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問合せ先責任者 役職名  専務取締役  氏名 岡田 悌一 ＴＥＬ        (0568)79-3581(代表) 
 
決算取締役会開催日 平成18年１月13日 中間配当制度の有無  無 
配当支払開始予定日 平成18年２月27日 単元株制度採用の有無  有（１単元1,000株） 
定時株主総会開催日 平成18年２月24日   
 
1. 17年11月期の業績（平成16年12月１日～平成17年11月30日） 
 (1)経 営 成 績                                      (単位未満切捨) 

 売上高 営業利益 経常利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 
17年11月期    6,629 (  △5.4 ) △80 (    － ) △71 (    － ) 
16年11月期    7,006 (   3.9 ) 76 (   88.0 )   60 (   222.7 ) 
 

 当期純利益 １株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり 
当期純利益 

株主資本 
当期純利益率 

総資本 
経常利益率 

売上高 
経常利益率 

       百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％ 
17年11月期 △76 (   － ) △9  58 － － △2.1 △0.9 △1.1 
16年11月期    58 (  △9.9 ) 7  28 － － 1.7 0.7 0.9 
（注）①期中平均株式数     17年11月期    8,028,969株      16年11月期    8,057,246株 
   ②会計処理の方法の変更  無 
   ③売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 

 (2)配 当 状 況 
    １株当たり年間配当金  

 中 間 期 末 
配当金総額 
(年間) 配当性向 株主資本 

配 当 率 
 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％ 
17年11月期 4 00 ――――― 4 00 32 － 0.9 
16年11月期 3 00 ―――――    3   00 24 41.1 0.7 
 
 (3)財 政 状 態 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり 
株主資本 

 百万円 百万円 ％ 円 銭 
17年11月期 8,309 3,699 44.5 460 91 
16年11月期 8,389       3,542 42.2 441 08 
(注) ①期末発行済株式数 17年11月期 8,027,163株 16年11月期 8,030,521株 
 ②期末自己株式数 17年11月期 1,678,276株 16年11月期 1,674,918株 
2. 18年11月期の業績予想（平成17年12月１日～平成18年11月30日） 

１株当たり年間配当金  売上高 経常利益 当期純利益 
中 間 期 末   

 百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭 
中 間 期 4,100 250 230 ――――― ――――― ――――― 

通   期   7,000 120 100 ――――― 4 00 4 00 
（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）    12 円  46 銭 

    業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は 
    今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 
    上記業績予想に関連する事項につきましては、決算短信（連結）添付資料の５ページをご参照ください。 
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                    貸 借 対 照 表 
                                              （単位未満切捨） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第53期 第54期
(平成16年11月30日) (平成17年11月30日)

注記
番号

（資産の部）

Ⅰ  流動資産

1,108,480 870,099 △238,380

2 426,015 374,600 △51,415

3 534,782 595,452 60,670

4 802,103 902,323 100,220

5 129,215 86,119 △43,096

6 607,913 532,035 △75,877

7 402,440 331,436 △71,004

8 128,252 120,605 △7,647

9 38,699 30,346 △8,353

8,051 7,161 △889

41,229 5,898 △35,330

7,626 18,222 10,597

△12,720 △12,190 530

4,222,090 50.3 3,862,111 46.5 △359,978

Ⅱ  固定資産

※1,2

建物 589,878 575,174 △14,703

構築物 83,164 77,972 △5,192

機械装置 230,953 206,683 △24,269

車両運搬具 6,833 5,981 △852

工具器具備品 111,140 118,327 7,186

土地 ※3 1,930,829 1,930,829 －  

有形固定資産合計 2,952,800 35.2 2,914,968 35.1 △37,832

13,193 0.2 12,602 0.1 △590

投資有価証券 ※1 1,003,115 1,354,974 351,858

関係会社株式 32,786 32,786 －  

出資金 910 14,910 14,000

従業員長期貸付金 38,054 21,771 △16,282

長期売掛債権 105,799 112,723 6,924

長期前払費用 18,196 12,815 △5,380

(7) 会員権等 54,990 34,990 △20,000

(8) 差入保証金 54,014 53,374 △640

(9) その他 7,962 5,771 △2,190

(10) 貸倒引当金 △114,150 △123,950 △9,800

投資その他の資産合計 1,201,678 14.3 1,520,167 18.3 318,488

固定資産合計 4,167,672 49.7 4,447,738 53.5 280,066

資産合計 8,389,762 100.0 8,309,850 100.0 △79,912

増　減

区　　分 金　額（千円） 構成比
（％） 金　額（千円） 構成比

（％） 金額(千円)

