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上場会社名 株式会社　小野測器 上場取引所 東

コード番号  6858 本社所在都道府県 神奈川県
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代 表 者   役 職 名    取締役社長 氏 名   小野　雅道

問合せ先責任者   役 職 名    常務取締役 氏 名   宮川　肇 TEL (045) 935 - 3823

決 算 取 締 役 会 開 催 日　　平成18年１月27日 中間配当制度の有無　　有

配 当 支 払 開 始 予 定 日    平成18年３月16日 定 時 株 主 総 会 開 催 日　　平成18年３月15日

単元株制度採用の有無　有(１単元　1,000 株)

１. 17年12月期の業績（平成17年１月１日～平成17年12月31日）
(1)経営成績 (注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売　　上　　高 営　業　利　益 経　常　利　益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

17年12月期 17,268 2.3 1,719 △ 19.9 1,873 △ 10.0

16年12月期 16,878 10.8 2,146 48.1 2,080 43.5

  当 期 純 益利 
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12月期 1,069 △ 49.0 37.45 － 8.0 9.6 10.8

16年12月期 2,098 33.3 71.21 － 16.8 10.5 12.3
(注)①期中平均株式数 17年12月期      28,556,223 株　　　　　16年12月期    29,465,286 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 配当金総額

配当性向
株主資本

中間 期末 (年間) 配当率
円　銭 円　銭 円　銭 百万円 ％ ％

17年12月期 15.00 7.50 7.50 426 40.1 3.1

16年12月期 15.00 7.50 7.50 431 21.1 3.4

(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12月期 20,304 13,928 68.6 491.07

16年12月期 18,571 12,878 69.3 450.62

(注)①期末発行済株式数 17年12月期     28,362,651 株　　　　　16年12月期    28,578,545 株 

 　 ②期末自己株式数 17年12月期      1,887,349 株　　　　　16年12月期     1,671,455 株 

２. 18年12月期の業績予想（平成18年１月１日～平成18年12月31日）

売上高 経常利益 当期純利益
　　　　１株当たり年間配当金

中間 期末
百万円 百万円 百万円 円　銭 円　銭 円　銭

中 間 期 9,000 940 550 7.50 － －

通　　期 18,000 1,940 1,150 － 7.50 15.00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）   40 円 55 銭 

※上記予想は本資料の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ます。
　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結果となる可能性があります。



財務諸表等

(１)財務諸表

①貸借対照表　

前事業年度
（平成16年12月31日）

当事業年度
（平成17年12月31日）

区分
注記
番号

金額(
構成比
(％)

千円) 金額(
構成比
(％)

千円)

