬具  34,330   35,773   

減価償却累計額  26,983 7,347  27,476 8,296  

（3）工具器具備品  14,449   14,902   

減価償却累計額  13,030 1,419  13,333 1,569  

（4）土地 ※３  13,025   12,973  

（5）建設仮勘定   910   1,137  

有形固定資産合計   31,726 43.1  33,209 42.2 

２．無形固定資産        

その他   733   1,014  

無形固定資産合計   733 1.0  1,014 1.3 

 



  
前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％） 

金額（百万円） 
構成比
（％） 

３．投資その他の資産        

（1）投資有価証券 
※１ 
※２ 

 5,946   8,532  

（2）長期貸付金   173   143  

（3）繰延税金資産   1,518   1,045  

（4）その他 ※１  2,096   1,113  

貸倒引当金   △4   △256  

投資その他の資産合計   9,730 13.2  10,578 13.5 

固定資産合計   42,190 57.3  44,801 57.0 

資産合計   73,653 100.0  78,632 100.0 

        

（負債の部）        

Ⅰ 流動負債        

１．支払手形及び買掛金   11,001   13,063  

２．短期借入金 
※２ 
※７ 

 12,670   15,201  

３．１年以内償還社債   100   －  

４．１年以内返済長期借入
金 

※２ 

※６ 
 5,340   4,451  

５．未払金   1,341   1,189  

６．未払法人税等   600   926  

７．未払費用   1,773   2,041  

８．賞与引当金   1,469   1,628  

９．その他   398   500  

流動負債合計   34,695 47.1  39,005 49.6 

Ⅱ 固定負債        

１．長期借入金 
※２ 

※６ 
 9,581   5,900  

２．繰延税金負債   234   299  

３．再評価に係る繰延税金
負債 

※３  2,965   2,965  

４．退職給付引当金   4,435   4,529  

５．役員退職慰労引当金   425   －  

６．連結調整勘定   269   128  

７．その他   488   822  

固定負債合計   18,399 25.0  14,645 18.6 

負債合計   53,095 72.1  53,650 68.2 

 



  
前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％） 

金額（百万円） 
構成比
（％） 

        

（少数株主持分）        

少数株主持分   1,268 1.7  1,738 2.2 

        

（資本の部）        

Ⅰ 資本金 ※８  2,215 3.0  2,215 2.8 

Ⅱ 資本剰余金   1,700 2.3  1,700 2.2 

Ⅲ 利益剰余金   10,537 14.3  12,513 15.9 

Ⅳ 土地再評価差額金 ※３  4,503 6.1  4,503 5.7 

Ⅴ その他有価証券評価差額
金 

  1,227 1.7  2,329 3.0 

Ⅵ 為替換算調整勘定   △878 △1.2  7 0.0 

Ⅶ 自己株式 ※９  △15 △0.0  △27 △0.0 

資本合計   19,289 26.2  23,242 29.6 

負債、少数株主持分及び
資本合計 

  73,653 100.0  78,632 100.0 

        



②【連結損益計算書】 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％） 

金額（百万円） 
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高   75,750 100.0  85,777 100.0 

Ⅱ 売上原価 ※２  62,035 81.9  71,532 83.4 

売上総利益   13,715 18.1  14,244 16.6 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 
※１ 
※２ 

 10,017 13.2  10,253 12.0 

営業利益   3,697 4.9  3,990 4.6 

Ⅳ 営業外収益        

１．受取利息  12   12   

２．受取配当金  53   79   

３．賃貸収入  210   194   

４．為替差益  185   534   

５．連結調整勘定償却額  66   52   

６．持分法による投資利益  207   279   

７．科学技術振興機構補助
金 

 110   －   

８．その他  211 1,058 1.4 222 1,375 1.6 

Ⅴ 営業外費用        

１．支払利息  645   548   

２．賃貸資産費用  72   84   

３．退職給付会計基準変更
時差異費用処理額 

 197   195   

４．退職給付数理計算上の
差異費用処理額 

 53   31   

５．その他  73 1,041 1.4 124 985 1.1 

経常利益   3,714 4.9  4,380 5.1 

Ⅵ 特別利益        

１．固定資産売却益 ※３ 243   13   

２．投資有価証券売却益  4   0   

３．投資有価証券償還益  －   16   

４．固定資産受入益  －   35   

５．その他  14 261 0.3 3 69 0.1 

 



  
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％） 

金額（百万円） 
百分比
（％） 

Ⅶ 特別損失        

１．固定資産売却等損失 ※４ 366   248   

２．固定資産評価損  300   －   

３．投資有価証券評価損  99   －   

４．関係会社出資金評価損  53   67   

５．たな卸資産廃却損  60   －   

６．特別退職金等 ※５ 116   －   

７．役員退職慰労金   －   136   

８．減損損失  －   70   

９．その他  31 1,028 1.3 109 632 0.7 

税金等調整前当期純利
益 

  2,947 3.9  3,817 4.5 

法人税、住民税及び事
業税 

 933   1,430   

法人税等調整額  219 1,152 1.5 △263 1,167 1.4 

少数株主利益（減算）   303 0.4  422 0.5 

当期純利益   1,491 2.0  2,228 2.6 

        



③【連結剰余金計算書】 

（注） 利益剰余金減少高の「その他」は、在外連結子会社における従業員奨励福利基金への積立額であります。 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 

（資本剰余金の部）      

Ⅰ 資本剰余金期首残高  
 

1,700 
 

1,700 

Ⅱ 資本剰余金期末残高  1,700 1,700 

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ 利益剰余金期首残高  
 

9,220 
 

10,537 

Ⅱ 利益剰余金増加高    

１．持分法適用会社の決算
期変更に伴う増加高 

 －   192   

２．連結子会社の増加に伴
う利益剰余金増加高 

 85   －   

３．土地再評価差額金取崩
額 

 140   －   

４．当期純利益  1,491 1,716 2,228 2,421 

Ⅲ 利益剰余金減少高      

１．配当金  340  339  

２．役員賞与  60  100  

３．その他  0 400 4 444 

Ⅳ 利益剰余金期末残高   10,537  12,513 

      



④【連結キャッシュ・フロー計算書】 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

   

税金等調整前当期純利益  2,947 3,817 

減価償却費  2,557 2,655 

連結調整勘定償却額  △66 △52 

持分法による投資損・益
（△） 

 △207 △279 

退職給付引当金の増・減
（△）額 

 104 93 

役員退職慰労引当金の
増・減（△）額 

 124 △425 

賞与引当金の増・減
（△）額 

 9 159 

貸倒引当金の増・減
（△）額 

 △31 △8 

受取利息及び受取配当金  △66 △91 

支払利息  645 548 

為替差損・益（△）  △74 △115 

投資有価証券売却損・益
（△） 

 △4 △0 

投資有価証券評価損  99 － 

固定資産売却益  △243 － 

固定資産売却損  3 2 

固定資産除却損  362 245 

固定資産評価損  300 － 

特別退職金等  116 － 

減損損失   － 70 

ゴルフ会員権評価損  1 － 

売上債権の増（△）・減
額 

 48 △1,116 

未収入金の増（△）・減
額 

 218 － 

たな卸資産の増（△）・
減額 

 △330 180 

仕入債務の増・減（△）
額 

 △473 897 

役員賞与支払額  △60 △100 

少数株主に負担させた役
員賞与支払額 

 0 － 

その他  230 △111 

小計  6,211 6,373 

 



  
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 

利息及び配当金の受取額  104 144 

利息の支払額  △632 △537 

特別退職金等の支払額  △116 － 

法人税等の支払額等  △1,054 △1,118 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 4,513 4,862 

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 

 △85 △2 

定期預金の払戻による収
入 

 85 17 

貸付による支出  △9 △11 

貸付金の回収による収入  33 46 

関係会社株式の取得によ
る支出  

 － △460 

投資有価証券の取得によ
る支出 

 △42 △83 

投資有価証券の売却によ
る収入 

 7 － 

投資有価証券の償還によ
る収入  

 － 516 

関係会社出資持分増加に
よる支出 

 △195 △109 

有形固定資産の取得によ
る支出 

 △2,712 △3,754 

有形固定資産の売却によ
る収入 

 664 545 

無形固定資産の取得によ
る支出 

 △475 △195 

その他  24 △39 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △2,704 △3,529 

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

   

短期借入による収入  2,272 3,687 

短期借入金の返済による
支出 

 △2,714 △1,431 

長期借入による収入  3,313 960 

長期借入金の返済による
支出 

 △6,358 △5,564 

 



  
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 

社債償還による支出  △100 △100 

自己株式の取得による
支出 

 △6 △11 

配当金の支払額  △340 △339 

連結子会社による自己
株式の取得 

 △11 － 

少数株主への配当金の
支払額 

 △140 △145 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △4,085 △2,944 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係
る換算差額 

 △2 109 

Ⅴ 現金及び現金同等物の
増・減（△）額 

 △2,279 △1,502 

Ⅵ 現金及び現金同等物期首
残高 

 5,741 3,555 

Ⅶ 連結範囲の増加による現
金及び現金同等物の増加
額 

 4 337 

Ⅷ 合併による現金及び現金
同等物の増加額 

 89 － 

Ⅸ 現金及び現金同等物の期
末残高 

※ 3,555 2,390 

    



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．連結の適用に関する事項 (1）連結子会社の数 10社 (1）連結子会社の数 11社 

 主要な連結子会社名 

ミクニ アメリカン コーポレー

ション 

ミクニ（タイランド）カンパニー

リミテッド 

主要な連結子会社名 

ミクニ アメリカン コーポレー

ション 

ミクニ（タイランド）カンパニー

リミテッド 

  なお、前連結会計年度において

非連結子会社でありましたミクニ

ヨーロッパ ゲーエムベーハーに

ついては、重要性が増したことに

より、当連結会計年度から連結の

範囲に含めることにいたしまし

た。 

 また、前連結会計年度において

連結子会社でありましたミクニ 

テキサス カンパニーについて

は、平成16年１月１日付でミクニ

アメリカン コーポレーションと

合併したことにより消滅しており

ます。 

  なお、前連結会計年度において

非連結子会社でありました浙江三

国精密機電有限公司については、

重要性が増したことにより、当連

結会計年度から連結の範囲に含め

ることにいたしました。 

 (2）主要な非連結子会社の名称等 

主要な非連結子会社 

㈱ミクニエーム 

(2）主要な非連結子会社の名称等 

主要な非連結子会社 

ミクニ・アール・ケイ精密㈱ 

 （連結の範囲から除いた理由） 

非連結子会社は、いずれも小規模

であり、合計の総資産、売上高、

当期純損益（持分に見合う額）及

び利益剰余金（持分に見合う額）

等は、いずれも連結財務諸表に重

要な影響を及ぼしていないためで

あります。 

（連結の範囲から除いた理由） 

同左 

２．持分法の適用に関する事

項 

(1）持分法適用の非連結子会社数 ０社 (1）持分法適用の非連結子会社数  １社 

  会社名 

ミクニ・アール・ケイ精密㈱ 

  なお、前連結会計年度において

持分法適用の非連結子会社であり

ました三國通商㈱については、平

成16年10月１日付で当社と合併し

たことにより消滅しております。 

  なお、ミクニ・アール・ケイ精

密㈱については、当連結会計年度

において株式の買増しにより、当

社の持分比率が50％を超えまし

た。これにより、同社は持分法適

用関連会社より持分法適用非連結

子会社となりました。 

 



項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 (2）持分法適用の関連会社数 ２社 (2）持分法適用の関連会社数 １社 

