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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)記載金額は単位未満を切り捨てております。 

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 

 
17 年 12 月期 
16 年 12 月期 

百万円 ％

44,170 △4.1
46,079 0.1

百万円 ％

△1,340 －
△253 －

百万円 ％

△877 －
89 －

 

 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

 
17 年 12 月期 
16 年 12 月期 

百万円 ％ 

△2,080 － 
104 －  

円 銭

△43.31
2.17

円 銭

－
－

％ 

△13.9 
0.7  

％ 

△2.5 
0.2  

％

△2.0
0.2

(注)①期中平均株式数 17 年 12 月期 48,022,473 株 16 年 12 月期 48,030,067 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 

 
17 年 12 月期 
16 年 12 月期 

円 銭 

0.00 
0.00  

円 銭

0.00
0.00

円 銭

0.00
0.00

百万円

－
－

％ 

－ 
－  

％

－
－

(注)17 年 12 月期期末配当金の内訳 記念配当 0円 00 銭 、特別配当 0円 00 銭
 
(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

 
17 年 12 月期 
16 年 12 月期 

百万円 

34,062 
36,109  

百万円

14,120
15,720

％ 

41.5 
43.5  

円 銭

294.06
327.32

(注)①期末発行済株式数 17 年 12 月期 48,018,387 株 16 年 12 月期 48,026,244 株 
②期末自己株式数 17 年 12 月期 29,613 株 16 年 12 月期 21,756 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) 

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  

 
中 間 期 
通   期  

百万円 

22,500 
45,000  

百万円

△250
△400

百万円

△550
△1,050

円 銭 

0.00 
－  

円 銭 

－ 
0.00  

円 銭

－
0.00

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期)△21 円 86 銭 
 
※上記の予想は、本資料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が、実際の業績は、今後

のさまざまな要因により予想値と異なる場合があります。 
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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) 期別 

科目 
金額(千円) 

構成比

(％)
金額(千円) 

構成比 

(％) 