（資産の部）

Ⅰ流動資産

1 現金及び預金 2,750,785 3,565,459

2 受取手形 1,213,557 870,539

3 売掛金 ※6 3,752,952 3,682,949

4 製品 151,811 149,769

5 半製品 263,329 261,706

6 原材料 287,915 270,317

7 仕掛品 1,736,086 2,014,612

8 貯蔵品 3,539 3,471

9 繰延税金資産 79,588 104,893

10 短期貸付金 ※6 20,000 20,000

11 その他 60,194 131,022

貸倒引当金 △ 5,500 △ 3,500

流動資産合計 10,314,260 55.5 11,071,240 54.5

Ⅱ固定資産

1 有形固定資産

(1)建物 5,513,761 5,611,481

減価償却累計額 △ 3,726,391 1,787,369 △ 3,724,041 1,887,440

(2)構築物 291,471 317,232

減価償却累計額 △ 230,036 61,435 △ 233,450 83,781

(3)機械及び装置 697,195 1,125,092

減価償却累計額 △ 442,345 254,850 △ 543,138 581,953

(4)車輌及び運搬具 1,332 －

減価償却累計額 △ 1,151 181 － －

(5)工具器具及び備品 1,537,543 1,597,911

減価償却累計額 △ 1,343,175 194,367 △ 1,345,092 252,819

(6)土地 3,126,244 3,126,244

(7)建設仮勘定 1,138 14,700

有形固定資産合計 5,425,587 29.2 5,946,939 29.3

2 無形固定資産

(1)ソフトウェア 124,110 138,614

(2)電話加入権 13,920 13,920

(3)その他 7,457 9,346

無形固定資産合計 145,487 0.8 161,880 0.8

3 投資その他の資産

(1)投資有価証券 1,586,836 2,498,478

(2)関係会社株式 160,425 160,425

(3)敷金保証金 44,075 43,350

(4)保険積立金 231,293 231,299

(5)繰延税金資産 563,657 190,391

(6)その他 100,000 －

投資その他の資産合計 2,686,288 14.5 3,123,945 15.4

固定資産合計 8,257,363 44.5 9,232,765 45.5

資産合計 18,571,624 100.0 20,304,006 100.0
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前事業年度
（平成16年12月31日）

当事業年度
（平成17年12月31日）

区分
注記
番号

金額(
構成比
(％)

千円) 金額(
構成比
(％)

千円)

（負債の部）

Ⅰ流動負債

1 支払手形 690,969 662,992

2 買掛金 ※6 1,897,031 2,268,616

3 未払金 129,301 140,946

4 未払費用 424,820 359,444

5 未払法人税等 304,782 633,137

6 未払消費税等 82,644 18,008

7 前受金 275,243 453,361

8 預り金 89,039 104,746

9 賞与引当金 73,000 61,630

10 設備関係支払手形 21,920 63,570

11 繰延ヘッジ利益 2,070 －

12 その他 284 －

流動負債合計 3,991,107 21.5 4,766,455 23.5

Ⅱ固定負債

1 退職給付引当金 1,691,743 1,596,801

2 その他 10,594 12,694

固定負債合計 1,702,337 9.2 1,609,495 7.9

負債合計 5,693,445 30.7 6,375,951 31.4

（資本の部）

Ⅰ資本金 ※1 7,134,200 38.4 7,134,200 35.1

Ⅱ資本剰余金

1 資本準備金 1,800,000 1,800,000

2 その他資本剰余金

(1)資本準備金減少差益 1,352,896 1,352,896

(2)自己株式処分差益 263 244

資本剰余金合計 3,153,159 17.0 3,153,140 15.5

Ⅲ利益剰余金

1 当期未処分利益 3,153,822 3,794,636

利益剰余金合計 3,153,822 17.0 3,794,636 18.7

Ⅳその他有価証券評価差額金 573,456 3.0 1,147,308 5.7

Ⅴ自己株式 ※2 △ 1,136,459 △ 6.1 △ 1,301,229 △ 6.4

資本合計 12,878,178 69.3 13,928,055 68.6

負債資本合計 18,571,624 100.0 20,304,006 100.0
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②損益計算書

前事業年度 当事業年度
   (自 平成16年１月１日    (自　平成17年１月１日
    至 平成16年12月31日)          至　平成17年12月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ売上高 ※3 16,878,785 100.0 17,268,064 100.0

Ⅱ売上原価

1 製品期首たな卸高 151,501 151,811

2 当期製品製造原価 10,573,761 10,908,760

　合計 10,725,263 11,060,571

3 製品期末たな卸高 151,811 10,573,451 62.6 149,769 10,910,802 63.2

売上総利益 6,305,333 37.4 6,357,261 36.8

Ⅲ販売費及び一般管理費 ※1

1 広告宣伝費 48,202 64,827

2 販売手数料 166,929 107,635

3 運賃荷造費 62,099 62,919

4 貸倒引当金繰入額 600 －

5 役員報酬 72,600 96,600

6 給料手当 1,372,860 1,443,218

7 賞与引当金繰入額 34,461 29,605

8 退職給付費用 56,979 83,759

9 法定福利費 190,307 201,760

10 旅費交通費 154,401 164,425

11 賃借料 124,162 122,556

12 支払手数料 205,516 273,827

13 公租公課 17,609 72,358

14 事業所税 16,976 17,334

15 研究開発費 ※2 1,241,908 1,253,478

16 減価償却費 61,853 40,723

17 その他 331,590 4,159,057 24.7 602,943 4,637,973 26.8

営業利益 2,146,276 12.7 1,719,287 10.0
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Ⅳ