 主要な会社名 

ユーキャル フュエル システム

ズ リミテッド 

主要な会社名 

ユーキャル フュエル システム

ズ リミテッド 

 (3）持分法を適用していない非連結子会

社（㈱ミクニエーム他）及び関連会

社（三國リビングサービス㈱他）

は、それぞれ当期純損益（持分に見

合う額）及び利益剰余金（持分に見

合う額）等からみて、持分法の対象

から除いても連結財務諸表に及ぼす

影響が軽微であり、かつ、全体とし

ても重要性がないため、持分法の適

用範囲から除外しております。 

(3）      同左 

 (4）持分法適用会社のうち、決算日が連

結決算日と異なる会社については、

各社の事業年度に係る財務諸表を使

用しております。 

(4）      同左 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社のうち、ミクニ アメリカ

ン コーポレーション、コービン プロ

パティーズ アイエヌシー、成都三国紅

光機械電子有限公司、ミクニ タイワン 

コーポレーション、ミクニ（タイラン

ド）カンパニーリミテッド、天津三国有

限公司、寧波三国機械電子有限公司、上

海三国精密機械有限公司及びミクニ ヨ

ーロッパ ゲーエムベーハーの決算日は

12月31日であります。 

 連結財務諸表の作成に当たっては、同

決算日現在の財務諸表を使用しておりま

す。ただし、１月１日から連結決算日３

月31日までの期間に発生した重要な取引

については、連結上必要な調整を行って

おります。 

 連結子会社のうち、ミクニ アメリカ

ン コーポレーション、コービン プロ

パティーズ アイエヌシー、成都三国紅

光機械電子有限公司、ミクニ タイワン 

コーポレーション、ミクニ（タイラン

ド）カンパニーリミテッド、天津三国有

限公司、寧波三国機械電子有限公司、上

海三国精密機械有限公司、浙江三国精密

機電有限公司及びミクニ ヨーロッパ 

ゲーエムベーハーの決算日は12月31日で

あります。 

 連結財務諸表の作成に当たっては、同

決算日現在の財務諸表を使用しておりま

す。ただし、１月１日から連結決算日３

月31日までの期間に発生した重要な取引

については、連結上必要な調整を行って

おります。 

 



項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

４．会計処理基準に関する事

項 

    

（1）重要な資産の評価基準 

及び評価方法 

(イ）有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 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、売却原価は主とし

て移動平均法により算定）を採用

しております。 

(イ）有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

 時価のないもの 

 主として移動平均法による原価

法を採用しております。 

時価のないもの 

同左 

 (ロ）デリバティブ 

 時価法によっております。 

 但し、特例処理の要件を満たす

金利スワップ取引及び金利キャッ

プ取引については時価評価せず、

その金銭の受払の純額等を当該資

産又は負債に係る利息に加減して

処理しております。 

(ロ）デリバティブ 

同左 

 (ハ）たな卸資産 

 主として総平均法による原価法

を採用しております。 

(ハ）たな卸資産 

同左 

(2）重要な減価償却資産の 

減価償却の方法 

(イ）有形固定資産 

 当社の建物及び在外連結子会社

の保有する有形固定資産は定額法

を、その他の有形固定資産は定率

法を採用しております。 

（ただし、その他の有形固定資産

のうち、国内連結子会社の平成10

年４月１日以降に取得した建物に

ついては、定額法によっておりま

す。） 

(イ）有形固定資産 

同左 

  なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。 

 

 建物及び構築物    15～50年 

機械装置及び運搬具  ５～13年 

 

 (ロ）無形固定資産 

 当社及び国内連結子会社は定額

法を、在外連結子会社は所在地国

の会計基準の規定に基づく定額法

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）に基づいておりま

す。 

(ロ）無形固定資産 

同左 

 



項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(3）重要な引当金の計上基 

準 

(イ）貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒損失

に備えるため、当社及び国内連結

子会社は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

能性を勘案し、回収不能見込額を

計上しております。また在外連結

子会社は主として特定の債権につ

いて回収不能見込額を計上してお

ります。 

(イ）貸倒引当金 

同左 

 (ロ）賞与引当金 

 当社及び国内連結子会社は、従

業員に対して支給する賞与の支出

に充てるため、支給見込額に基づ

き計上しております。 

(ロ）賞与引当金 

同左 

 (ハ）退職給付引当金 

 当社及び国内連結子会社におい

て従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における退

職給付債務及び年金資産の見込額

に基づき計上しております。 

 なお、会計基準変更時差異につ

いては、15年による均等額を費用

処理、また、過去勤務債務は、各

連結会計年度の発生時の従業員の

平均残存勤務期間による定額法に

より処理しております。 

 数理計算上の差異は、各連結会

計年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間による定額法に

より按分した額を、それぞれ発生

の翌連結会計年度から処理するこ

ととしております。 

(ハ）退職給付引当金 

同左 

 



項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 (ニ）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出に備え

て、当社は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。 

(ニ）     ──────── 

  

  

  

  

（追加情報） 

 役員の退職慰労金の支出に備え

て、当社は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

りましたが、平成17年６月29日開

催の定時株主総会終結の時をもっ

て役員退職慰労金制度を廃止しま

した。これに伴い、これまでの在

任期間に応じた役員退職慰労金が

499百万円で確定し、その支出の支

払い時期はそれぞれの対象者の退

任時とすることを同株主総会にて

決議しましたので、確定した役員

退職慰労金499百万円については、

固定負債の「その他」に含めて表

示しております。 

(4）重要な外貨建の資産又 

は負債の本邦通貨への 

換算の基準 

 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、在外連結子会社等

の資産及び負債は、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円貨

に換算し、換算差額は少数株主持分

及び資本の部における為替換算調整

勘定に含めて計上しております。 

同左 

(5）重要なリース取引の処 

理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、主

として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 

 



項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(6）重要なヘッジ会計の方 

法 

(イ）ヘッジ会計の方法 

 ヘッジ要件を満たす通貨スワッ

プ、通貨オプションについては繰

延ヘッジ処理を採用しており、金

利スワップ、金利キャップのうち

特例処理の要件を満たしているも

のは、特例処理を採用しておりま

す。 

(イ）ヘッジ会計の方法 

同左 

 (ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象 (ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段  ヘッジ対象 

通貨スワップ  外貨建買掛金、

外貨建予定仕入

通貨オプション  外貨建買掛金、

外貨建予定仕入

金利スワップ  借入金 

金利キャップ  借入金 

ヘッジ手段  ヘッジ対象 

同左  同左 

   
   
   

 (ハ）ヘッジ方針 

 主として当社の内部規程であり

ます「市場リスク管理規程」に基

づき、為替変動リスク及び金利変

動リスクをヘッジしております。 

(ハ）ヘッジ方針 

同左 

 (ニ）ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ手段とヘッジ対象に関す

る重要な条件が同一であり、ヘッ

ジ開始時及びその後も継続して、

為替相場の変動を完全に相殺する

ものと想定することができるた

め、あるいは、取引すべてが将来

の購入予定に基づくものであり、

実行の可能性が極めて高いため、

有効性があると判定しておりま

す。 

 また、ヘッジ手段の想定元本等

とヘッジ対象の元本等が一致して

おり、金利スワップ等の特例処理

の要件に該当すると判定されるも

のについては、当該判定をもって

有効性の判定に代えております。 

(ニ）ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(7）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

理は税抜方式を採用しておりま

す。 

消費税等の会計処理 

同左 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価につ

いては、全面時価評価法を採用しており

ます。 

同左 

６．連結調整勘定の償却に関

する事項 

 連結調整勘定の償却については、５年

間の均等償却を行っております。 

同左 

 



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

７．利益処分項目等の取扱い

に関する事項 

 連結剰余金計算書は、連結会社の利益

処分又は損失処理について、連結会計年

度中に確定した利益処分又は損失処理に

基づいて作成しております。 

同左 

８．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 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 ────── （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当連結会計年度より、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軽微であります。 



注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

※１ 非連結子会社及び関連会社に対する主なものは次

のとおりであります。 

※１ 非連結子会社及び関連会社に対する主なものは次

のとおりであります。 

投資有価証券（株式） 1,475百万円 

その他の投資（出資金） 822百万円 

投資有価証券（株式） 2,648百万円 

その他の投資（出資金） 154百万円 

   

「投資有価証券（株式）」には、平成18年４月26

日設立予定のピーティー ミクニ インドネシアに

対する新株払込金464百万円が含まれております。 

※２ 担保に供している資産並びに担保対象債務は次の

とおりであります。 

※２ 担保に供している資産並びに担保対象債務は次の

とおりであります。 

 (1）担保資産  (1）担保資産 

 
区分 

工場財団 
(百万円) 

その他 
(百万円) 

計(百万円)

建物及び
構築物 

4,721 2,138 6,859 

機械及び
装置 

4,056 868 4,925 

土地 6,892 3,938 10,830 

現金及び
預金 

－ 39 39 

受取手形
及び売掛
金 

－ 1,080 1,080 

投資有価
証券 

－ 1,711 1,711 

たな卸資
産 

－ 1,472 1,472 

計 15,670 11,247 26,918 

 
区分 

工場財団 
(百万円) 

その他 
(百万円) 

計(百万円)

建物及び
構築物 

4,585 1,083 5,669 

機械及び
装置 

4,321 － 4,321 

土地 6,892 2,683 9,575 

現金及び
預金 

－ 142 142 

受取手形
及び売掛
金 

－ 1,233 1,233 

投資有価
証券 

－ 1,999 1,999 

たな卸資
産 

－ 1,299 1,299 

計 15,799 8,441 24,241 

 (2）担保対象債務  (2）担保対象債務 

 
区分 

金額 
（百万円） 

金額 
（百万円） 

短期借入金 2,425 (555) 

１年以内返済長
期借入金 

4,324 (3,384) 

長期借入金 6,963 (5,507) 

計 13,713 (9,447) 

 
区分 

金額 
（百万円） 

金額 
（百万円） 

短期借入金 2,620 (555) 

１年以内返済長
期借入金 

3,162 (2,589) 

長期借入金 3,955 (2,918) 

計 9,738 (6,062) 

 （ ）書きは内数で工場財団設定対象債務で

あります。 

 （ ）書きは内数で工場財団設定対象債務で

あります。 

 



前連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

※３ 当社が「土地再評価に関する法律」(平成10年３月

31日公布法律第34号)及び「土地再評価に関する法

律の一部を改正する法律」(平成11年３月31日改

正)に基づき、有形固定資産の事業用の土地の再評

価を行い、当該評価差額のうち税金相当額を「再

評価に係る繰延税金負債」として負債の部の固定

負債に2,965百万円を計上し、これを控除した金額

を「土地再評価差額金」として資本の部に4,503百

万円を計上しております。 

再評価の方法 

「土地再評価に関する法律」及び「土地再評価

に関する法律の一部を改正する法律」第３条第

３項に定める再評価の方法については、土地の

再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日

公布政令第119号）第２条第４号に定める地価税

法（平成３年法律第69号）第16条に規定する地

価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額

に、合理的な調整を行って計算しております。 

※３ 当社が「土地再評価に関する法律」(平成10年３月

31日公布法律第34号)及び「土地再評価に関する法

律の一部を改正する法律」(平成11年３月31日改

正)に基づき、有形固定資産の事業用の土地の再評

価を行い、当該評価差額のうち税金相当額を「再

評価に係る繰延税金負債」として負債の部の固定

負債に2,965百万円を計上し、これを控除した金額

を「土地再評価差額金」として資本の部に4,503百

万円を計上しております。 

再評価の方法 

「土地再評価に関する法律」及び「土地再評価

に関する法律の一部を改正する法律」第３条第

３項に定める再評価の方法については、土地の

再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日

公布政令第119号）第２条第４号に定める地価税

法（平成３年法律第69号）第16条に規定する地

価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額

に、合理的な調整を行って計算しております。 

 再評価を行った年月日 平成12年３月31日

再評価を行った土地の期末に

おける時価と再評価後の帳簿

価額との差額 △2,632百万円

 再評価を行った年月日 平成12年３月31日

再評価を行った土地の期末に

おける時価と再評価後の帳簿

価額との差額 △2,602百万円

 ４ 保証債務  ４ 保証債務 

 １．連結会社以外の会社の金融機関等からの借入

金に対し次のとおり保証を行っております。 

 １．連結会社以外の会社の金融機関等からの借入

金に対し次のとおり保証を行っております。 

 ㈱ミクニ エステート 24百万円 

計 24百万円 

 ㈱ミクニ エステート 49百万円 

計 49百万円 

 ２．連結会社以外の会社の金融機関からの借入に

対し次のとおり念書を差し入れております。 

 ２．         ───────── 

 ㈱ミクニ エステート ３百万円 

計 ３百万円 

  