1 現金及び預金

受取手形

売掛金

有価証券

商品

製品

原材料

仕掛品

貯蔵品

10 前払費用

11 未収入金

12 その他

13 貸倒引当金

流動資産合計

1 有形固定資産

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

2 無形固定資産

3 投資その他の資産

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)
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                                              （単位未満切捨） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第53期 第54期
(平成16年11月30日) (平成17年11月30日)

注記
番号

Ⅰ

899,666 670,592 △229,074

242,632 215,627 △27,004

※1 685,000 530,000 △155,000

100,000 140,000 40,000

※1 310,900 299,592 △11,308

67,937 47,598 △20,339

167,479 98,671 △68,808

16,328 27,610 11,282

24,072 25,012 939

5,503 5,732 228

51,929 10,292 △41,636

3,121 4,350 1,228

流動負債合計 2,574,572 30.7 2,075,080 25.0 △499,491

Ⅱ

790,000 830,000 40,000

※1 502,090 472,370 △29,720

89,602 264,302 174,700

※3 472,452 472,452 －  

266,406 330,594 64,188

103,590 112,088 8,498

48,951 53,135 4,184

固定負債合計 2,273,092 27.1 2,534,942 30.5 261,850

4,847,664 57.8 4,610,023 55.5 △237,641

（資本の部）

Ⅰ 545,393 6.5 545,393 6.6 －  

Ⅱ

1,800,000 1,800,000 －  

158,950 158,950 －  

1,958,950 23.3 1,958,950 23.6 －  

Ⅲ

544,934 542,212 △2,722

142,527 44,252 △98,274

687,462 8.2 586,464 7.0 △100,997

Ⅳ ※3 465,395 5.5 465,395 5.6 －  

Ⅴ 75,304 0.9 334,984 4.0 259,680

Ⅵ △190,408 △2.3 △191,362 △2.3 △953

3,542,097 42.2 3,699,826 44.5 157,729

8,389,762 100.0 8,309,850 100.0 △79,912

増　減

区　　分 金　額（千円） 構成比
（％） 金　額（千円） 構成比

（％） 金額(千円)

（負債の部）

 流動負債

1 支払手形

2 買掛金

3 短期借入金

4 一年以内に償還予定の社債

5 一年以内に返済予定の長期借入金

6 未払金

7 未払費用

8 未払法人税等

9 未払消費税等

10 預り金

11 設備関係支払手形

12 その他

 固定負債

1 社債

2 長期借入金

3 繰延税金負債

4 再評価に係る繰延税金負債

5 退職給付引当金

6 役員退職慰労引当金

7 その他

負債合計

 資本金

 資本剰余金

1 資本準備金

2 その他資本剰余金

 資本剰余金合計

 利益剰余金

1 任意積立金

2 当期未処分利益

資本合計

負債・資本合計

 利益剰余金合計

 土地再評価差額金

 その他有価証券評価差額金

 自己株式
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                    損 益 計 算 書 
                                             （単位未満切捨） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注記 百分比 百分比
番号 (％) (％)

Ⅰ 売上高 7,006,874 100.0 6,629,408 100.0 △377,466

Ⅱ 売上原価

1 商品期首たな卸高 122,728 129,215

2 製品期首たな卸高 582,035 607,913

3 当期商品仕入高 1,826,032 1,763,672

4 当期製品製造原価 ※1 3,183,348 2,873,780

5 デザイン使用料 16,631 13,711

　合　計 5,730,776 5,388,293

6 商品期末たな卸高 129,215 96,314

7 製品期末たな卸高 607,913 4,993,648 71.3 543,259 4,748,719 71.6 △244,929

売上総利益 2,013,226 28.7 1,880,689 28.4 △132,536

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1

1 運賃・保管料 327,935 330,048

2 広告宣伝費 61,461 62,991

3 給料 759,686 751,913

4 賞与 54,175 61,107

5 福利厚生費 180,139 186,882

6 退職給付費用 113,956 115,136

7 役員退職慰労引当金繰入額 7,400 8,498

8 租税公課 6,331 16,750

9 賃借料 118,849 125,485

10 減価償却費 33,334 29,036

11 その他 273,299 1,936,568 27.6 273,500 1,961,351 29.6 24,782

営業利益又は営業損失（△） 76,657 1.1 △80,661 △1.2 △157,319

Ⅳ 営業外収益

1 受取利息 9,070 319

2 有価証券利息 2,594 8,984

3 受取配当金 8,256 9,692

4 資産賃貸収入 13,152 12,698

5 カタログ代収入 9,963 8,674

6 その他 16,519 59,555 0.9 22,399 62,768 0.9 3,212

      (自　平成16年12月１日

金額(千円)区　　分 金額(千円)