Ⅵ

Ⅶ

前事業年度 当事業年度
   (自 平成16年１月１日    (自　平成17年１月１日
    至 平成16年12月31日)          至　平成17年12月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

営業外収益

1 受取利息 1,509 1,391

2 受取配当金 ※3 22,985 64,786

3 賃貸収入 ※3 119,890 123,329

4 経営指導料 ※3 19,620 22,800

5 受取補償金 － 10,688

6 その他 12,478 176,483 1.0 27,935 250,930 1.4

Ⅴ営業外費用

1 社債利息 30,557 －

2 社債保証料 13,368 －

3 売上割引 24,438 27,117

4 賃貸原価 81,516 59,249

5 保険解約損 60,031 －

6 その他 32,316 242,228 1.4 10,466 96,832 0.6

経常利益 2,080,531 12.3 1,873,385 10.8

特別利益

1 投資有価証券売却益 62,204 0

2 貸倒引当金戻入益 － 2,000

3 その他 6,031 68,236 0.4 － 2,000 0.0

特別損失　

1 固定資産売却損 ※4 2,541 －

2 固定資産除却損 ※5 25,180 16,542

3 役員退職慰労金 9,473 1,200

4 事業撤退損 － 42,060

5 その他 407 37,602 0.2 － 59,802 0.3

税引前当期純利益 2,111,165 12.5 1,815,584 10.5

法人税、住民税及び事業税 303,741 732,807

法人税等調整額 △ 290,782 12,959 0.1 13,352 746,159 4.3

当期純利益 2,098,205 12.4 1,069,424 6.2

前期繰越利益 1,272,720 2,939,483

中間配当額 217,103 214,272

当期未処分利益 3,153,822 3,794,636

4



  

  

③利益処分計算書及び利益処分案

利益処分計算書 利益処分案

前事業年度 当事業年度
株主総会承認日 株主総会承認予定日

(平成17年３月25日） (平成18年３月15日）

区分
注記
番号

金額(千円) 区分
注記
番号

金額(千円)

Ⅰ当期未処分利益 3,153,822 Ⅰ当期未処分利益 3,794,636

Ⅱ利益処分額 Ⅱこれを次のとおり処分いたします。

1 配当金 214,339   1 配当金 212,719   

（１株につき７円50銭）

214,339   212,719   

Ⅲ次期繰越利益 2,939,483 Ⅲ次期繰越利益 3,581,916

（注）平成17年８月25日に214,272千円（１株につき７円50銭）の中間配当を実施いたしました。

5



重要な会計方針

前事業年度 当事業年度

（自　平成16年１月１日 （自　平成17年１月１日

　　至　平成16年12月31日） 　　至　平成17年12月31日）

 １　有価証券の評価基準及び評価方法  １　有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 満期保有目的の債券 (1) 満期保有目的の債券

　……償却原価法 　　　　同左

(2) 子会社株式及び関連会社株式 (2) 子会社株式及び関連会社株式

　……移動平均法による原価法 　　　　同左

(3) その他有価証券 (3) その他有価証券

時価のあるもの 時価のあるもの

　……決算末日の市場価格等に基づく時価法 　　　　同左

　　　(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 時価のないもの

　……移動平均法による原価法 　　　　同左

 ２　デリバティブ等の評価基準及び評価方法  ２　デリバティブ等の評価基準及び評価方法
デリバティブ……時価法 　　　同左

 ３　たな卸資産の評価基準及び評価方法  ３　たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 製品・半製品……総平均法による原価法 　　　　同左