 ５ 受取手形割引高 47百万円 

（うち外貨分） （13百万円）

（外貨額） （126千US$）

 ５ 受取手形割引高 58百万円 

（うち外貨分） （40百万円）

（外貨額） （341千US$）

※６ 当社の借入金のうち、長期借入金1,820百万円（１

年以内返済予定長期借入金560百万円を含む）には

以下の財務制限条項がついており、これに抵触し

た場合、借入先の要求に基づき該当する借入金を

一括返済することがあります。 

（1）各決算期末または各中間期末における連結決

算及び単体決算において、自己資本の金額が、

それぞれ平成14年３月末決算期における貸借対

照表上の自己資本の金額の75％を下回らないこ

と。 

（2）各決算期末における連結決算及び単体決算に

おいて、経常損益及び税引後当期純利益が２期

連続赤字にならないこと。 

※６ 当社の借入金のうち、長期借入金1,260百万円（１

年以内返済予定長期借入金560百万円を含む）には

以下の財務制限条項がついており、これに抵触し

た場合、借入先の要求に基づき該当する借入金を

一括返済することがあります。 

（1）各決算期末または各中間期末における連結決

算及び単体決算において、自己資本の金額が、

それぞれ平成14年３月末決算期における貸借対

照表上の自己資本の金額の75％を下回らないこ

と。 

（2）各決算期末における連結決算及び単体決算に

おいて、経常損益及び税引後当期純利益が２期

連続赤字にならないこと。 

 



前連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

※７  当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、

取引銀行７行とコミットメントライン契約（特定

融資枠契約）を締結しております。 

 この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実

行残高は次のとおりであります。 

※７  当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、

取引銀行６行とコミットメントライン契約（特定

融資枠契約）を締結しております。 

 この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実

行残高は次のとおりであります。 

 

 なお、この契約には以下の財務制限条項がつい

ており、これに抵触した場合、借入先の要求に基

づき該当する借入金を一括返済することがありま

す。 

コミットメントラインの総額 2,500百万円

借入実行残高 1,137百万円

差引額 1,363百万円

 

 なお、この契約には以下の財務制限条項がつい

ており、これに抵触した場合、借入先の要求に基

づき該当する借入金を一括返済することがありま

す。 

コミットメントラインの総額 2,500百万円

借入実行残高 1,000百万円

差引額 1,500百万円

 （1）各年度の決算期の末日における連結の貸借対

照表上に記載される資本の部の合計金額を、平

成16年３月31日における連結の貸借対照表上に

記載される資本の部の合計金額の75％以上に維

持すること。 

（2）各年度の決算期の末日における単体の貸借対

照表上に記載される資本の部の合計金額を、平

成16年３月31日における単体の貸借対照表上に

記載される資本の部の合計金額の75％以上に維

持すること。 

 （1）各年度の決算期の末日における連結の貸借対

照表上に記載される資本の部の合計金額を、平

成16年３月31日における連結の貸借対照表上に

記載される資本の部の合計金額の75％以上に維

持すること。 

（2）各年度の決算期の末日における単体の貸借対

照表上に記載される資本の部の合計金額を、平

成16年３月31日における単体の貸借対照表上に

記載される資本の部の合計金額の75％以上に維

持すること。 

※８ 当社の発行済株式総数は、普通株式34,049,423株

であります。 

※８ 当社の発行済株式総数は、普通株式34,049,423株

であります。 

※９ 当社が保有する自己株式の数は、普通株式71,143

株であります。 

※９ 当社が保有する自己株式の数は、普通株91,065株

であります。 



（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

※１ 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。 

※１ 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。 

 賞与引当金繰入額 230百万円 

貸倒引当金繰入額 10百万円 

役員退職慰労引当金繰入額 124百万円 

退職給付費用 66百万円 

給料手当・賞与 2,858百万円 

支払運賃 1,627百万円 

 賞与引当金繰入額 240百万円 

貸倒引当金繰入額 15百万円 

役員退職慰労引当金繰入額 8百万円 

退職給付費用 50百万円 

給料手当・賞与 2,834百万円 

支払運賃 1,704百万円 

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費の総額            1,267百万円 

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費の総額            1,384百万円 

※３ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 ※３ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 

 機械装置及び運搬具 1百万円 

土地 241百万円 

計 243百万円 

 建物及び構築物 7百万円 

機械装置及び運搬具 6百万円 

計 13百万円 

※４ 固定資産売却等損失の内容は次のとおりでありま

す。 

※４ 固定資産売却等損失の内容は次のとおりでありま

す。 

 （売却）   

機械装置及び運搬具 1百万円 

その他 2百万円 

計 3百万円 

（除却）   

建物及び構築物 34百万円 

機械装置及び運搬具 173百万円 

工具器具備品 154百万円 

計 362百万円 

 （売却）   

建物及び構築物 1百万円 

機械装置及び運搬具 1百万円 

工具器具備品 0百万円 

計 2百万円 

（除却）   

建物及び構築物 60百万円 

機械装置及び運搬具 175百万円 

工具器具備品 10百万円 

計 245百万円 

※５ 特別退職金等は、在外連結子会社において当連結

会計年度に業態変更を行い、工場を閉鎖したこと

に伴う従業員の早期退職金であります。 

※５ ────── 



（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

（リース取引関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

   現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

   現金及び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 

（平成17年３月31日現在） （平成18年３月31日現在） 

 （百万円）

現金及び預金勘定 3,584 

預入期間が３か月を超える定期

預金 
△28 

現金及び現金同等物 3,555 

 （百万円）

現金及び預金勘定 2,404 

預入期間が３か月を超える定期

預金 
△14 

現金及び現金同等物 2,390 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 至 平成18年３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（借主） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引（借主） 

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 
(百万円) 

減価償却
累計額相
当額（百
万円） 

期末残高
相当額 
(百万円) 

機械装置及び
運搬具 

240 167 72 

工具器具備品 3,566 1,936 1,629 

その他の無形
固定資産 
(ソフトウェア) 

8 3 4 

合計 3,814 2,108 1,706 

 
取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額相
当額（百
万円） 

期末残高
相当額 
(百万円) 

機械装置及び
運搬具 

192 87 104 

工具器具備品 3,016 1,574 1,441 

その他の無形
固定資産 
(ソフトウェア)

9 3 5 

合計 3,218 1,665 1,552 

（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。 

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 835百万円 

１年超 871百万円 

合計 1,706百万円 

１年内 782百万円 

１年超 770百万円 

合計 1,552百万円 

（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。 

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 840百万円 

減価償却費相当額 840百万円 

支払リース料 1,087百万円 

減価償却費相当額 1,087百万円 

４．減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 



（有価証券関係） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

３．前連結会計年度及び当連結会計年度中に償還されたその他有価証券 

種類 

前連結会計年度（平成17年３月31日） 当連結会計年度（平成18年３月31日） 

取得原価 
（百万円） 

連結貸借対
照表計上額 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

取得原価 
（百万円） 

連結貸借対
照表計上額 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

連結貸借対照表計上額が取得原

価を超えるもの 
      

(1）株式 1,790 3,840 2,049 1,909 5,779 3,870 

(2）債券             

① 国債・地方債等 － － － － － － 

② 社債 － － － － － － 

③ その他 － － － － － － 

(3）その他 － － － － － － 

小計 1,790 3,840 2,049 1,909 5,779 3,870 

連結貸借対照表計上額が取得原

価を超えないもの 
      

(1）株式 50 42 △8 15 12 △2 

(2）債券             

① 国債・地方債等 － － － － － － 

② 社債 － － － － － － 

③ その他 － － － － － － 

(3）その他 － － － － － － 

小計 50 42 △8 15 12 △2 

合計 1,840 3,882 2,041 1,924 5,792 3,867 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

売却額（百万円） 
売却益の合計額 
（百万円） 

売却損の合計額 
（百万円） 

売却額（百万円）
売却益の合計額 
（百万円） 

売却損の合計額 
（百万円） 

7 4 － 0 0 － 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

償還額（百万円） 
償還益の合計額 
（百万円） 

償還損の合計額 
（百万円） 

償還額（百万円）
償還益の合計額 
（百万円） 

償還損の合計額 
（百万円） 

－ － － 516 16 － 



４．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 
前連結会計年度（平成17年３月31日） 当連結会計年度（平成18年３月31日） 

連結貸借対照表計上額（百万円） 連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券   

非上場株式 526 27 

非上場外国債券 13 14 

前連結会計年度  当連結会計年度 

 （注）  当連結会計年度において、その他有価証券

で時価のある株式について99百万円の減損処

理を行っております。 

 なお、減損処理は、当連結会計年度末にお

ける時価が取得価額に対して著しく下落し、

回復の見込みがないものを対象としておりま

すが、その際には、当連結会計年度における

株価と簿価との乖離幅の変動状況並びに発行

会社の最近の業績等を総合的に検討して株価

の回復可能性を判断しております。 

  （注）  当連結会計年度において、その他有価証券

で時価のある株式については、減損処理を行

っておりません。 

 なお、減損処理は、当連結会計年度末にお

ける時価が取得価額に対して著しく下落し、

回復の見込みがないものを対象としておりま

すが、その際には、当連結会計年度における

株価と簿価との乖離幅の変動状況並びに発行

会社の最近の業績等を総合的に検討して株価

の回復可能性を判断しております。 



（デリバティブ取引関係） 

１ 取引の状況に関する事項 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(1）取引の内容 

 利用しているデリバティブ取引は、通貨関連では通

貨スワップ取引、通貨オプション取引及び為替予約取

引、金利関連では金利スワップ取引及び金利キャップ

取引であります。 

(1）取引の内容 

同左 

(2）取引に対する取組方針 

 デリバティブ取引は、将来の為替・金利の変動によ

るリスク回避を目的としており、投機的な取引は行わ

ない方針であります。 

(2）取引に対する取組方針 

同左 

(3）取引の利用目的 

 デリバティブ取引は、通貨関連では外貨建金銭債権

債務の為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保

を図る目的で、また金利関連では、借入金利の将来の

金利市場における利率上昇による変動リスクの回避、

並びに資金調達コストの削減を図る目的で利用してお

ります。 

 なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行

っております。 

(3）取引の利用目的 

同左 

① ヘッジ会計の方法 

 ヘッジ要件を満たす通貨スワップ、通貨オプショ

ンについては繰延ヘッジ処理を採用しており、金利

スワップ、金利キャップのうち特例処理の要件を満

たしているものは、特例処理を採用しております。 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段  ヘッジ対象 

通貨スワップ  外貨建買掛金 

  外貨建予定仕入 

通貨オプション  外貨建買掛金 

  外貨建予定仕入 

金利スワップ  借入金 

金利キャップ  借入金 

ヘッジ手段  ヘッジ対象 

同左  同左 

   
   
   
   
   

③ ヘッジ方針 

 主として当社の内部規程であります「市場リスク

管理規程」に基づき、為替変動リスク及び金利変動

リスクをヘッジしております 

③ ヘッジ方針 

同左 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同

一であり、ヘッジ開始時及びその後も継続して、為

替相場の変動を完全に相殺するものと想定すること

ができるため、あるいは、取引すべてが将来の購入

予定に基づくものであり、実行の可能性が極めて高

いため、有効性があると判定しております。 

 また、ヘッジ手段の想定元本等とヘッジ対象の元

本等が一致しており、金利スワップ等の特例処理の

要件に該当すると判定されるものについては、当該

判定をもって有効性の判定に代えております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

 



２ 取引の時価等に関する事項 

 通貨関連 

次へ  

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(4）取引に係るリスクの内容 

 取引相手の契約不履行による信用リスクを回避する

ため、信用度の高い国内の銀行とのみ取引を行ってお

ります。 

 全ての取引はヘッジ目的で行っておりますが、利用

している金利スワップ取引の内、受取固定・支払変動

の取引に関しては、将来の金利変動に係るリスクを有

しております。 

(4）取引に係るリスクの内容 

同左 

(5）取引に係るリスク管理体制 

 デリバティブ取引については、財務担当部門が執

行・管理しており、取引権限及び取引限度額について

内規に従い、取引の都度決裁担当者の承認を得て行っ

ております。 

(5）取引に係るリスク管理体制 

同左 

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明 

 取引の時価等に関する事項についての契約額等は、

あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約

額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデ

リバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあり

ません。 

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明 

同左 

区分 種類 

前連結会計年度（平成17年３月31日） 当連結会計年度（平成18年３月31日） 

契約額等 
（百万円） 

契約額等
のうち１
年超 
（百万円） 

時価 
（百万円）

評価損益 
（百万円）

契約額等 
（百万円）

契約額等
のうち１
年超 
（百万円） 

時価 
（百万円） 

評価損益 
（百万円）

市場取引

以外の取

引 

為替予約取引         

売建         

米ドル 44 － 45 △1 88 － 92 △3 

買建         

米ドル 1,490 － 1,520 30 1,897 － 1,912 14 

合計 － － － 29 － － － 10 

前連結会計年度  当連結会計年度 

 （注）１．時価の算定方法 

期末の時価は先物相場を使用しておりま

す。 

  （注）１．時価の算定方法 

同左 

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ

取引は除いております。 

 ２.       同左 



（退職給付関係） 

１．採用している退職給付制度の概要 

 当社及び国内連結会社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度、企業年金基金制度を設けております。国