増  減
第53期 第54期

 　　　至　平成16年11月30日)  　　　至　平成17年11月30日)

金額(千円)

      (自　平成15年12月１日



－5－ 

 
                                            （単位未満切捨） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注記 百分比 百分比
番号 (％) (％)

Ⅴ 営業外費用
1 支払利息 51,570 34,599
2 社債利息 3,825 9,875
3 社債発行費 19,300 6,250
4 その他 1,388 76,084 1.1 3,272 53,997 0.8 △22,086
経常利益又は経常損失（△） 60,129 0.9 △71,891 △1.1 △132,020

Ⅵ 特別利益

1 投資有価証券売却益 46,521 43,815

2 固定資産売却益 ※2 125 －  

3 貸倒引当金戻入益 1,483 48,130 0.6 －  43,815 0.7 △4,314

Ⅶ 特別損失

1 固定資産売却損及び除却損 ※3 2,363 5,828

2 投資有価証券評価損 5,608 －  

3 たな卸資産評価損 －  25,890

4 会員権償還損 －  2,000

5 過年度役員退職慰労引当金
繰入額

6 その他 －  35,079 0.5 341 34,060 0.5 △1,019

税引前当期純利益又は 73,180 1.0 △62,135 △0.9 △135,316
税引前当期純損失（△）

法人税､住民税及び事業税 16,396 16,314

法人税等調整額 △1,847 14,548 0.2 △1,544 14,769 0.3 221

当期純利益又は 58,631 0.8 △76,905 △1.2 △135,537
当期純損失（△）

前期繰越利益 83,895 121,158 37,262

当期未処分利益 142,527 44,252 △98,274

27,107 －  

第53期 第54期

 　　　至　平成16年11月30日)  　　　至　平成17年11月30日)
増  減

区　　分 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

      (自　平成15年12月１日       (自　平成16年12月１日
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             利 益 処 分 案 
 
                                                                                    （単位未満切捨） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

科　目 増　減

千円 千円 千円

当期未処分利益 142,527 44,252 △98,274

圧縮記帳積立金取崩額 2,722 2,275 △447

計 145,250 46,527 △98,722

これを次のとおり処分いたします。

利益配当金　 24,091 32,108 8,017

（ １株につき ） 　　　（　　３円 ) 　　　（　　４円 ) 　　　（　　１円 )

次期繰越利益 121,158 14,419 △106,739

(注)利益配当金は自己株式1,678,276株を除いて計算しております。

      第 54　期      第 53　期
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 重要な会計方針 

 

 項目 
第５３期 

（自 平成15年12月１日 
  至 平成16年11月30日） 

第５４期 
（自 平成16年12月１日 
  至 平成17年11月30日） 

１ 有価証券の評価基準及び評 
  価方法 

(1) 満期保有目的の債券 
   償却原価法（定額法） 
(2) 関係会社株式 
  移動平均法による原価法 
(3) 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） 
  時価のないもの 
   移動平均法による原価法 

(1) 満期保有目的の債券 
   同左 
(2) 関係会社株式 
   同左 
(3) その他有価証券 
   時価のあるもの 
   同左 
 
 
 
 
  時価のないもの 
   同左 

２ たな卸資産の評価基準及び 
  評価方法 
    商品 
    製品 
    原材料 
    仕掛品 
    貯蔵品 

 
 
 先入先出法による原価法 
   同上 
   同上 
   同上 
   同上 

 
 
   同左 
   同左 
   同左 
   同左 
   同左 

３ 固定資産の減価償却の方 
  法 

(1) 有形固定資産 
  建物(建物附属設備を含む) 
      ・・・定額法 
  建物以外・・・定率法 
   なお、主な耐用年数は次のと 
  おりであります。 
 建物  ３年～50年 
 構築物  ６年～45年 
 機械装置  ７年～13年 
 車両運搬具  ３年～７年 
 工具器具備品  ２年～20年  