(2) 原材料……………移動平均法による原価法

(3) 仕掛品……………個別法による原価法

(4) 貯蔵品…………… 終仕入原価法

 ４　固定資産の減価償却の方法  ４　固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産……定率法 (1) 有形固定資産……定率法

　ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物
（附属設備を除く）については定額法を採用してお
ります。

　ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物
（附属設備を除く）については定額法を採用してお
ります。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
 建物                   15～38年
 工具器具及び備品       ２～６年

 建物                   15～38年
工具器具及び備品       ２～６年

(2) 無形固定資産……定額法 (2) 無形固定資産……定額法

　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年以内)に基づく定額法を
採用しております。

　　　　同左

 ５　引当金の計上基準  ５　引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金 (1) 貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権
については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定
の債権については個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。

　　　　同左

(2) 賞与引当金 (2) 賞与引当金
　従業員の賞与支給に充てるため、将来の支給見込
額のうち当期の負担額を計上しております。

　　　　同左
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前事業年度 当事業年度

（自　平成16年１月１日 （自　平成17年１月１日

　　至　平成16年12月31日） 　　至　平成17年12月31日）

(3) 退職給付引当金 (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、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。

　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。

　過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存
勤務期間以内の一定の年数(３年)による定額法によ
り按分した額を、発生時から費用処理しておりま
す。

　数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均
残存勤務期間以内の一定の年数(10年)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
ら費用処理しております。

　数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均
残存勤務期間以内の一定の年数(10年)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
ら費用処理しております。

 ６　リース取引の処理方法  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  ７　ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法
　繰延ヘッジ処理を採用しております。ただし、為
替予約等が付されている外貨建金銭債権債務等につ
いては、振当処理を採用しております。

　　　　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

①ヘッジ手段 ①ヘッジ手段
　為替予約取引、通貨スワップ取引及び金利スワッ
プ取引（またはこれらの組み合わせによる取引）を
行うこととしております。

　　　　同左

②ヘッジ対象 ②ヘッジ対象
　為替・金利等の市場価格の変動により将来キャッ
シュ・フローが変動するリスクのある資産または負
債を対象としております。

　　　　同左

(3) ヘッジ方針 (3) ヘッジ方針
　為替変動リスクのある資産及び負債については、
為替予約及び通貨スワップ等により為替リスクを
ヘッジすることを基本としております。

　　　　同左

　金利リスクのある資産及び負債については、金利
スワップ等により金利リスクをヘッジすることを基
本としております。

(4) ヘッジ有効性評価の方法 (4) ヘッジ有効性評価の方法
　ヘッジ手段及びヘッジ対象について、毎事業年度
末（中間会計期間末を含む）に、個別取引毎のヘッ
ジ効果を検証しておりますが、ヘッジ対象の資産ま
たは負債とデリバティブ取引について、元本・利
率・期間等の条件が同一の場合は、ヘッジ効果が極
めて高いことから本検証を省略しております。

　　　　同左

 ８　消費税等の会計処理  ８　消費税等の会計処理
　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式に
よっております。

　　　　同左
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表示方法の変更

前事業年度 当事業年度

（自　平成16年１月１日 （自　平成17年１月１日

　　至　平成16年12月31日） 　　至　平成17年12月31日）

　前事業年度において営業外費用の「その他」に含めて
表示しておりました「売上割引」(前事業年度末22,306
千円)は、金額的に重要となったため、当事業年度より
区分掲記しております。
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  注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 当事業年度