内連結子会社は、平成17年４月に退職一時金制度の一部について確定拠出年金制度へ移行しました。 

２．退職給付債務に関する事項 

 ※１．前連結会計年度において、当社は退職金制度をポイント制に移行し、厚生年金基金制度は確定給付企業年金制度

への移行を行ったため、過去勤務債務（債務の減額）が発生しております。 

２．国内連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。 

３．退職給付費用に関する事項 

 ※１．簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、(1)勤務費用に含めて記載しております。 

２．国内連結子会社の確定拠出年金への移行に伴い、その影響額を特別損失としたものであります。 

３．上記以外に臨時で支払った割増退職金は、前連結会計年度116百万円であります。 

 
注記 
番号 

前連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

(1）退職給付債務（百万円） 
※１ 

※２ 
△8,521 △8,742 

(2）年金資産（百万円） ※２ 3,405 3,482 

(3）未積立退職給付債務 (1)＋(2)（百万円）  △5,115 △5,260 

(4）会計基準変更時差異の未処理額（百万円）  1,975 1,758 

(5）未認識過去勤務債務（債務の減額） 

（百万円） 
※１ △1,364 △1,252 

(6）未認識数理計算上の差異（債務の増額）（百

万円） 
 68 224 

(7）連結貸借対照表計上額純額 (3)＋(4)＋(5)＋

(6)(百万円) 
 △4,435 △4,529 

(8）前払年金費用（百万円）  － － 

(9）退職給付引当金 (7)－(8)（百万円）  △4,435 △4,529 

 
 注記 

 番号 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(1）勤務費用（百万円） ※１ 363 351 

(2）利息費用（百万円）  261 248 

(3）期待運用収益（減算）（百万円）  △152 △160 

(4）会計基準変更時差異の費用処理額 

（百万円） 
 197 195 

(5）過去勤務債務の費用処理額（減算） 

（百万円） 
 △95 △112 

(6）数理計算上の差異の費用処理額（百万円）  53 31 

(7）退職給付費用 (1)＋(2)＋(3)＋(4)＋(5)＋

(6)（百万円） 
 628 554 

(8）確定拠出年金制度への移行に伴う損益 

（百万円） 
※２ － 20 

計(7)＋(8)  628 574 



４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 ※１．当連結会計年度末において、割引率を従来の3.0％から2.0％へ変更しております。 

 
 注記 

 番号 

前連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

(1）退職給付見込額の期間配分方法  期間定額基準 同左 

(2）割引率（％） ※１ 3.0 2.0 

(3）期待運用収益率（％）  5.0 5.0 

(4）過去勤務債務の額の処理年数（年）  13～15 13～16 

  

（発生時の当社及び国内連

結子会社の従業員の平均残

存勤務期間による定額法に

より処理しております。） 

同左 

(5）数理計算上の差異の処理年数（年）  13～15 13～16 

  

（各連結会計年度の発生時

における当社及び国内連結

子会社の従業員の平均残存

勤務期間による定額法によ

り按分した額をそれぞれ発

生の翌連結会計年度から処

理しております。） 

同左 

(6）会計基準変更時差異の処理年数（年）  15 15 



（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 

 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。 

 
前連結会計年度 

（平成17年３月31日）
 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日）

  （百万円）  （百万円） 

繰延税金資産      

退職給付引当金繰入超過額 1,700   1,796  

役員退職慰労引当金 168   －  

未払役員退職慰労金 －   198  

一括償却資産償却超過額 85   111  

賞与引当金繰入超過額 583   646  

未実現利益 228   117  

未払事業税 46   30  

その他 751   1,208  

繰延税金資産小計 3,564   4,110  

評価性引当額 △165   △365  

繰延税金資産合計 3,399   3,744  

      

繰延税金負債      

特別償却準備金 △59   △50  

固定資産圧縮記帳積立金 △8   △8  

その他有価証券評価差額金 △807   △1,533  

その他 △237   △299  

繰延税金負債合計 △1,113   △1,892  

      

繰延税金資産の純額 2,285   1,851  

      

再評価に係る繰延税金負債 △2,965   △2,965  

 
前連結会計年度 

（平成17年３月31日）
 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日）

  （百万円）  （百万円） 

流動資産－繰延税金資産 1,001   1,106  

固定資産－繰延税金資産 1,518   1,045  

固定負債－繰延税金負債 △234   △299  



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 

 
前連結会計年度 

（平成17年３月31日）

 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日）

 （％）  （％） 

法定実効税率 39.7   39.7  

（調整）        

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.5   1.2  

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.3   △0.0  

住民税等均等割 1.1   0.8  

繰越欠損金 △1.7   △0.5  

持分法投資損益 △2.8   △2.9  

評価性引当額 5.6   0.5  

未実現利益 3.1   －  

海外子会社等の税率差異 △4.4   －  

税額控除 △6.1   △7.0  

その他 3.4   △1.2  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 39.1   30.6  



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

最近２連結会計年度の事業の種類別セグメント情報は、次のとおりであります。 

前連結会計年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

 （注）１．事業区分の方法 

      事業は、製造方法及び販売方法の類似性等に基づき区分しております。 

２．各事業区分の主要製品 

 
自動車関連
品事業 
（百万円） 

生活・環境
関連品事業 
（百万円） 

輸入品販売
等事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全
社 
（百万円） 

連結 
(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 56,656 7,751 11,342 75,750 － 75,750 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ － － － － － 

計 56,656 7,751 11,342 75,750 － 75,750 

営業費用 52,615 8,136 11,300 72,052 － 72,052 

営業利益又は営業損失

（△） 
4,040 △385 41 3,697 － 3,697 

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本

的支出 
      

資産 58,517 7,851 7,284 73,653 － 73,653 

減価償却費 2,031 359 167 2,557 － 2,557 

資本的支出 2,247 382 220 2,850 － 2,850 

事業区分 売上区分 主要製品 

自動車関連品事

業 

燃料噴射関連品 スロットルボデー、インテークマニホールド 

気化器類 
小型四輪用気化器、軽四輪用気化器、二輪用気化器、汎用気化器、気化

器部品類、ダイカスト製品類 

補器類 可変バルブタイミング、バキュームポンプ 

ポンプ類 オイルポンプ、燃料ポンプ、トロコイドポンプ、樹脂燃料ポンプ 

生活・環境関連

品事業 

ガス制御機器類 ガス用立ち消え安全装置、電磁弁、ガス用比例制御弁 

暖房器類 
バス用ヒーター、建設機械用ヒーター、小型温気ヒーター、超音波加湿

器 

福祉介護機器類 医療・福祉機器 

健康・美容機器類 噴霧機器、酸化イオン水生成器 

その他 
建設機械用排ガス低減装置、粒子状物質減少装置、基板類、チャイルド

シート等 

輸入品販売等事

業 

航空機部品類 航空宇宙用機器・部品・附属品、航空機部品 

芝刈り機類 芝刈り機、芝管理機械、ゴルフ場整備機械 

その他 不動産管理、ＯＡ機器部品類等 



３．事業区分の変更 

 従来、事業の種類別セグメント情報の事業区分は、「自動車関連品事業」「制御機器関連品事業」及び

「その他販売品事業」としておりましたが、当連結会計年度より、従来区分の「制御機器関連品事業」を構

成するガス制御機器類、暖房器類及びその他（基板類）の全てに「その他販売品事業」に属していた医療・

福祉機器の福祉介護機器類、噴霧機器、酸化イオン水生成器の健康・美容機器類、建設機械用排ガス低減装

置、粒子状物質減少装置及びチャイルドシート等を加えて「生活・環境関連品事業」とし、「その他販売品

事業」に属していた上記を除く航空機部品類、芝刈り機類、その他の不動産管理等を「輸入品販売等事業」

とすることにいたしました。 

 この事業区分と事業名称の変更は、当グループの取扱う製品等の特性と事業活動の状況をより的確に反映

させることで、さらに有用なセグメント情報を開示するために行ったものであります。 

 上記変更に伴い、当連結会計年度の事業の種類別セグメント情報は、従来「制御機器関連品事業」として

おりました外部顧客に対する売上高6,557百万円（セグメント間の内部売上高又は振替高なし）及び営業費

用6,304百万円の全額と、従来「その他販売品事業」に含めておりました外部顧客に対する売上高1,193百万

円（セグメント間の内部売上高又は振替高なし）及び営業費用1,832百万円をそれぞれ合算し、「生活・環

境関連品事業」として開示しております。 

 また、従来「その他販売品事業」に含めておりました上記金額を除く外部顧客に対する売上高11,342百万

円（セグメント間の内部売上高又は振替高なし）及び営業費用11,300百万円を「輸入品販売等事業」として

開示しております。 

 なお、当連結会計年度のセグメント情報を、前連結会計年度において用いた事業区分の方法により区分す

ると次のようになります。 

（注）上表には、当連結会計年度より新規に連結の範囲に含めた連結子会社の数値を含んでおります。 

 
自動車関連
品事業 
（百万円） 

制御機器関
連品事業 
（百万円） 

その他販売
品事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全
社 
（百万円） 

連結 
(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 56,656 6,557 12,536 75,750 － 75,750 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ － － － － － 

計 56,656 6,557 12,536 75,750 － 75,750 

営業費用 52,615 6,304 13,132 72,052 － 72,052 

営業利益又は営業損失

（△） 
4,040 253 △596 3,697 － 3,697 

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本

的支出 
      

資産 58,517 6,731 8,403 73,653 － 73,653 

減価償却費 2,031 300 226 2,557 － 2,557 

資本的支出 2,247 320 283 2,850 － 2,850 



当連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 （注）１．事業区分の方法 

      事業は、製造方法及び販売方法の類似性等に基づき区分しております。 

２．各事業区分の主要製品 

 
自動車関連
品事業 
（百万円） 

生活・環境
関連品事業 
（百万円） 

輸入品販売
等事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全
社 
（百万円） 

連結 
(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 61,110 8,217 16,449 85,777 － 85,777 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ － － － － － 

計 61,110 8,217 16,449 85,777 － 85,777 

営業費用 57,038 8,576 16,171 81,786 － 81,786 

営業利益又は営業損失

（△） 
4,072 △358 277 3,990 － 3,990 

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本

的支出 
      

資産 61,836 8,775 8,020 78,632 － 78,632 

減価償却費 2,013 474 141 2,629 － 2,629 

資本的支出 3,022 789 224 4,036 － 4,036 

事業区分 売上区分 主要製品 

自動車関連品事

業 

燃料噴射関連品 スロットルボデー、インテークマニホールド 

気化器類 
小型四輪用気化器、軽四輪用気化器、二輪用気化器、汎用気化器、気化

器部品類、ダイカスト製品類 

補器類 可変バルブタイミング、バキュームポンプ 

ポンプ類 オイルポンプ、燃料ポンプ、トロコイドポンプ、樹脂燃料ポンプ 

生活・環境関連

品事業 

ガス制御機器類 ガス用立ち消え安全装置、電磁弁、ガス用比例制御弁 

暖房器類 バス用ヒーター、建設機械用ヒーター、小型温気ヒーター、加湿器 

福祉介護機器類 医療・福祉機器 

健康・美容機器類 噴霧機器、酸化イオン水生成器 

その他 チャイルドシート、基板類、粒子状物質減少装置等 

輸入品販売等事

業 

航空機部品類 航空宇宙用機器・部品・附属品、航空機部品 

芝刈り機類 芝刈り機、芝管理機械、ゴルフ場整備機械 

その他 不動産管理等 



【所在地別のセグメント情報】 

最近２連結会計年度の所在地別セグメント情報は、次のとおりであります。 

前連結会計年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）北米………米国 

(2）欧州………ドイツ 

(3）アジア……中国、台湾、タイ 

３．所在地別セグメント情報の区分の方法は、従来「日本」「北米」及び「アジア」としていましたが、当連結

会計年度より欧州（ドイツ）に所在するミクニ ヨーロッパ ゲーエムベーハーが連結子会社となったた

め、当連結会計年度より「欧州」を加えて記載することとしました。 

当連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）北米………米国 

(2）欧州………ドイツ 

(3）アジア……中国、台湾、タイ 

 
日本 

（百万円） 
北米 

（百万円） 
欧州 

（百万円） 
アジア 
(百万円) 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業利益        

売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 59,026 5,895 1,259 9,569 75,750 － 75,750 