増減 

資産の部    

Ⅰ 流動資産     

１ 現金及び預金   2,800,079 1,814,451   △985,628

２ 受取手形   ─ 40   40

３ 売掛金 ※４  5,543,056 5,155,815   △387,240

４ 商品   18,365 10,735   △7,630

５ 製品   47,730 45,318   △2,411

６ 原材料   448,147 434,506   △13,640

７ 貯蔵品   51,611 50,968   △643

８ 前払費用   102,828 120,882   18,053

９ 繰延税金資産   35,942 50,978   15,035

10 未収入金 ※４  425,146 397,429   △27,716

11 その他 ※４  157,434 98,512   △58,922

12 貸倒引当金   △41,899 △34,788   7,111

  流動資産合計   9,588,444 26.6 8,144,850 23.9  △1,443,593

Ⅱ 固定資産     

１ 有形固定資産     

 (1) 建物 ※１ 13,609,669 13,735,106  125,437 

   減価償却累計額  7,968,969 5,640,700 8,271,242 5,463,864  302,273 △176,836

 (2) 構築物  1,985,855 1,972,658  △13,197 

   減価償却累計額  1,549,106 436,748 1,576,014 396,643  26,908 △40,105

 (3) 機械及び装置  20,741,669 21,462,504  720,834 

   減価償却累計額  16,256,102 4,485,566 17,057,089 4,405,414  800,986 △80,152

 (4) 車両運搬具  241,844 232,782  △9,061 

   減価償却累計額  227,509 14,334 220,010 12,772  △7,499 △1,561

 (5) 工具器具及び備品  1,618,545 1,608,152  △10,393 

   減価償却累計額  1,381,820 236,724 1,415,460 192,692  33,639 △44,032

 (6) 土地 ※１  6,609,522 6,609,187   △334

  有形固定資産合計   17,423,597 (48.2) 17,080,574 (50.1)  △343,023

２ 無形固定資産     

 (1) 借地権   109,375 109,375   ─

 (2) ソフトウェア   23,695 17,321   △6,374

 (3) 電話加入権   19,755 19,602   △152

 (4) その他   15,964 14,709   △1,255

  無形固定資産合計   168,790 (0.5) 161,008 (0.5)  △7,782

３ 投資その他の資産     

 (1) 投資有価証券   1,526,797 2,147,022   620,225

 (2) 関係会社株式   1,142,043 1,142,043   ─

 (3) 出資金   3,172 3,172   ─

 (4) 関係会社長期貸付金   2,213,000 2,493,000   280,000

 (5) 長期前払費用   75,589 55,339   △20,249

 (6) 賃貸固定資産 ※１ 5,783,414 5,782,261  △1,152 

   減価償却累計額  2,124,655 3,658,758 2,214,859 3,567,402  90,204 △91,356

 (7) その他   333,392 303,405   △29,987

 (8) 貸倒引当金   △24,529 △607,923   △583,394

 (9) 関係会社 

   投資損失引当金 
  ─ △427,500   △427,500

  投資その他の資産合計   8,928,223 (24.7) 8,675,961 (25.5)  △252,262

  固定資産合計   26,520,612 73.4 25,917,544 76.1  △603,068

  資産合計   36,109,056 100.0 34,062,394 100.0  △2,046,661
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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) 期別 

科目 
金額(千円) 

構成比

(％)
金額(千円) 

構成比 

(％) 

増減 

負債の部    

Ⅰ 流動負債     

 １ 支払手形   593,695 522,920   △70,774

 ２ 買掛金 ※４  1,284,462 1,268,964   △15,498

 ３ 短期借入金 ※１  8,230,000 8,100,000   △130,000

 ４ １年内償還予定社債   ─ 80,000   80,000

 ５ 未払金   211,349 137,667   △73,681

 ６ 未払消費税等   232,063 61,231   △170,832

 ７ 未払費用 ※４  1,551,567 1,522,305   △29,261

 ８ 未払法人税等   32,756 71,832   39,075

 ９ 前受金   51 86   34

 10 預り金   162,144 224,790   62,645

 11 賞与引当金   110,000 117,000   7,000

  流動負債合計   12,408,090 34.4 12,106,798 35.5  △301,292

Ⅱ 固定負債     

 １ 社債   ─ 640,000   640,000

 ２ 長期借入金 ※１  2,157,500 1,137,500   △1,020,000

 ３ 繰延税金負債   519,836 897,730   377,894

 ４ 退職給付引当金   3,848,852 3,916,448   67,596

 ５ 長期割賦未払金 ※１  975,700 778,454   △197,245

 ６ 長期預り金 ※１  478,994 464,890   △14,104

  固定負債合計   7,980,883 22.1 7,835,024 23.0  △145,858

  負債合計   20,388,973 56.5 19,941,822 58.5  △447,151

資本の部    

Ⅰ 資本金 ※２  2,402,400 6.6 2,402,400 7.1  ─

Ⅱ 資本剰余金     

 １ 資本準備金   2,755,938 2,755,938   ─

   資本剰余金合計   2,755,938 7.6 2,755,938 8.1  ─

Ⅲ 利益剰余金     

 １ 利益準備金   600,600 600,600   ─

 ２ 任意積立金     

  (1) 買換資産積立金  135,532 132,523  △3,008 

  (2) 退職積立金  100,000 100,000  ─ 

  (3) 固定資産圧縮積立金  4,309,500 4,012,833  △296,666 

  (4) 別途積立金  8,000,000 12,545,032 8,000,000 12,245,357  ─ △299,675

 ３ 当期未処理損失   2,963,179 4,743,580   1,780,400

   利益剰余金合計   10,182,453 28.2 8,102,376 23.8  △2,080,076

Ⅳ その他有価証券評価差額金   382,611 1.1 865,081 2.5  482,469

Ⅴ 自己株式 ※６  △3,321 △0.0 △5,224 △0.0  △1,903

   資本合計   15,720,082 43.5 14,120,571 41.5  △1,599,510

   負債・資本合計   36,109,056 100.0 34,062,394 100.0  △2,046,661
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損益計算書 

 

前事業年度 

(自 平成16年１月１日 

至 平成16年12月31日) 

当事業年度 

(自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日) 期別 

科目 

金額(千円) 
百分比

(％)
金額(千円) 