（平成16年12月31日） （平成17年12月31日）

※１ 会社が発行する株式総数　　 普通株式 　80,000千株 ※１ 会社が発行する株式総数　　 普通株式 　80,000千株

発行済株式総数　　　　　　 普通株式　 30,250千株 発行済株式総数　　　　　　 普通株式　 30,250千株

※２ 保有自己株式数　　  　　　 普通株式  1,671,455株 ※２ 保有自己株式数　　  　　　 普通株式  1,887,349株

３ 保証債務 ３

(1)医療法人社団白山会のリース会社への医療機器
　 購入代金に対し、保証をしております。

2,106千円

(2)医療法人社団白山会における銀行借入金に対し､
　 保証をしております。

585千円
４ 　平成15年３月27日開催の定時株主総会において、下

記の欠損てん補を行っております。
４ 　平成15年３月27日開催の定時株主総会において、下

記の欠損てん補を行っております。

　資本準備金　　           　　　　3,577,707千円 　資本準備金　　           　　　　3,577,707千円

　利益準備金　             　　　　　452,278千円 　利益準備金　             　　　　　452,278千円

　計　　　　     　　　　　　　　　4,029,985千円 　計　　　　     　　　　　　　　　4,029,985千円
５ 配当制限 ５ 配当制限

　有価証券の時価評価により、純資産額が573,456千
円増加しております。なお、当該金額は商法施行規則
第124条第３号の規定により、配当に充当することが
制限されております。

　有価証券の時価評価により、純資産額が1,147,308
千円増加しております。なお、当該金額は商法施行規
則第124条第３号の規定により、配当に充当すること
が制限されております。

※６ 関係会社に係る注記 ※６ 関係会社に係る注記

　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。

　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。

　売掛金　　　　 　 　   　   　　　　79,956千円 　売掛金　　　　 　 　   　   　　　　67,801千円

　短期貸付金　　   　　 　　  　　　　20,000千円 　短期貸付金　　   　　 　　  　　　　20,000千円

　買掛金　　　   　 　　　　 　　　　179,573千円 　買掛金　　　   　 　　　　 　　　　211,039千円

（損益計算書関係）

前事業年度 当事業年度

（自　平成16年１月１日 （自　平成17年１月１日

　　至　平成16年12月31日） 　　至　平成17年12月31日）

※１ 販売費及び一般管理費に属する費用のおおよその割合 ※１ 販売費及び一般管理費に属する費用のおおよその割合

  販売費　50％　　　一般管理費　50％   販売費　50％　　　一般管理費　50％

※２ 研究開発費の総額 ※２ 研究開発費の総額

　販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費は、
1,241,908千円であります。

　販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費は、
1,253,478千円であります。

※３ 関係会社に係る注記 ※３ 関係会社に係る注記

  売上高                             293,941千円   売上高                             616,352千円

  受取配当金                  　　　　11,000千円   受取配当金                  　　　　48,429千円

  賃貸収入　　　             　　　　113,625千円   賃貸収入　　　             　　　　115,171千円

  経営指導料                  　　　　19,620千円   経営指導料                  　　　  22,800千円

※４ 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。 ※４

  電話加入権                   　　　　2,541千円

※５ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 ※５ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

  建物                         　　　　1,341千円   建物                         　　　 10,160千円

　構築物　　　　　　　　　　　 　　　　　120千円 　構築物　　　　　　　　　　　 　　　　　943千円

  機械及び装置                   　　　　258千円   機械及び装置                   　　　　685千円

  工具器具及び備品            　　　　23,451千円   車輌及び運搬具          　　　　　　    88千円

　ソフトウェア　　　　　　　　　  　　　　 7千円   工具器具及び備品            　　　   4,664千円

  計                          　　　　25,180千円   計                          　　　　16,542千円
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(リース取引関係)

前事業年度 当事業年度

（自　平成16年１月１日 （自　平成17年１月１日

　　至　平成16年12月31日） 　　至　平成17年12月31日）

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

取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額
相当額
(千円)

期末残高
相当額
(千円)

取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額
相当額
(千円)

期末残高
相当額
(千円)