(1) 有形固定資産 
   同左 

 (2) 無形固定資産 
   定額法 

(2) 無形固定資産 
   同左 

４ 繰延資産の処理方法    社債発行費 
  支出時に全額費用処理しておりま 
  す。 

   社債発行費 
   同左 
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項目 
第５３期 

（自 平成15年12月１日 
  至 平成16年11月30日） 

第５４期 
（自 平成16年12月１日 
  至 平成17年11月30日） 

５ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 
  債権の貸倒れに備えるため、一般 
  債権については貸倒実績率により、 
  貸倒懸念債権等特定の債権につい 
  ては回収可能性を検討し、回収不 
  能見込額を計上しております。 

(1) 貸倒引当金 
   同左 

 (2) 退職給付引当金 
  従業員の退職給付に備えるため、 
  当事業年度末における退職給付債 
  務及び年金資産の見込額に基づき、 
  当事業年度末において発生してい 
  ると認められる額を計上しており 
  ます。 
   なお、会計基準変更時差異（ 
  1,125,010 千円)については、15 
  年による按分額を費用処理してお 
  ります。数理計算上の差異は、各 
  期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 
  事業年度から費用処理することと 
  しております。 
(3) 役員退職慰労引当金 
  役員退職慰労金の支給に備えるた 
  め、内規に基づく期末要支給額の 
  100％を計上しております。 
  (会計処理の変更) 
  従来、役員退職慰労引当金の計上 
  方法は内規に基づく期末要支給額 
  の50％を計上しておりましたが、 
  内規の見直しを実施したことを機 
  に役員の在任期間及び年齢構成等 
  の状況を考慮し、将来の支出に備 
  えて財務体質の健全化と期間損益 
  の適正化を図るため、内規に基づ 
  く期末要支給額の100％を計上す 
  る方法へ変更しております。この 
  変更により、内規変更の影響も含 
  め前期と同一の基準によった場合 
  に比べ、営業利益及び経常利益は 
  それぞれ3,700 千円、税引前当期 
  純利益は30,807 千円少なく計上 
  されております。 
   なお、上記会計処理の変更は、 
  内規の見直しが下期に行われたた 
  め、中間・年度の首尾一貫性を欠 
  くこととなりました。従って、当 
  中間会計期間は、従来の方法によ 
  っており、内規変更の影響も含め 
  当事業年度と同一の方法によった 
  場合に比べ、販売費及び一般管理 
  費は 937 千円少なく、営業利益及 
  び経常利益は同額多く計上され、 
  税引前中間純利益は28,045 千円 
  多く計上されております。 

(2) 退職給付引当金 
   同左 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) 役員退職慰労引当金 
  役員退職慰労金の支給に備えるた 
  め、内規に基づく期末要支給額の 
  100％を計上しております。 
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項目 
第５３期 

（自 平成15年12月１日 
  至 平成16年11月30日） 

第５４期 
（自 平成16年12月１日 
  至 平成17年11月30日） 

６ リース取引の処理方法   リース物件の所有権が、借主に移 
  転すると認められるもの以外のフ 
  ァイナンス・リース取引について 
  は、通常の賃貸借取引に係る方法 
  に準じた会計処理によっておりま 
  す。 

   同左 

７ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 
  金利スワップについては、特例処 
  理の要件を満たしておりますので、 
  特例処理を採用しております。 
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 
  ヘッジ手段・・・金利スワップ 
  ヘッジ対象・・・借入金の支払金利 
(3) ヘッジ方針 
  変動金利による借入金金利を固定 
  金利に交換し、金利変動リスクを 
  ヘッジしております。 
(4) ヘッジ有効性評価の方法 
  金利スワップの特例処理の要件を 
  満たしているため、有効性の判定 
  を省略しております。 

(1) ヘッジ会計の方法 
   同左 
 
 
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 
   同左 
 
(3) ヘッジ方針 
   同左 
 
 
(4) ヘッジ有効性評価の方法 
   同左 

８ 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 
  税抜方式によっております。 
 

   消費税等の会計処理 
   同左 
 

 

（追加情報） 

第５３期 
（自 平成15年12月１日 
  至 平成16年11月30日） 

第５４期 
（自 平成16年12月１日 
  至 平成17年11月30日） 

 
 
     ――――――――― 
 

法人事業税における外形標準課税 
    実務対応報告第１２号「法人事業税における外形 
    標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務 
  上の取扱い」（企業会計基準委員会（平成16年２月 
  13日））に基づき、当会計年度から法人事業税の付 
  加価値割及び資本割11,386千円については、販売費 
  及び一般管理費に計上しております。 
  