(2）セグメント間の内部売上高又は振

替高 
7,935 6,142 63 2,849 16,991 （16,991) － 

計 66,961 12,038 1,323 12,419 92,742 （16,991) 75,750 

営業費用 64,743 12,070 1,289 10,814 88,918 （16,865) 72,052 

営業利益 2,218 △32 33 1,604 3,823 （   126) 3,697 

Ⅱ 資産 66,619 4,324 409 9,674 81,028 （ 7,374) 73,653 

 
日本 

（百万円） 
北米 

（百万円） 
欧州 

（百万円） 
アジア 
(百万円) 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業利益        

売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 66,936 5,381 1,289 12,168 85,777 － 85,777 

(2）セグメント間の内部売上高又は振

替高 
7,986 10,157 81 2,758 20,984 (20,984) － 

計 74,923 15,539 1,371 14,927 106,761 (20,984) 85,777 

営業費用 72,685 15,328 1,325 13,112 102,451 (20,665) 81,786 

営業利益 2,237 211 45 1,814 4,309 (   319) 3,990 

Ⅱ 資産 68,045 4,700 350 13,747 86,842 ( 8,210) 78,632 



【海外売上高】 

最近２連結会計年度の海外売上高は、次のとおりであります。 

前連結会計年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）北米………米国 

(2）欧州………ドイツ、イタリア 

(3）アジア……中国、台湾、韓国、タイ、インド、インドネシア 

(4）その他……オーストラリア、ニュージーランド、ブラジル 

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

当連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）北米………米国 

(2）欧州………ドイツ、イタリア 

(3）アジア……中国、台湾、韓国、タイ、インド、インドネシア 

(4）その他……ニュージーランド、オーストラリア、イラン、ブラジル他 

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

 北米 欧州 アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 5,810 1,559 12,586 29 19,985 

Ⅱ 連結売上高(百万円) － － － － 75,750 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合(％) 
7.7 2.1 16.6 0.0 26.4 

 北米 欧州 アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 5,432 1,498 14,492 177 21,601 

Ⅱ 連結売上高(百万円) － － － － 85,777 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合(％) 
6.3 1.7 16.9 0.2 25.2 



【関連当事者との取引】 

前連結会計年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

子会社等 

 （注）１．取引金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

製品の輸送及び梱包・保管料については、市場価格を勘案して、毎期価格交渉のうえ、一般取引条件と同様

に決定しております。 

当連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

子会社等 

 （注）１．取引金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

製品の輸送及び梱包・保管料については、市場価格を勘案して、毎期価格交渉のうえ、一般取引条件と同様

に決定しております。 

（１株当たり情報） 

 （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。 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

属性 
会社等の
名称 

住所 
資本金又
は出資金 
（百万円） 

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 

取引内容 
取引金額 
（百万円） 

科目 
期末残高
(百万円)役員の

兼任等 
事業上の
関係 

関連会社 
三國物流サ

ービス㈱ 

神奈川県

小田原市 
96 運送業 

（所有） 

直接20.0％ 
－ 

当社製品

の輸送及

び梱包・

保管 

当社製品

の輸送及

び梱包・

保管 

1,437 未払費用 139 

属性 
会社等の
名称 

住所 
資本金又
は出資金 
（百万円） 

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 

取引内容 
取引金額 
（百万円） 

科目 
期末残高
(百万円)役員の

兼任等 
事業上の
関係 

関連会社 
三國物流サ

ービス㈱ 

神奈川県

小田原市 
96 運送業 

（所有） 

直接20.0％ 
－ 

当社製品

の輸送及

び梱包・

保管 

当社製品

の輸送及

び梱包・

保管 

1,235 未払費用 127 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

１株当たり純資産額 564.77円

１株当たり当期純利益金額 40.93円

１株当たり純資産額 680.92円

１株当たり当期純利益金額 62.07円

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

 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、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

 
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当期純利益（百万円） 1,491 2,228 

普通株主に帰属しない金額（百万円） 100 120 

（うち利益処分による役員賞与金） (100) (120) 

普通株式に係る当期純利益（百万円） 1,391 2,108 

期中平均株式数（株） 33,988,321 33,968,547 



⑤【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

 （注）１．（ ）内書は、１年以内の償還予定額であります。 

【借入金等明細表】 

 （注）１．平均利率は、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。）の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであ

ります。 

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

会社名 銘柄 発行年月日 
前期末残高
（百万円） 

当期末残高
（百万円） 

利率
（％） 

担保 償還期限 

株式会社ミクニ 
第３回無担保社

債 

平成年月日 

15．３．31 

100 

(100) 

－ 

(－) 
0.38 なし 

平成年月日 

18．３．31 

区分 
前期末残高 
（百万円） 

当期末残高 
（百万円） 

平均利率
（％） 

返済期限 

短期借入金 12,670 15,201 1.6 － 

１年以内に返済予定の長期借入金 5,340 4,451 2.2 － 

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） 9,581 5,900 2.2 平成19年～26年 

その他の有利子負債 － － － － 

合計 27,592 25,553 － － 

 
１年超２年以内 
（百万円） 

２年超３年以内 
（百万円） 

３年超４年以内 
（百万円） 

４年超５年以内 
（百万円） 

長期借入金 3,198 1,696 705 240 



２【財務諸表等】 

(1）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

  
前事業年度 

（平成17年３月31日） 
当事業年度 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％） 

金額（百万円） 
構成比
（％） 

資産の部        

Ⅰ 流動資産        

１．現金及び預金   2,566   1,014  

２．受取手形 ※４  993   907  

３．売掛金 ※４  13,345   15,268  

４．商品   1,606   1,445  

５．製品   1,528   1,353  

６．材料   40   49  

７．仕掛品   2,125   2,160  

８．貯蔵品   224   226  

９. 前渡金   －   26  

10. 前払費用    32   18  

11．短期貸付金    143   186  

12．未収入金   910   1,098  

13．繰延税金資産   831   911  

14．その他   250   115  

貸倒引当金   △290   △236  

流動資産合計   24,308 38.3  24,545 38.1 

 



  
前事業年度 

（平成17年３月31日） 
当事業年度 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％） 

金額（百万円） 
構成比
（％） 

Ⅱ 固定資産        

(1）有形固定資産 ※１       

１．建物  17,979   18,063   

減価償却累計額  11,039 6,940  11,281 6,782  

２．構築物  2,603   2,599   

減価償却累計額  2,125 478  2,162 436  

３．機械及び装置  25,886   25,509   

減価償却累計額  21,218 4,668  20,755 4,753  

４．車輌運搬具  329   280   

減価償却累計額  258 70  231 49  

５．工具器具備品  12,699   12,733   

減価償却累計額  11,728 970  11,718 1,015  

６．土地 ※８  12,129   12,105  

７．建設仮勘定   821   799  

有形固定資産合計   26,079 41.1  25,942 40.3 

(2）無形固定資産        

１．特許権   32   20  

２．電話加入権   31   31  

３．電気供給施設等利用
権 

  3   2  

４．ソフトウェア   213   295  

無形固定資産合計   281 0.5  350 0.6 

 



  
前事業年度 

（平成17年３月31日） 
当事業年度 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％） 

金額（百万円） 
構成比
（％） 

(3）投資その他の資産        

１．投資有価証券 ※１  4,408   5,820  

２．関係会社株式 ※11  3,227   3,687  

３．関係会社出資金   2,609   2,651  

４．従業員に対する長期
貸付金 

  25   12  

５．関係会社長期貸付金   1,012   870  

６．長期前払費用   122   45  

７．繰延税金資産   1,134   531  

８．その他   1,079   809  

貸倒引当金   △882   △913  

投資その他の資産合計   12,737 20.1  13,516 21.0 

固定資産合計   39,098 61.7  39,808 61.9 

資産合計   63,407 100.0  64,354 100.0 

負債の部        

Ⅰ 流動負債        

１．支払手形   2,728   3,482  

２．買掛金 ※４  6,089   6,649  

３．短期借入金 
※１ 
※10 

 10,523   12,310  

４．１年以内返済長期借入 
  金 

※１ 
※９ 

 4,964   4,108  

５．１年以内償還社債   100   －  

６．未払金   1,137   792  

７．未払法人税等   392   704  

８．未払費用   1,521   1,559  

９．前受金   39   84  

10．預り金   72   63  

11．賞与引当金   1,336   1,489  

12．その他   83   120  

流動負債合計   28,989 45.7  31,364 48.7 

 



  
前事業年度 

（平成17年３月31日） 
当事業年度 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％） 

金額（百万円） 
構成比
（％） 

Ⅱ 固定負債        

１．長期借入金 
※１ 
※９ 

 8,836   5,487  

２．長期未払金 
  
  
 －   499  

３．再評価に係る繰延税金
負債 

※８  2,965   2,965  

４．退職給付引当金   4,401   4,462  

５．役員退職慰労引当金   425   －  

６．預り保証金    192   199  

７．その他   288   99  

固定負債合計   17,109 27.0  13,714 21.3 

負債合計   46,098 72.7  45,078 70.0 

資本の部        

Ⅰ 資本金 ※２  2,215 3.5  2,215 3.5 

Ⅱ 資本剰余金        

１．資本準備金  1,700   1,700   

資本剰余金合計   1,700 2.7  1,700 2.6 

Ⅲ 利益剰余金        

１．利益準備金  598   598   

２．任意積立金        

(1）固定資産圧縮記帳積
立金 

 14   13   

(2）特別償却準備金  109   90   

３．当期未処分利益  6,954   7,851   

利益剰余金合計   7,677 12.1  8,554 13.3 

Ⅳ 土地再評価差額金 ※８  4,503 7.1  4,503 7.0 

Ⅴ その他有価証券評価差額
金 

  1,227 1.9  2,329 3.6 

Ⅵ 自己株式 ※３  △15 △0.0  △27 △0.0 

資本合計   17,308 27.3  19,275 30.0 

負債及び資本合計   63,407 100.0  64,354 100.0 

        



②【損益計算書】 

  
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％） 

金額（百万円） 
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高 ※１  65,471 100.0  73,153 100.0 

Ⅱ 売上原価 
※２ 
※５ 

      

１．商品期首たな卸高  1,223   1,606   

２．製品期首たな卸高  1,694   1,528   

３．合併による製品受入高  49   －   

４．当期商品仕入高  11,055   14,756   

５．当期製品製造原価  46,170   49,884   

６．特許使用料  119   123   

合計  60,311   67,899   

７．販売費及び製造費振替
高 

※３ 234   437   

８．商品期末たな卸高  1,606   1,445   

９．製品期末たな卸高  1,528 56,941 87.0 1,353 64,662 88.4 

売上総利益   8,529 13.0  8,490 11.6 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 
※４ 
※５ 

 6,576 10.0  6,450 8.8 

営業利益   1,952 3.0  2,039 2.8 

Ⅳ 営業外収益        

１．受取利息  61   31   

２．受取配当金 ※２ 422   442   

３．賃貸収入 ※２ 286   284   

４．生命保険受取配当金及
び保険金 

 20   25   

５．為替差益  138   298   

６．科学技術振興機構補助
金 

 110   －   

７．その他  21 1,062 1.6 25 1,108 1.5 

Ⅴ 営業外費用        

１．支払利息  523   410   

２．賃貸資産費用  94   110   

３．退職給付会計基準変更
時差異費用処理額 

 195   195   

４．退職給付数理計算上の
差異費用処理額 

 53   31   

５．その他  40 907 1.4 12 759 1.0 

経常利益   2,107 3.2  2,388 3.3 

 



  
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％） 

金額（百万円） 
百分比
（％） 

Ⅵ 特別利益        

１．固定資産売却益 ※６ 106   3   

２. 投資有価証券売却益  4   0   

３. 投資有価証券償還益  －   16   

４. 固定資産受入益  －   35   

５. 貸倒引当金戻入益   572   －   

６．その他  1 686 1.0 1 56 0.1 

Ⅶ 特別損失        

１．固定資産売却等損失 ※７ 340   162   

２．固定資産評価損   300   －   

３．投資有価証券評価損  99   －   

４．関係会社株式評価損  98   －   

５．関係会社出資金評価損  53   67   

６．役員退職慰労金   －   135   

７．その他  23 915 1.4 38 403 0.6 

税引前当期純利益   1,877 2.8  2,040 2.8 

法人税、住民税及び事業
税 

 521   927   

法人税等調整額  203 724 1.1 △202 724 1.0 

当期純利益   1,153 1.7  1,316 1.8 

前期繰越利益   5,501   6,534  

合併による未処分利益受
入額 

  158   －  

土地再評価差額金取崩額   140   －  

当期未処分利益   6,954   7,851  

        