百分比 

(％) 

増減 

Ⅰ 売上高     

 １ 製品売上高  41,976,423 40,772,491  △1,203,932 

 ２ 商品売上高  4,103,557 46,079,981 100.0 3,397,952 44,170,444 100.0 △705,604 △1,909,537

Ⅱ 売上原価     

   (製品原価)     

 １ 製品期首棚卸高  42,679 47,730  5,050 

 ２ 当期製品製造原価 ※1,2 30,991,844 30,817,739  △174,104 

 ３ 製品期末棚卸高  47,730 45,318  △2,411 

計  30,986,793 30,820,151  △166,642 

   (商品原価)     

 １ 商品期首棚卸高  20,382 18,365  △2,016 

 ２ 当期商品仕入高 ※１ 3,499,602 2,980,491  △519,110 

 ３ 商品期末棚卸高  18,365 10,735  △7,630 

計  3,501,618 34,488,411 74.8 2,988,122 33,808,273 76.5 △513,496 △680,138

   売上総利益   11,591,569 25.2 10,362,170 23.5  △1,229,399

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※２    

 １ 運送費  6,218,564 6,198,877  △19,686 

 ２ 広告宣伝費  673,857 684,030  10,172 

 ３ 貸倒引当金繰入額  1,512 1,134  △377 

 ４ 給料及び諸手当  2,036,245 2,047,030  10,784 

 ５ 賞与引当金繰入額  41,040 44,360  3,320 

 ６ 退職給付費用  153,534 143,049  △10,484 

 ７ 法定福利費  275,841 280,452  4,611 

 ８ 減価償却費  91,348 83,699  △7,649 

 ９ その他  2,352,965 11,844,909 25.7 2,219,804 11,702,440 26.5 △133,160 △142,469

   営業損失   253,339 △0.5 1,340,269 △3.0  1,086,929
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前事業年度 

(自 平成16年１月１日 

至 平成16年12月31日) 

当事業年度 

(自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日) 期別 

科目 

金額(千円) 
百分比

(％)
金額(千円) 

百分比 

(％) 

増減 

Ⅳ 営業外収益     

 １ 受取利息 ※１ 46,182 51,769  5,586 

 ２ 受取配当金  33,092 43,682  10,590 

 ３ 賃貸収入 ※１ 467,764 514,396  46,631 

 ４ 雑益  207,919 754,959 1.6 231,911 841,760 1.9 23,991 86,800

Ⅴ 営業外費用     

 １ 支払利息  197,498 165,384  △32,114 

 ２ 賃貸費用 ※１ 162,447 164,643  2,195 

 ３ 雑損  51,971 411,917 0.9 48,932 378,959 0.9 △3,039 △32,958

   経常利益   89,701 0.2 ─ ─  △89,701

   経常損失   ─ ─ 877,468 △2.0  877,468

Ⅵ 特別利益     

 １ 固定資産売却益 ※３ 160 160 0.0 1,519 1,519 0.0 1,359 1,359

Ⅶ 特別損失     

 １ 固定資産除却損 ※４ 52,258 51,089  △1,168 

 ２ 投資有価証券評価損  580 21,722  21,142 

 ３ 貸倒引当金繰入額  ─ 579,665  579,665 

 ４ 関係会社投資損失 

   引当金繰入額 
 ─ 52,838 0.1 427,500 1,079,976 2.4 427,500 1,027,138

   税引前当期純利益   37,023 0.1 ─ ─  △37,023

   税引前当期純損失   ─ ─ 1,955,925 △4.4  1,955,925

   法人税、住民税 

   及び事業税 
 114,000 81,600  △32,400 

   法人税等調整額 

   (△は、加算) 
 △181,619 △67,619 0.1 42,550 124,150 △0.3 224,169 191,769

   当期純利益   104,643 0.2 ─ ─  △104,643

   当期純損失   ─ ─ 2,080,076 △4.7  2,080,076

   前期繰越損失   3,067,822 2,663,503   △404,319

   当期未処理損失   2,963,179 4,743,580   1,780,400
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損失処理案 

 
前事業年度 

(平成17年３月30日) 