車輌及び
運搬具

16,188 11,338 4,849
車輌及び
運搬具

9,708 7,226 2,481

工具器具
及び備品

71,481 25,432 46,049
工具器具
及び備品

71,481 39,728 31,753

ソフト
ウェア

46,747 15,814 30,932
ソフト
ウェア

46,747 25,164 21,583

合計 134,417 52,585 81,831 合計 127,937 72,119 55,817

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 26,014 千円 　　１年内 25,587 千円

　　１年超 55,817 千円 　　１年超 30,230 千円

　　合計 81,831 千円 　　合計 55,817 千円

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 31,093 千円 　　　支払リース料 26,014 千円

　　　減価償却費相当額 31,093 千円 　　　減価償却費相当額 26,014 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

同左

(有価証券関係)

前事業年度末（平成16年12月31日）

　　　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。

当事業年度末（平成17年12月31日）

　　　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。

（注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残

　　　有形固定資産の期末残高等に占める割合が

　　　ため、支払利子込み法により算定しており

高が

低い

ます。

（注）未経過リース料期末残高相当額は、未経過

　　　ス料期末残高が有形固定資産の期末残高等

　　　める割合が低いため、支払利子込み法によ

リ－

に占

り算

　　　定しております。

（注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残

　　　有形固定資産の期末残高等に占める割合が低

　　　ため、支払利子込み法により算定しておりま

高が

い

す。

（注）未経過リース料期末残高相当額は、未経過

　　　ス料期末残高が有形固定資産の期末残高等

　　　める割合が低いため、支払利子込み法によ

リ－

に占

り算

　　　定しております。

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす

額法によっております。

る定

　リース物件の所有権が借主に移転すると認めら

もの以外のファイナンス・リース取引

れる 　リース物件の所有権が借主に移転すると認めら

もの以外のファイナンス・リース取引

れる
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(税効果会計関係)

前事業年度末 当事業年度末

（平成16年12月31日） （平成17年12月31日）

1 　繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の 1 　繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 内訳

（繰延税金資産） （繰延税金資産）

    退職給付引当金損金算入限度超過額 693,614 千円     退職給付引当金損金算入限度超過額 654,688 千円

    投資有価証券評価損 193,966 千円     投資有価証券評価損 193,966 千円

　　たな卸資産評価損 6,629 千円 　　たな卸資産評価損 4,854 千円

　　未払事業税 36,065 千円 　　未払事業税 56,776 千円

　　未払事業所税 6,964 千円 　　未払事業所税 7,107 千円

　　賞与引当金損金算入限度超過額 29,930 千円 　　賞与引当金損金算入限度超過額 25,268 千円

　　その他 3,959 千円 　　その他 15,115 千円

　　繰延税金資産小計 971,129 千円 　　繰延税金資産小計 957,776 千円

　　評価性引当額 193,966 千円 　　評価性引当額 193,966 千円

　　繰延税金資産合計 777,163 千円 　　繰延税金資産合計 763,810 千円

（繰延税金負債） （繰延税金負債）

　　その他有価証券評価差額金 133,916 千円 　　その他有価証券評価差額金 468,526 千円

　　繰延税金資産の純額 643,246 千円 　　繰延税金資産の純額 295,284 千円

　　繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含 　　繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含

　まれております。 　まれております。

　　流動資産－繰延税金資産 79,588 千円 　　流動資産－繰延税金資産 104,893 千円

　　固定資産－繰延税金資産 563,657 千円 　　固定資産－繰延税金資産 190,391 千円

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 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 の差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 41 ％ 　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

（調整） の間の差異が法定実効税率の百分の五以下であるため注記

交際費等の永久損金不算入 0.2 ％ を省略しております。

住民税均等割 0.8 ％

受取配当金の永久益金不算入 △ 0.4 ％

評価性引当額の取崩額 △ 15.7 ％

欠損金の損金算入による影響等 △ 25.3 ％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 0.6 ％

（重要な後発事象）

前事業年度 当事業年度

(自 平成16年１月１日 (自 平成17年１月１日

　至 平成16年12月31日) 　至 平成17年12月31日)

　該当事項はありません。 　該当事項はありません。
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