製造原価明細書 

（脚注） 

  
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％） 

金額（百万円） 
構成比
（％） 

Ⅰ 材料費 ※１ 27,936 59.8 30,849 60.4 

Ⅱ 労務費  11,383 24.3 12,054 23.6 

Ⅲ 経費 ※２ 7,421 15.9 8,195 16.0 

当期総製造費用  46,740 100.0 51,099 100.0 

期首仕掛品たな卸高  2,423  2,125  

合計  49,164  53,224  

期末仕掛品たな卸高  2,125  2,160  

他勘定振替高 ※３ 869  1,179  

当期製品製造原価  46,170  49,884  

      

 
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 
当事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１  材料費の中には、外注加工費1,374百万円を含

んでおります。 

※１  材料費の中には、外注加工費1,281百万円を含

んでおります。 

※２  経費のうち、主なものは減価償却費1,405百万

円及び消耗品費908百万円であります。 

※２  経費のうち、主なものは減価償却1,410百万円

及び消耗品費1,016百万円であります。 

※３  他勘定振替高の内訳は次のとおりでありま

す。 

※３  他勘定振替高の内訳は次のとおりでありま

す。 

 研究費振替高 185百万円 

固定資産振替高 521百万円 

その他 161百万円 

 研究費振替高 183百万円 

固定資産振替高 654百万円 

その他 342百万円 

 注）材料費は、有償支給高4,675百万円と相殺し

て表示してあります。 

 注）材料費は、有償支給高4,517百万円と相殺し

て表示してあります。 

原価計算の方法 

 原価計算は、直接原価計算を採用し、固定費は期末

において、仕掛品、製品及び売上原価に配賦しており

ます。 

原価計算の方法 

同左 



③【利益処分計算書】 

利益処分計算書 

  
前事業年度 

（株主総会承認日平成17年 
６月29日） 

当事業年度 
（株主総会承認日平成18年 

６月29日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 当期未処分利益   6,954  7,851 

Ⅱ 任意積立金取崩額      

１．固定資産圧縮記帳積立金
取崩額 

 0  1  

２．特別償却準備金取崩額  36 37 49 50 

合計   6,991  7,902 

Ⅲ 利益処分額      

１．配当金  339  373  

２．取締役賞与金  100  120  

３．任意積立金      

 特別償却準備金  17 457 26 520 

Ⅳ 次期繰越利益   6,534  7,382 

      



重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1）子会社株式及び関連会社株式 

 移動平均法による原価法を採用して

おります。 

(1）子会社株式及び関連会社株式 

同左 

 (2）その他有価証券 

時価のあるもの 

 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）を採用しております。 

(2）その他有価証券 

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を採用し

ております。 

時価のないもの 

同左 

２．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法 

 時価法によっております。但し、特例

処理の要件を満たす金利スワップ取引及

び金利キャップ取引については時価評価

せず、その金銭の受払の純額等を当該資

産又は負債に係る利息に加減して処理し

ております。 

同左 

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

 商品、製品、仕掛品、材料は総平均法

に基づく原価法、貯蔵品は最終仕入原価

法による原価法を採用しております。 

同左 

４．固定資産の減価償却方法 (1）有形固定資産 

 建物は定額法、建物以外については

定率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     15～50年 

機械及び装置 10～13年 

 

 (2）無形固定資産 

 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）に基づいております。 

(2）無形固定資産 

同左 

５．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物

等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。 

同左 

６．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備

えるため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を勘案

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 

 



項目 
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 (2）賞与引当金 

 従業員等に支給する賞与の支出に充

てるため、支給見込額基準により計上

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、会計基準変更時差異について

は、15年による均等額を費用処理して

おります。  

 また、過去勤務債務は、各事業年度

の発生時の従業員の平均残存勤務期間

による定額法により処理しておりま

す。  

 数理計算上の差異は、各事業年度の

発生時における従業員の平均残存勤務

期間による定額法により按分した額

を、それぞれ発生の翌事業年度から処

理することとしております。 

(3）退職給付引当金 

同左 

 (4）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出に備えて、

規程に基づく期末要支給額を計上して

おります。 

(4）      ──────── 

  

  

  

（追加情報） 

  役員の退職慰労金の支出に備えて、

規程に基づく期末要支給額を計上して

おりましたが、平成17年６月29日開催

の定時株主総会終結の時をもって役員

退職慰労金制度を廃止しました。これ

に伴い、これまでの在任期間に応じた

役員退職慰労金が499百万円で確定し、

その支払い時期はそれぞれの対象者の

退任時とすることを同株主総会にて決

議しましたので、確定した役員退職慰

労金499百万円については、固定負債の

「長期未払金」として表示しておりま

す。 

 



項目 
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

７．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

同左 

８．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

 ヘッジ要件を満たす通貨スワップ、

通貨オプションについては繰延ヘッジ

処理を採用しており、金利スワップ、

金利キャップのうち特例処理の要件を

満たしているものは、特例処理を採用

しております。 

(1）ヘッジ会計の方法 

同左 

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段  ヘッジ対象 

通貨スワップ  外貨建買掛金 

   外貨建予定仕入 

通貨オプション  外貨建買掛金 

   外貨建予定仕入 

金利スワップ  借入金 

金利キャップ  借入金 

 同左 

 (3）ヘッジ方針 

 当社の内部規程であります「市場リ

スク管理規程」に基づき、為替変動リ

スク及び金利変動リスクをヘッジして

おります。 

(3）ヘッジ方針 

同左 

 (4）ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重

要な条件が同一であり、ヘッジ開始時

及びその後も継続して、為替相場の変

動を完全に相殺するものと想定するこ

とができるため、あるいは、取引すべ

てが将来の購入予定に基づくものであ

り、実行の可能性が極めて高いため、

有効性があると判定しております。 

 また、ヘッジ手段の想定元本等とヘ

ッジ対象の元本等が一致しており、金

利スワップ等の特例処理の要件に該当

すると判定されるものについては、当

該判定をもって有効性の判定に代えて

おります。 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

  

９．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式を採用しております。 

消費税等の会計処理 

同左 



会計処理方法の変更 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３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。これによる損益に与える影響は軽微であります。 



注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成17年３月31日） 

当事業年度 
（平成18年３月31日） 

※１  担保に供している資産並びに担保対象債務は次

のとおりであります。 

※１  担保に供している資産並びに担保対象債務は次

のとおりであります。 

 (1）担保資産  (1）担保資産 

 
区分 

工場財団
（百万円） 

その他 
（百万円） 

計 
（百万円）

建物 4,615 799 5,415 

構築物 106 － 106 

機械及び
装置 

4,056 － 4,056 

土地 6,892 3,057 9,949 

小計 15,670 3,856 19,527 

投資有価
証券 

－ 1,711 1,711 

計 15,670 5,568 21,238 

 
区分 

工場財団
（百万円）

その他 
（百万円） 

計 
（百万円）

建物 4,486 119 4,605 

構築物 99 － 99 

機械及び
装置 

4,321 － 4,321 

土地等 6,892 2,037 8,929 

小計 15,799 2,156 17,956 

投資有価
証券 

－ 1,999 1,999 

計 15,799 4,156 19,955 

 (2）担保対象債務  (2）担保対象債務 

 
区分 

金額 
（百万円） 

担保 

短期借入金 905 

小田原、菊
川、矢板、盛
岡工場財団他 

１年以内返済長期
借入金 

3,951 

長期借入金 6,617 

計 11,473 － 

 
区分 

金額 
（百万円） 

担保 

短期借入金 905 

小田原、菊
川、矢板、盛
岡工場財団他 

１年以内返済長期
借入金 

2,889 

長期借入金 3,728 

計 7,522 － 

※２ 授権株式数及び発行済株式総数 ※２ 授権株式数及び発行済株式総数 

 授権株式数   普通株式 110,000,000株 

発行済株式総数 普通株式 34,049,423株 

 授権株式数   普通株式 110,000,000株 

発行済株式総数 普通株式 34,049,423株 

※３ 自己株式 

 当社が保有する自己株式の数は、普通株式 

71,143株であります。 

※３ 自己株式 

 当社が保有する自己株式の数は、普通株式

91,065株であります。 

※４ 関係会社項目 

 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれてい

る関係会社に対するものは次のとおりでありま

す。 

※４ 関係会社項目 

 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれてい

る関係会社に対するものは次のとおりでありま

す。 

 受取手形及び売掛金 2,042百万円 

買掛金 1,256百万円 

 受取手形及び売掛金 2,510百万円 

買掛金 1,149百万円 

 



前事業年度 
（平成17年３月31日） 

当事業年度 
（平成18年３月31日） 

 ５ 偶発債務 

保証債務 

 ５ 偶発債務 

保証債務 

 １．関係会社の金融機関よりの借入金に対し、次

のとおり保証を行っております。 

 １．関係会社の金融機関よりの借入金に対し、次

のとおり保証を行っております。 

 ミクニ タイワン コー
ポレーション 

50百万円 

（外貨額） （15,000千ＮＴ＄）

上海三国精密機械有限公
司 

337百万円 

（外貨額） （26,000千元） 

成都三国紅光機械電子有
限公司 

142 百万円 

 （外貨額） （11,000千元） 

天津三国有限公司 30百万円 

㈱ミクニ エステート 24百万円 

ミクニ パーテック㈱ 440百万円 

計 1,025百万円 

 上海三国精密機械有限公
司 

409百万円 

（外貨額） （28,000千元） 

成都三国紅光機械電子有
限公司 

292 百万円 

 （外貨額） （20,000千元） 

浙江三国精密機電有限公
司 

438百万円 

 （外貨額） （30,000千元） 

天津三国有限公司 90百万円 

㈱ミクニ エステート 49百万円 

ミクニ パーテック㈱ 255百万円 

計 1,536百万円 

 ２．関係会社の金融機関よりの借入金に対し、次

のとおり保証予約及び念書を差し入れておりま

す。 

 ２．          ───────── 

 保証予約   

ミクニ パーテック㈱ 2百万円 

計 2百万円 

念書   

㈱ミクニ エステート 3百万円 

計 3百万円 

  

 ６ 受取手形割引高 47百万円 

（うち外貨分） （13百万円）

（外貨額） （126千US$）

 ６ 受取手形割引高 58百万円 

（うち外貨分） （  40百万円）

（外貨額） （  341千US$）

 ７ 配当制限 

 商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時

価を付したことにより増加した純資産額は1,275百

万円であります。 

 ７ 配当制限 

 商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時

価を付したことにより増加した純資産額は2,352百

万円であります。 

 



前事業年度 
（平成17年３月31日） 

当事業年度 
（平成18年３月31日） 

※８  「土地再評価に関する法律」(平成10年３月31日

公布法律第34号)及び「土地再評価に関する法律の

一部を改正する法律」(平成11年３月31日改正)に

基づき、有形固定資産の事業用の土地の再評価を

行い、当該評価差額のうち税金相当額を「再評価

に係る繰延税金負債」として負債の部に2,965百万

円を計上し、これを控除した金額を「土地再評価

差額金」として資本の部に4,503百円を計上してお

ります。 

※８  「土地再評価に関する法律」(平成10年３月31日

公布法律第34号)及び「土地再評価に関する法律の

一部を改正する法律」(平成11年３月31日改正)に

基づき、有形固定資産の事業用の土地の再評価を

行い、当該評価差額のうち税金相当額を「再評価

に係る繰延税金負債」として負債の部に2,965百万

円を計上し、これを控除した金額を「土地再評価

差額金」として資本の部に 4,503百円を計上して

おります。 

 再評価の方法 

 「土地再評価に関する法律」及び「土地再評価

に関する法律の一部を改正する法律」第３条第３

項に定める再評価の方法については、土地の再評

価に関する法律施行令(平成10年３月31日公布政令

第119号)第２条第４号に定める地価税法(平成３年

法律第69号)第16条に規定する地価税の課税価格の

計算の基礎となる土地の価額に、合理的な調整を

行って計算しております。 

 再評価の方法 

 「土地再評価に関する法律」及び「土地再評価

に関する法律の一部を改正する法律」第３条第３

項に定める再評価の方法については、土地の再評

価に関する法律施行令(平成10年３月31日公布政令

第119号)第２条第４号に定める地価税法(平成３年

法律第69号)第16条に規定する地価税の課税価格の

計算の基礎となる土地の価額に、合理的な調整を

行って計算しております。 

 再評価を行った年月日 平成12年３月31日

再評価を行った土地の期末

における時価と再評価後の

帳簿価額との差額 △2,632百万円 

 再評価を行った年月日 平成12年３月31日

再評価を行った土地の期末

における時価と再評価後の

帳簿価額との差額 △2,602百万円 

※９  当社の借入金のうち、長期借入金1,820百万円

（１年以内返済予定長期借入金560百万円を含む）

には以下の財務制限条項がついており、これに抵

触した場合、借入先の要求に基づき該当する借入

金を一括返済することがあります。 

（1）各決算期末または各中間期末における連結決

算及び単体決算において、自己資本の金額が、

それぞれ平成14年３月末決算期における貸借対

照表上の自己資本の金額の75％を下回らないこ

と。 

（2）各決算期末における連結決算及び単体決算に

おいて、経常損益及び税引後当期純利益が２期

連続赤字にならないこと。 

※９  当社の借入金のうち、長期借入金1,260百万円

（１年以内返済予定長期借入金560百万円を含む）

には以下の財務制限条項がついており、これに抵

触した場合、借入先の要求に基づき該当する借入

金を一括返済することがあります。 

（1）各決算期末または各中間期末における連結決

算及び単体決算において、自己資本の金額が、

それぞれ平成14年３月末決算期における貸借対

照表上の自己資本の金額の75％を下回らないこ

と。 

（2）各決算期末における連結決算及び単体決算に

おいて、経常損益及び税引後当期純利益が２期

連続赤字にならないこと。 

 