当事業年度 

(平成18年３月30日) 期別 

科目 
金額(千円) 金額(千円) 

増減 

Ⅰ 当期未処理損失 2,963,179 4,743,580  1,780,400

Ⅱ 任意積立金取崩額  

 １ 買換資産積立金取崩額 3,008 2,403 △605 

 ２ 固定資産圧縮積立金取崩額 296,666 299,675 188,218 190,622 △108,448 △109,053

合計 2,663,503 4,552,958  1,889,454

Ⅲ 次期繰越損失 2,663,503 4,552,958  1,889,454
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重要な会計方針 

 
１ 有価証券の評価基準及び評価方法 

   子会社株式及び関連会社株式 

     ……移動平均法による原価法 

   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 

２ 棚卸資産の評価基準及び評価方法 

   製品………売価還元法による原価法 

   商品………月別総平均法による原価法 

   原材料……同上 

   貯蔵品……最終仕入原価法による原価法 

３ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

    定率法によっております。 

    ただし、平成10年４月１日以降取得の建物(建物附属設備を除く)については、定額法によっております。

 (2) 無形固定資産 

    定額法によっております。 

    ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によって

おります。 

 (3) 賃貸固定資産 

     定額法によっております。 

４ 繰延資産の処理方法 

   社債発行費は、支出時に全額費用として処理しております。 

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、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。 

６ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

    債権の貸倒発生に備えるため、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。 

 (2) 関係会社投資損失引当金 

    関係会社に対する投資に伴う損失に備えるため、当該会社の財政状態等を勘案して必要額を計上しており

ます。 

 (3) 賞与引当金 

    従業員に対する賞与支給に充てるため、支給見込額を計上しております。 

 (4) 退職給付引当金 

    従業員の退職給付に備えるため、当期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、数理計算上の差異については、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による定

額法により、それぞれの発生の翌期から費用処理しております。 

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―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。 

８ 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…金利スワップ取引 

    ヘッジ対象…借入金の利息 

 (3) ヘッジ方針 

    当社は、借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っております。 

 (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おり、その判定をもって有効性の判定に代えております。 

９ 消費税等の会計処理の方法 

   税抜方式によっております。 
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表示方法の変更 

 

前事業年度 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

(貸借対照表) 

当事業年度から賃貸固定資産が発生したことに

伴い、従来「関係会社賃貸固定資産」として表示し

ていた関係会社への賃貸分(帳簿価額1,574,571千

円)も「賃貸固定資産」に含めて表示しておりま

す。 

──────── 
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注記事項 

(貸借対照表関係) 

 

前事業年度 
(平成16年12月31日) 

当事業年度 
(平成17年12月31日) 

※１ 担保提供資産及びその対応債務は次のとおりであ

ります。 

  (1) 担保提供資産 

 建物 2,012,178千円(簿価) 

 土地 2,989,544 ( 〃 ) 

 賃貸固定資産 347,014 ( 〃 ) 

 計 5,348,737  
 

※１ 担保提供資産及びその対応債務は次のとおりであ

ります。 

  (1) 担保提供資産 

 建物 1,954,278千円 (簿価) 

 土地 2,989,544 ( 〃 ) 

 賃貸固定資産 333,933 ( 〃 ) 

 計 5,277,756  
 

  (2) 対応債務 

 短期借入金 4,100,000千円(極度額)

 短期借入金 
 (１年内返済予定 
 長期借入金) 

230,000  

 長期借入金 1,307,500  

 長期割賦未払金 143,651  

 リース債務 425,211  

 長期預り金 389,154  

 計 6,595,516  
 

  (2) 対応債務 

 短期借入金 4,100,000千円 (極度額)

 短期借入金 
 (１年内返済予定 
 長期借入金) 