 

 

（表示方法の変更） 

第５３期 
（自 平成15年12月１日 
  至 平成16年11月30日） 

第５４期 
（自 平成16年12月１日 
  至 平成17年11月30日） 

  前期まで営業外費用の「その他の営業外費用」に含 
  めて表示していた「社債発行費」は、営業外費用の 
  合計額の10/100を超えることとなったため、区分掲 
  記することに変更しました。 
   なお、前期における「社債発行費」の金額は、 
  6,337 千円であります。 

 
 
     ――――――――― 
   

 
 



－10－ 

 
注 記 事 項 
（貸 借 対 照 表 関 係） 
                                             （単位：千円） 

 
第５３期 

（平成16年11月30日） 
第５４期 

（平成17年11月30日） 
※１ 担保に供している資産 建物 370,685 建物 362,774 

 土地 1,658,629 土地 1,658,629 

 投資有価証券 660,758 投資有価証券 1,185,533 

上記に対する債務 短期借入金 485,000 短期借入金 336,920 

 長期借入金 812,990 長期借入金 688,762 

 (一年以内に返済予定の長期借入金 

 含む) 

(一年以内に返済予定の長期借入金 

 含む) 

※２ 有形固定資産の減価償却累計額 4,731,161 4,742,945 

※３ 土地再評価 「土地の再評価に関する法律 (平 

成 10年３月31日公布 法律第34 

号) 」及び平成13年３月31日の 

改正同法律に基づき、事業用土地 

の再評価を行っております。 

 なお、評価差額については、当 

該評価差額に係る税金相当額を「 

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」 

として資本の部に計上しておりま 

す。 

  再評価を行った年月日 

            平成 13年 11月 30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 

          △295,963 千円 

  同法律第３条第３項に定める再 

  評価の方法  

   土地の再評価に関する法律施 

  行令（平成10年３月31日公布 

  政令第119号）第２条第３号に 

  よるところの固定資産税評価額 

  による方法としております。 

「土地の再評価に関する法律 (平 

成 10年３月31日公布 法律第34 

号) 」及び平成13年３月31日の 

改正同法律に基づき、事業用土地 

の再評価を行っております。 

 なお、評価差額については、当 

該評価差額に係る税金相当額を「 

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」 

として資本の部に計上しておりま 

す。 

  再評価を行った年月日 

            平成 13年 11月 30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 

          △360,678 千円 

  同法律第３条第３項に定める再 

  評価の方法  

   土地の再評価に関する法律施 

  行令（平成10年３月31日公布 

  政令第119号）第２条第３号に 

  よるところの固定資産税評価額 

  による方法としております。 

４ 保証債務   従業員 ３名    2,252   従業員 ３名    3,003 
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 （損 益 計 算 書 関 係） 
                                                         (単位:千円) 
 第５３期 

（自 平成15年12月１日 
  至 平成16年11月30日） 

第５４期 
（自 平成16年12月１日 
  至 平成17年11月30日） 

※１ 一般管理費及び当期製造費用に含ま 
  れる研究開発費 27,738 31,326 

※２ 固定資産売却益の内訳   
          
 車両運搬具   125   －－－－  
   合 計   125   －－－－  
※３ 固定資産売却損及び除却損の内訳   
          
 固定資産売却損        
  機械装置   234   －－－－  
             
 固定資産除却損        
  建物   －－－－   379  
  機械装置   2,021   4,799  
  車両運搬具   61   292  
  工具器具備品   45   292  
  無形固定資産   －－－－   64  

     計   2,128   5,828  

   合 計   2,363   5,828  
 
（リース取引関係） 
 

第５３期 
（自 平成15年12月１日 
  至 平成16年11月30日） 

第５４期 
（自 平成16年12月１日 
  至 平成17年11月30日） 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以 
 外のファイナンス・リース取引 
 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以 
 外のファイナンス・リース取引 

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及 
  び期末残高相当額 

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及 
  び期末残高相当額 

  工具器具 
備 品 
(千円) 

 
合 計 
(千円) 

    工具器具 
備 品 
(千円) 

 
合 計 
(千円) 

  

 取得価額相当額  106,332 106,332    取得価額相当額  122,451 122,451   
 減価償却累計額 
 相当額 

 
79,222 79,222  

  減価償却累計額 
 相当額 

 
84,836 84,836  

 