前事業年度 
（平成17年３月31日） 

当事業年度 
（平成18年３月31日） 

※10  当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、

取引銀行７行とコミットメントライン契約（特定

融資枠契約）を締結しております。 

 こ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。 

※10  当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、

取引銀行６行とコミットメントライン契約（特定

融資枠契約）を締結しております。 

 こ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 2,500 百万円

借入実行残高 1,137 百万円

差引額 1,363 百万円

 なお、この契約には以下の財務制限条項がつ

いており、これに抵触した場合、借入先の要求

に基づき該当する借入金を一括返済することが

あります。 

（1）各年度の決算期の末日における連結の貸借

対照表上に記載される資本の部の合計金額

を、平成16年３月31日における連結の貸借対

照表上に記載される資本の部の合計金額の

75％以上に維持すること。 

（2）各年度の決算期の末日における単体の貸借

対照表上に記載される資本の部の合計金額

を、平成16年３月31日における単体の貸借対

照表上に記載される資本の部の合計金額の

75％以上に維持すること。 

  

コミットメントラインの総額 2,500 百万円

借入実行残高 1,000 百万円

差引額 1,500 百万円

 なお、この契約には以下の財務制限条項がつ

いており、これに抵触した場合、借入先の要求

に基づき該当する借入金を一括返済することが

あります。 

（1）各年度の決算期の末日における連結の貸借

対照表上に記載される資本の部の合計金額

を、平成16年３月31日における連結の貸借対

照表上に記載される資本の部の合計金額の 

75％以上に維持すること。 

（2）各年度の決算期の末日における単体の貸借

対照表上に記載される資本の部の合計金額

を、平成16年３月31日における単体の貸借対

照表上に記載される資本の部の合計金額の 

75％以上に維持すること。 

※11  ───────────────── 

  

※11  「関係会社株式」には、平成18年４月26日設立

予定のピーティー ミクニ インドネシアに対す

る新株払込金325百万円が含まれております。 



（損益計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１  売上高の内訳は次のとおりであります。 ※１  売上高の内訳は次のとおりであります。 

 

製品売上高 53,763百万円 

商品売上高 11,707百万円 

計 65,471百万円 
 

製品売上高 56,341百万円 

商品売上高 16,811百万円 

計 73,153百万円 

※２ 関係会社項目 ※２ 関係会社項目 

  各科目に含まれている関係会社に対するものは

次のとおりであります。 

  各科目に含まれている関係会社に対するものは

次のとおりであります。 

 
科目 金額（百万円） 

売上原価 12,940 

受取配当金 396 

賃貸収入 200 

 
科目 金額（百万円） 

売上原価 16,912 

受取配当金 386 

賃貸収入 207 

 （注）売上原価は、商品、材料等の仕入高であ

ります。 

 （注）売上原価は、商品、材料等の仕入高であ

ります。 

※３  販売費及び製造費振替高の内訳は次のとおりで

あります。 

※３  販売費及び製造費振替高の内訳は次のとおりで

あります。 

 販売費 20百万円 

製造費 213百万円 

計 234百万円 

 販売費 19百万円 

製造費 418百万円 

計 437百万円 

※４  販売費に属する費用のおおよその割合は66％、

一般管理費に属する費用のおおよその割合は34％

であります。 

主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

※４  販売費に属する費用のおおよその割合は66％、

一般管理費に属する費用のおおよその割合は34％

であります。 

主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

 
科目 金額(百万円) 

支払運賃 1,437 

従業員給料手当 1,865 

賞与引当金繰入額 224 

退職給付費用 64 

役員退職慰労引当金
繰入額 

124 

減価償却費 153 

賃借料 472 

 
科目 金額(百万円) 

支払運賃 1,528 

従業員給料手当 1,761 

賞与引当金繰入額 233 

退職給付費用 48 

役員退職慰労引当金
繰入額 

8 

減価償却費 160 

賃借料 391 

旅費交通費 352 

 



前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※５  一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開

発費の総額           1,267百万円 

※５  一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開

発費の総額           1,384百万円 

※６  固定資産売却益の内訳は次のとおりでありま

す。 

（売却）   

機械及び装置 0百万円 

車輌運搬具 0百万円 

土地 106百万円 

計 106百万円 

※６  固定資産売却益の内訳は次のとおりでありま

す。 

（売却）   

機械及び装置 0百万円 

車輌運搬具 2百万円 

土地 －百万円 

計 3百万円 

※７  固定資産売却等損失の内訳は次のとおりであり

ます。 

※７  固定資産売却等損失の内訳は次のとおりであり

ます。 

 （売却）   

機械及び装置 1百万円 

車輌運搬具 0百万円 

その他 2百万円 

計 3百万円 

（除却）   

建物 26百万円 

構築物 8百万円 

機械及び装置 147百万円 

車輌運搬具 0百万円 

工具器具備品 154百万円 

計 336百万円 

 （売却）   

機械及び装置 0百万円 

車輌運搬具 0百万円 

その他 －百万円 

計 0百万円 

（除却）   

建物 44百万円 

構築物 1百万円 

機械及び装置 104百万円 

車輌運搬具 1百万円 

工具器具備品 9百万円 

計 161百万円 



（リース取引関係） 

（有価証券関係） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３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（借主） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引（借主） 

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 
（百万円） 

減価償却累
計額相当額
（百万円） 

期末残高
相当額 
（百万円）

工具器具備品 3,518 1,926 1,591 

合計 3,518 1,926 1,591 

 
取得価額
相当額 
（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円） 

期末残高
相当額 
（百万円）

工具器具備品 2,864 1,537 1,326 

その他 65 10 55 

合計 2,930 1,548 1,382 

（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 794百万円 

１年超 796百万円 

合計 1,591百万円 

１年内 722百万円 

１年超 659百万円 

合計 1,382百万円 

（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 799百万円 

減価償却費相当額 799百万円 

支払リース料 878百万円 

減価償却費相当額 878百万円 

４．減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 
前事業年度 

（平成17年３月31日） 
当事業年度 

（平成18年３月31日） 

 
貸借対照表
計上額 

時価 差額 
貸借対照表
計上額 

時価 差額 

関連会社株式 171百万円 1,527百万円 1,356百万円 171百万円 1,881百万円 1,710百万円



（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 

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 

 
前事業年度 

（平成17年３月31日）
 

当事業年度 
（平成18年３月31日）

  （百万円）  （百万円） 

繰延税金資産      

投資有価証券評価損 370   409  

退職給付引当金繰入超過額 1,692   1,773  

役員退職慰労引当金 168   －  

未払役員退職慰労金 －   198  

賞与引当金繰入超過額 530   591  

一括償却資産償却超過額 79   105  

その他 1,281   1,257  

繰延税金資産小計 4,123   4,334  

評価性引当額 △1,281   △1,299  

繰延税金資産合計 2,842   3,035  

      

繰延税金負債      

特別償却準備金 △59   △50  

固定資産圧縮記帳積立金 △8   △8  

その他有価証券評価差額金 △807   △1,533  

繰延税金負債合計 △876   △1,592  

      

繰延税金資産の純額 1,965   1,442  

      

再評価に係る繰延税金負債 △2,965   △2,965  

 
前事業年度 

（平成17年３月31日）

 
当事業年度 

（平成18年３月31日）

 （％）  （％） 

法定実効税率 39.7   39.7  

（調整）        

交際費等永久に損金に算入されない項目 2.3   2.2  

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.1   △0.1  

住民税均等割等 1.4   1.2  

繰越欠損金 △2.7   －  

評価性引当額 7.7   0.9  

税額控除 △9.6   △13.1  

その他 △0.1   4.7  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 38.6   35.5  



（１株当たり情報） 

 （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。 

（重要な後発事象） 

    該当事項はありません。 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１株当たり純資産額 506.46円

１株当たり当期純利益金額  31.00円

１株当たり純資産額 564.10円

１株当たり当期純利益金額  35.23円

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

 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、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

 
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当期純利益（百万円） 1,153 1,316 

普通株主に帰属しない金額（百万円） 100 120 

（うち利益処分による役員賞与金） (100) (120) 

普通株式に係る当期純利益（百万円） 1,053 1,196 

期中平均株式数（株） 33,988,321 33,968,547 



④【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

投資有価証

券 

その他有

価証券 

銘柄 株式数（株） 
貸借対照表計上額 

（百万円） 

スズキ㈱ 659,400 1,701 

㈱横浜銀行 1,441,327 1,307 

㈱りそなホールディングス 2,239 877 

㈱三菱ユーエフジェイフィナンシャ

ル・グループ 
375 637 

三菱電機㈱ 130,000 120 

㈱岩手銀行 13,135 102 

リンナイ㈱ 29,797 101 

㈱寺岡製作所 87,670 100 

三菱自動車工業㈱ 379,000 89 

ダイハツ工業㈱ 60,000 70 

㈱三井住友フィナンシャルグループ 52 66 

㈱静岡銀行 57,000 64 

㈱クボタ 50,200 58 

㈱みずほフィナンシャルグループ 60 56 

伊藤忠エネクス㈱ 63,600 52 

三菱重工業㈱ 76,286 41 

あいおい損害保険㈱ 42,194 34 

㈱島津製作所 41,572 29 

住友精密工業㈱ 37,894 27 

石川島播磨重工業㈱  65,406 23 

その他57銘柄 589,387 255 

計 3,826,599 5,820 



【有形固定資産等明細表】 

 （注）１．当期増加額の主なものは次のとおりであります。 

機械及び装置   小田原事業所          264百万円 

         相良工場            252百万円 

         菊川工場                       393百万円 

         盛岡事業所           240百万円   

２．当期減少額の主なものは次のとおりであります。 

  機械及び装置   小田原事業所          138百万円 

           相良工場            746百万円 

           菊川工場                       381百万円 

           盛岡事業所           161百万円 

  

３．建設仮勘定の当期増加額は、１．を除き、各資産科目の取得に伴う増加であります。 

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

減少額」の記載を省略しております。 

資産の種類 
前期末残高 
（百万円） 

当期増加額 
（百万円） 

当期減少額 
（百万円） 

当期末残高 
（百万円） 

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額 
（百万円） 

当期償却額 
（百万円） 

差引当期末残
高（百万円） 

有形固定資産        

建物 17,979 231 147 18,063 11,281 342 6,782 

構築物 2,603 12 16 2,599 2,162 50 436 

機械及び装置 25,886 1,157 1,535 25,509 20,755 940 4,753 

車輌運搬具 329 4 53 280 231 22 49 

工具器具備品 12,699 261 226 12,733 11,718 199 1,015 

土地 12,129 4 28 12,105 － － 12,105 

建設仮勘定 821 1,783 1,805 799 － － 799 

有形固定資産計 72,449 3,455 3,813 72,091 46,149 1,555 25,942 

無形固定資産        

特許権 － － － 66 46 12 20 

電話加入権 － － － 31 － － 31 

電気供給施設等利用権 － － － 15 12 1 2 

ソフトウェア － － － 402 107 64 295 

無形固定資産計 － － － 516 166 78 350 

長期前払費用 193 41 187 47 2 25 45 

繰延資産        

───── － － － － － － － 

繰延資産計 － － － － － － － 



【資本金等明細表】 

 （注）１．当期末における自己株式数は、91,065株であります。 

２．当期増加額及び当期減少額は、前期決算の利益処分によるものであります。 

【引当金明細表】 

 （注）１．貸倒引当金の当期減少額（その他）のうち、6百万円は洗替による戻入額であり、18百万円は債権回収に伴

う戻入額であります。 

２．役員退職慰労引当金の当期減少額（その他）は、役員退職慰労金制度の廃止に伴う、固定負債の「長期未払

金」への振替額であります。 

区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

資本金（百万円） 2,215 － － 2,215 

資本金のうち

既発行株式 

普通株式(注)１ （株） (34,049,423) (－) (－) (34,049,423) 