150,000  

 長期借入金 437,500  

 長期割賦未払金 68,702  

 リース債務 360,716  

 長期預り金 369,450  

 計 5,486,369  
 

※２ 授権株数 

    普通株式 132,000千株

   発行済株式総数  

    普通株式 48,048千株
 

※２ 授権株数  

    普通株式 132,000千株 

   発行済株式総数  

    普通株式 48,048千株 
 

 ３ 偶発債務 

  (1) 他社の設備割賦購入に伴う未払債務に対する連

帯保証 

 ㈱フレッシュハウス 930,489千円
 

 ３ 偶発債務 

  (1) 他社の設備割賦購入に伴う未払債務に対する連

帯保証 

 ㈱フレッシュハウス 777,816千円
 

  (2) 他社のリース取引に係る未経過リース料期末残

高に対する連帯保証 

 ㈱ファースト・ 
 ロジスティックス 

491,796千円
 

  (2) 他社のリース取引に係る未経過リース料期末残

高に対する連帯保証 

 ㈱ファースト・ 
 ロジスティックス 

380,545千円
 

※４ 関係会社に対するものが次のとおり含まれており

ます。 

 売掛金 36,565千円

 未収入金 327,037 

 流動資産その他 62,526 

 買掛金 89,833 

 未払費用 363,655 
 

※４ 関係会社に対するものが次のとおり含まれており

ます。 

 売掛金 38,139千円

 未収入金 298,387 

 流動資産その他 35,421 

 買掛金 81,154 

 未払費用 363,337 
 

 ５ 配当制限 

    商法施行規則第124条第３号に規定する時価を

付したことにより増加した純資産額は、382,611

千円であります。 

 ５ 配当制限 

    商法施行規則第124条第３号に規定する時価を

付したことにより増加した純資産額は、865,081

千円であります。 

※６ 当社が保有する自己株式数は、次のとおりであり

ます。 

 普通株式 21,756株 
 

※６ 当社が保有する自己株式数は、次のとおりであり

ます。 

 普通株式 29,613株 
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(損益計算書関係) 

 

前事業年度 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

※１ 関係会社との取引に係る主なもの 

仕入高 1,446,142千円

受取利息 45,496 

賃貸収入 416,363 

賃貸費用 110,688 
 

※１ 関係会社との取引に係る主なもの 

仕入高 1,397,044千円

受取利息 51,108 

賃貸収入 404,608 

賃貸費用 113,505 
 

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は124,978千円であります。 

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は127,232千円であります。 

※３ 固定資産売却益の内訳 

 機械及び装置 160千円
 

※３ 固定資産売却益の内訳 

 機械及び装置 631千円

 車両運搬具 888 

 計 1,519 
 

※４ 固定資産除却損の内訳 

 建物 2,287千円

 機械及び装置 38,966 

 工具器具及び備品 1,216 

 その他 9,787 

 計 52,258 
 

※４ 固定資産除却損の内訳 

 建物 10,825千円

 構築物 3,263 

 機械及び装置 22,185 

 車両運搬具 36 

 工具器具及び備品 2,099 

 その他 12,678 

 計 51,089 
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(リース取引関係) 

 

前事業年度 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

１ 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 

 

  
車両 
運搬具 
(千円) 

 
工具器具 
及び備品 
(千円) 

 
ソフト 
ウェア 
(千円) 

 
合計 
(千円)

取得価額 
相当額 

 202,860  468,880  233,757  905,498

減価償却 
累計額 
相当額 

 164,631  301,558  136,621  602,811

期末残高 
相当額 

 38,228  167,321  97,136  302,686

 

 
車両 
運搬具
(千円)

工具器具 
及び備品 
(千円) 

 
ソフト 
ウェア 
(千円) 

 
合計 
(千円)