 期末残高相当額  27,110 27,110    期末残高相当額  37,615 37,615   
  なお、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、財務諸表 
 等規則第８条の６第２項の規定に基づき支払利子込み法に 
 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年以内  15,322千円   １年以内  8,961千円  
 １年超  11,788千円   １年超  28,654千円  
  合計  27,110千円    合計  37,615千円  
  なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース 
 料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低 
 いため、財務諸表等規則第８条の６第２項の規定に基づき､ 
 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 19,547千円     支払リース料 16,212千円  
   減価償却費相当額 19,547千円     減価償却費相当額 16,212千円  
  
４ 減価償却費相当額の算定方法 ４ 減価償却費相当額の算定方法 
    リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定 
    額法によっております。 

同 左 
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 （有 価 証 券 関 係） 
 
     「有価証券関係」については、連結財務諸表における注記事項として記載しております。 
 
   第53期（平成16年11月30日現在） 
    関係会社株式で時価のあるものはありません。 
 
    第54期（平成17年11月30日現在） 
    関係会社株式で時価のあるものはありません。 
 
 
 （デ リ バ テ ィ ブ 取 引 関 係） 
 
     「デリバティブ取引関係」については、連結財務諸表における注記事項として記載しております。 
 
 
 （税 効 果 関 係） 
 

第５３期 
（平成16年11月30日） 

第５４期 
（平成17年11月30日） 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内 
  訳 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内 
  訳 

   繰延税金資産(流動資産)      繰延税金資産(流動資産)   
      (千円)       (千円) 
     ―――――――――       未払事業税 4,600  
       棚卸資産 10,459  
          小計 15,059  
       評価性引当額 △15,059  
          合計    －  
   繰延税金資産(投資その他の資産)      繰延税金資産(投資その他の資産)   
      (千円)       (千円) 
    繰越欠損金 344,333      繰越欠損金 167,579  
    投資有価証券 76,110      退職給付引当金 133,560  
    退職給付引当金 107,628      役員退職慰労引当金 45,283  
    役員退職慰労引当金 41,850      その他   4,251  
    その他 6,850         小計 350,674  
       小計 576,772      評価性引当額 △350,674  
    評価性引当額 △576,772         合計    －  
       合計 －     
      
   繰延税金負債(固定負債)      繰延税金負債(固定負債)   
    圧縮記帳積立金 38,832      圧縮記帳積立金 36,949  
    その他有価証券評価差額金 50,769      その他有価証券評価差額金 227,352  
       合計 89,602         合計 264,302  
   繰延税金負債の純額 89,602     繰延税金負債の純額 255,508  
 
２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率と 
  の差異の原因となった主な項目別の内訳 
                           (％) 

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

   法定実効税率 40.4  
   （調整）   

   当事業年度は税引前当期純損失を計上しておりますの 
  で、記載を省略しております。 

   均等割 20.6          
   評価性引当額 △39.3     
   その他 △1.8     
   税効果会計適用後の法人税等の負担率 19.9     
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 （１ 株 当 た り 情 報） 
 

 第５３期 
（自 平成15年12月１日 
  至 平成16年11月30日） 

第５４期 
（自 平成16年12月１日 
  至 平成17年11月30日） 

１株当たり純資産額  441円 08銭  460円 91銭 

１株当たり当期純利益又は 
当期純損失(△)  7円 28銭 △9円 58銭 

 

 なお、潜在株式調整後１株 
当たり当期純利益については、 
新株予約権付社債等潜在株式 
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 
当たり当期純利益については、 
１株当たり当期純損失であり、 
また、新株予約権付社債等潜 
在株式が存在しないため記載 
しておりません。 

   (注) １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失(△)の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 
 第５３期 

（自 平成15年12月１日 
  至 平成16年11月30日） 

第５４期 
（自 平成16年12月１日 
  至 平成17年11月30日） 

 当期純利益又は 
 当期純損失(△)（千円） 

58,631 △76,905 

 普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― 
 普通株主に係る当期純利益又は 
 当期純損失(△)（千円） 

58,631 △76,905  

 期中平均株式数（千株） 8,057 8,028 
 
 
 （重 要 な 後 発 事 象） 
     該当事項はありません。 
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役  員  の  異  動 
 
 
 
 
  新任監査役候補 
 

   非常勤監査役       杉
すぎ

 田
た

 勝
かつ

 彦
ひこ

  (石原総合法律事務所副所長 弁護士) 