普通株式 （百万円） 2,215 － － 2,215 

計 （株） (34,049,423) (－) (－) (34,049,423) 

計 （百万円） 2,215 － － 2,215 

資本準備金及

びその他資本

剰余金 

（資本準備金）      

株式払込剰余金 （百万円） 1,700 － － 1,700 

計 （百万円） 1,700 － － 1,700 

利益準備金及

び任意積立金 

（利益準備金） （百万円） 598 － － 598 

（任意積立金）      

固定資産圧縮記帳積立

金(注)２ 
（百万円） 14 － 0 13 

特別償却準備金(注)２ （百万円） 109 17 36 90 

計 （百万円） 723 17 37 703 

区分 
前期末残高 
（百万円） 

当期増加額 
（百万円） 

当期減少額 
（目的使用） 
（百万円） 

当期減少額 
（その他） 
（百万円） 

当期末残高 
（百万円） 

貸倒引当金(注)１ 1,172 15 13 24 1,149 

賞与引当金 1,336 1,489 1,336 － 1,489 

役員退職慰労引当金(注)２ 425 8 69 363 － 



(2）【主な資産及び負債の内容】 

① 流動資産 

(a）現金及び預金 

(b）受取手形 

相手先別内訳 

期日別内訳 

区分 金額（百万円） 

現金 12 

預金  

当座預金 824 

普通預金 144 

通知預金 13 

定期預金 － 

その他 19 

小計 1,001 

合計 1,014 

相手先 金額（百万円） 

  ユーキャル フュエル システムズ リミテッド 162 

  ㈱ガスター 56 

  ピアジオ アンド シー エスピーエー 54 

  千代田電装工業株 43 

  中野冷機㈱ 35 

  その他 555 

合計 907 

期日別 金額（百万円） 

  平成18年４月 367 

      ５月 172 

      ６月 176 

      ７月 134 

      ８月以降 56 

合計 907 



(c）売掛金 

相手先別内訳 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 

（注）１．当期発生高には消費税等が含まれております。 

(d）商品 

 （注）１．商品の内訳とセグメントとの関連性を明確にするため、従来区分の「芝刈り機・芝管理用機械及び部品」及

び「航空機用部品及び原材料」を「輸入品等販売品」とし、従来区分の「その他」を「生活・環境関連品」

としております。 

(e)製品 

 （注）１．製品の内訳とセグメントとの関連性を明確にするため、従来区分の「気化器類」、「ポンプ類」、「センサ

ー」、「燃料噴射関連品」及び「その他」の一部を「自動車関連品」とし、従来区分の「その他」の一部を

「生活・環境関連品」としております。 

相手先 金額（百万円） 

  スズキ㈱ 1,830 

  ヤマハ発動機㈱ 1,535 

  三菱重工業㈱ 1,392 

  川崎重工業㈱ 1,282 

  石川島播磨重工業㈱ 930 

  その他 8,298 

合計 15,268 

前期繰越高 
（百万円） 

当期発生高 
（百万円） 

当期回収高 
（百万円） 

次期繰越高 
（百万円） 

回収率（％） 滞留期間（日） 

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

───── 
(A) ＋ (B) 

× 100 

(A) ＋ (D) 
───── 
２ 

────── 
(B) 

───── 
365 

13,345 76,064 74,141 15,268 82.9 69 

品目 金額（百万円） 

  輸入品等販売品 1,423 

  生活・環境関連品 21 

合計 1,445 

品目 金額（百万円） 

  自動車関連品 993 

  生活・環境関連品 359 

合計 1,353 



(f)材料 

(g)仕掛品 

 （注）１．仕掛品の内訳とセグメントとの関連性を明確にするため、従来区分の「気化器類」、「補器類」及び「その

他」の一部を「自動車関連品」とし、従来区分の「ガス機器」、「暖房器」、「健康・美容機器類」及び

「その他」の一部を「生活・環境関連品」としております。 

(h)貯蔵品 

② 固定資産 

関係会社株式 

品目 金額（百万円） 

  鋼材 49 

品目 金額（百万円） 

  自動車関連品 1,724 

  生活・環境関連品 435 

合計 2,160 

品目 金額（百万円） 

  消耗品類 226 

区分 金額（百万円） 

 ミクニ（タイランド）カンパニーリミテッド 941 

 ミクニ パーテック㈱ 822 

 ミクニ アメリカン コーポレーション 775 

 ピーティー ミクニ インドネシア 325 

 ミクニ・アール・ケイ精密㈱ 270 

 その他 553 

合計 3,687 



③ 流動負債 

(a）支払手形 

相手先別内訳 

期日別内訳 

(b）買掛金 

相手先 金額（百万円） 

  ミクニ総業㈱ 576 

  三菱電機㈱ 264 

  三桜工業㈱ 159 

  司ゴム電材㈱ 117 

  渡辺ゴム㈱ 103 

  その他 2,260 

合計 3,482 

期日別 金額（百万円） 

  平成18年４月 1,002 

      ５月 919 

      ６月 1,004 

      ７月  372 

      ８月以降 183 

合計 3,482 

相手先 金額（百万円） 

 ミクニ パーテック㈱ 901 

 スズキ㈱ 272 

 ㈱ニュートン 231 

 ミクニ・マキノ工業㈱ 203 

  三菱重工業㈱ 170 

 その他 4,870 

合計 6,649 



(c）短期借入金 

(d)１年以内返済長期借入金 

 （注）シンジケートローンは、㈱あおぞら銀行他金融機関９社からの協調融資によるものであります。 

相手先 金額（百万円） 

㈱りそな銀行 2,620 

㈱東京三菱ＵＦＪ銀行 2,320 

㈱岩手銀行 2,160 

㈱横浜銀行 1,630 

㈱三井住友銀行 1,270 

㈱みずほ銀行 710 

信金中央金庫  500 

農林中央金庫 400 

住友信託銀行㈱ 300 

㈱あおぞら銀行 200 

㈱伊予銀行 200 

合計 12,310 

相手先 金額（百万円） 

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 785 

㈱りそな銀行 736 

シンジケートローン  560 

㈱横浜銀行  422 

㈱三井住友銀行  370 

日本政策投資銀行  271 

日本生命保険（相）  200 

明治安田生命保険（相） 180 

㈱みずほ銀行  170 

㈱岩手銀行  109 

住友信託銀行㈱  102 

農林中央金庫  80 

㈱あおぞら銀行 60 

国際協力銀行 40 

第一生命保険（相） 20 

年金資金運用基金  1 

合計 4,108 



④ 固定負債 

(a）長期借入金 

 （注）シンジケートローンは、㈱あおぞら銀行他金融機関９社からの協調融資によるものであります。 

(b）退職給付引当金 

(3）【その他】 

 該当事項はありません。 

相手先 金額（百万円） 

㈱りそな銀行 745 

シンジケートローン 700 

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行  500 

㈱三井住友銀行 475 

国際協力銀行 455 

日本政策投資銀行 449 

明治安田生命保険（相） 445 

㈱横浜銀行 440 

日本生命保険（相） 370 

住友信託銀行㈱ 341 

農林中央金庫 225 

㈱岩手銀行 169 

㈱みずほ銀行 140 

㈱あおぞら銀行 30 

年金資金運用基金 3 

合計 5,487 

区分 金額（百万円） 

未積立退職給付債務 5,193 

会計基準変更時差異の未処理額 △1,758 

未認識過去勤務債務 1,252 

未認識数理計算上の差異 △224 

合計 4,462 



第６【提出会社の株式事務の概要】 

 （注）平成18年６月29日開催の定時株主総会の決議により定款が変更され、会社の公告方法は、次のとおりと 

    なりました。  

    当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、やむを得ない事由により、電子公告によることができない 

    場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 

決算期 ３月３１日 

定時株主総会 ６月中 

基準日 ３月３１日 

株券の種類 
10,000株券 1,000株券  

  

中間配当基準日 ９月３０日 

１単元の株式数 １，０００株 

株式の名義書換  

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 無料 

単元未満株式の買取り  

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 

買取手数料 無料 

公告掲載方法 日本経済新聞 

株主に対する特典 該当規定なし 



第７【提出会社の参考情報】 

１【提出会社の親会社等の情報】 

当社は、親会社等はありません。 

２【その他の参考情報】 

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

(1）臨時報告書 

 平成18年５月15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３号（特定子会社の異動）に基づく臨時報告書であります。 

(2）有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度（第83期）（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日）平成17年６月29日関東財務局長に提出 

(3）半期報告書 

（第84期中）（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日）平成17年12月22日関東財務局長に提出 

(4）有価証券報告書の訂正報告書 

事業年度（第82期）（自 平成15年４月１日 至 平成16年３月31日）の有価証券報告書に係る訂正報告書 

平成17年６月24日関東財務局長に提出 

(5）半期報告書の訂正報告書 

（第83期中）（自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日）の半期報告書に係る訂正報告書 

平成17年６月24日関東財務局長に提出 

第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独立監査人の監査報告書 

  平成17年６月29日 

株式会社ミクニ    

 取締役会 御中  

 監査法人 日本橋事務所  

 代表社員  公認会計士 黒田 克司  印 

 業務執行社員  公認会計士 小倉 明   印 

 業務執行社員  公認会計士 千葉 茂寛  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている 

株式会社ミクニの平成16年４月１日から平成17年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照

表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。こ

の連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。 

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

査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体とし

ての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

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

株式会社ミクニ及び連結子会社の平成17年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績

及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

追記情報 

セグメント情報の事業の種類別セグメント情報(注)３.事業区分の変更に記載されているとおり、会社は事業区分の方

法を変更した。 

 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

 （注） 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、その原本は当社が連結財務諸表に添付

する形で別途保管しております。 



独立監査人の監査報告書 

  平成18年６月29日 

株式会社ミクニ    

 取締役会 御中  

 監査法人 日本橋事務所  

 代表社員  公認会計士 黒田 克司  印 

 業務執行社員  公認会計士 小倉 明   印 

 業務執行社員  公認会計士 千葉 茂寛  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている 

株式会社ミクニの平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照

表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。こ

の連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。 

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

査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体とし

ての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

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

株式会社ミクニ及び連結子会社の平成18年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績

及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 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

 （注） 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、その原本は当社が連結財務諸表に添付

する形で別途保管しております。 



独立監査人の監査報告書 

  平成17年６月29日 

株式会社ミクニ    

 取締役会 御中  

 監査法人 日本橋事務所  

 代表社員  公認会計士 黒田 克司  印 

 業務執行社員  公認会計士 小倉 明   印 

 業務執行社員  公認会計士 千葉 茂寛  印 

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている 

株式会社ミクニの平成16年４月１日から平成17年３月31日までの第83期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損

益計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人

の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

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

査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎とし

て行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての

財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。 

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

株式会社ミクニの平成17年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点に

おいて適正に表示しているものと認める。 

 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

 （注） 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、その原本は当社が財務諸表に添付する

形で別途保管しております。 



独立監査人の監査報告書 

  平成18年６月29日 

株式会社ミクニ    

 取締役会 御中  

 監査法人 日本橋事務所  

 代表社員  公認会計士 黒田 克司  印 

 業務執行社員  公認会計士 小倉 明   印 

 業務執行社員  公認会計士 千葉 茂寛  印 

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている 

株式会社ミクニの平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第84期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損

益計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人

の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

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

査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎とし

て行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての

財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。 

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

株式会社ミクニの平成18年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点に

おいて適正に表示しているものと認める。 

 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

 （注） 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、その原本は当社が財務諸表に添付する

形で別途保管しております。 
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