取得価額
相当額 

194,578 402,432  144,975  741,986

減価償却
累計額 
相当額 

155,395 276,152  57,012  488,560

期末残高
相当額 

39,183 126,280  87,962  253,426

 
   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、支払利子込み法により算定しておりま

す。 

   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、支払利子込み法により算定しておりま

す。 

 ② 未経過リース料期末残高相当額 

 １年以内 110,455千円

 １年超 192,230 

 合計 302,686 
 

 ② 未経過リース料期末残高相当額 

 １年以内 85,921千円

 １年超 167,504 

 合計 253,426 
 

   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、支払利子込み法により

算定しております。 

   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、支払利子込み法により

算定しております。 

 ③ 支払リース料及び減価償却費相当額 

 支払リース料 132,269千円

 減価償却費相当額 132,269千円
 

 ③ 支払リース料及び減価償却費相当額 

 支払リース料 120,568千円

 減価償却費相当額 120,568千円
 

 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 

   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。 

２ 転貸リース取引 

   未経過受取リース料期末残高 

 １年以内 13,104千円

 １年超 122,908 

 合計 136,012 

   未経過支払リース料期末残高 

 １年以内 13,104千円

 １年超 122,908 

 合計 136,012 
 

２ 転貸リース取引 

   未経過受取リース料期末残高 

 １年以内 13,104千円

 １年超 109,804 

 合計 122,908 

   未経過支払リース料期末残高 

 １年以内 13,104千円

 １年超 109,804 

 合計 122,908 
 

３ オペレーティング・リース取引 

   未経過リース料 

 １年以内 1,196千円

 １年超 3,788 

 合計 4,985 
 

３ オペレーティング・リース取引 

   未経過リース料 

 １年以内 1,196千円

 １年超 2,592 

 合計 3,788 
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(有価証券関係) 

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

日 至 平成17年12月31日)における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。 

 

(税効果会計関係) 

 

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) 

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 

 子会社株式評価損否認 886,015千円

 貸倒引当金繰入限度超過額 3,606

 減価償却資産償却限度超過額 9,843

 賞与引当金繰入限度超過額 45,760

 退職給付引当金繰入限度超過額 1,520,819

 繰越欠損金 740,481

 その他 133,359

 繰延税金資産小計 3,339,885

 評価性引当額 △801,774

 繰延税金資産合計 2,538,110

 

繰延税金負債 

 買換資産積立金 87,981千円

 固定資産圧縮積立金 2,664,094

 有価証券評価差額 254,013

 その他 15,915

 繰延税金負債合計 3,022,004

 

繰延税金負債の純額 483,894千円

  

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 

 子会社株式評価損否認 886,015千円

 関係会社投資損失引当金繰入額 170,572

 貸倒引当金繰入限度超過額 236,295

 減価償却資産償却限度超過額 8,418

 賞与引当金繰入限度超過額 46,683

 退職給付引当金繰入限度超過額 1,555,226

 繰越欠損金 992,183

 その他 89,696

 繰延税金資産小計 3,985,090

 評価性引当額 △1,615,871

 繰延税金資産合計 2,369,219

 

繰延税金負債 

 買換資産積立金 86,385千円

 固定資産圧縮積立金 2,539,137

 有価証券評価差額 574,321

 その他 16,127

 繰延税金負債合計 3,215,971

 

繰延税金負債の純額 846,752千円

  

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 41.6％ 

(調整)  

交際費等永久に損金に 
算入されない項目 

103.7 

受取配当金等永久に益金に 
算入されない項目 

△15.4 

住民税均等割等 81.6 

繰越欠損金当期控除額 △647.5 

税率変更による期末繰延税金負債
の減額修正 

29.9 

外国税額控除 220.3 

その他 3.2 

 税効果会計適用後の法人税等 
 の負担率 

△182.6％ 

  

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 39.9％ 

(調整)  

交際費等永久に損金に 
算入されない項目 

△1.1 

受取配当金等永久に益金に 
算入されない項目 

0.5 

住民税均等割等 △1.5 

評価性引当額 △42.5 

外国税額控除 △1.6 

その他 △0.1 

 税効果会計適用後の法人税等 
 の負担率 

△6.4％ 
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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) 

３ 「地方税法等の一部を改正する法律」(平成15年法

律第９号)が平成15年３月31日に公布されたことに

伴い、当事業年度の流動区分の繰延税金資産及び

繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、

前事業年度の41.67％から39.9％に変更しておりま

す。 

   その結果、「繰延税金資産」の金額(繰延税金負

債を控除した金額)及び当事業年度に計上された

「法人税等調整額」がそれぞれ1,529千円減少して

おります。 

──────── 

 

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 
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役 員 の 異 動 
 

(1)代表者の異動(平成18年3月30日付) 

     ①退任予定代表取締役 

        専 務 取 締 役 中野 栄三 

 

(2)その他の役員の異動 

     該当事項はありません。 
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