
平成17年12月期   個別財務諸表の概要 
平成18年２月17日 

 
上 場 会 社 名          シークス株式会社 上場取引所(所属部) 東京･大阪(市場第一部) 
コ ー ド 番 号          ７６１３ 本社所在都道府県 大阪府 
(URL http://www.siix.co.jp) 
代  表  者  役職名 代表取締役社長            氏名 村瀬  漢章 
問合せ先責任者  役職名 執行役員 経理部長兼関連事業部長    氏名 水谷  嘉弘 ＴＥＬ(06)6266-6415 
決算取締役会開催日 平成18年２月17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31日 定時株主総会開催日 平成18年３月30日  
単元株制度採用の有無     有（１単元 100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        (百万円未満の端数切捨) 

 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 54,145 ( 3.5 ) 341 ( 97.1 ) 625 ( △20.4 )

16年12月期 52,286 ( 18.6 ) 173 ( - ) 786 ( 77.7 )
 

 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12月期 391 (  17.0 ) 29 74 - - 5.9 3.3 1.2 
16年12月期 334 (   0.3 ) 49 97 - - 5.4 4.4 1.5 

(注)① 期中平均株式数 17年12月期 12,599,970  株    16年12月期  6,300,000  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12月期 15 00 7 50 7 50 188 50.4 2.7
16年12月期 16 00 6 00 10 00 100 32.0 1.6

 
(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 18,523 6,923 37.4 548 13 
16年12月期 19,108 6,329 33.1 1,001 56 

(注)① 期末発行済株式数 17年12月期  12,599,970 株 16年12月期 6,300,000  株 
② 期末自己株式数 17年12月期      30 株 16年12月期     0  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  

 百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭
中間期 25,834 553 382 7 50 - - - -

通期 56,852 697 453 - - 7 50 15 00

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期)  35円95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あるいは想定できる市場動向などを前提としており、不確実性が含

まれております。実際の業績は、今後の様々の要因により、予想と異なる結果となる可能性があります。 

なお、上記業績予想に関する事項は、決算短信(連結)添付資料９ページをご参照ください。 
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【貸借対照表】 

 

  
第13期 

(平成16年12月31日) 
第14期 

(平成17年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産   

１ 現金及び預金  880,857  1,283,005

２ 受取手形 ※４ 474,160  538,364

３ 売掛金 ※２ 7,965,196  8,023,839

４ 商品  1,872,955  747,214

５ 貯蔵品  810  692

６ 前渡金  4  27,430

７ 未収消費税等  471,996  371,302

８ 未収入金  126,586  429,638

９ 繰延税金資産  162,062  76,343

10 その他  13,456  124,319

貸倒引当金  △25,000  △18,638

流動資産合計  11,943,086 62.5  11,603,511 62.6

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産   

(1) 建物  832,798 835,129 

減価償却累計額  19,849 812,948 54,467 780,662

(2) 機械装置  877 877 

減価償却累計額  10 866 133 743

(3) 工具、器具及び備品  253,435 275,901 

減価償却累計額  135,728 117,707 183,805 92,095

(4) 土地  314,861  314,861

有形固定資産合計  1,246,384 6.5  1,188,362 6.4

２ 無形固定資産   

(1) ソフトウェア  47,310  38,168

(2) 電話加入権  4,210  4,210

無形固定資産合計  51,520 0.3  42,379 0.2

３ 投資その他の資産   

(1) 投資有価証券  1,489,154  1,760,991

(2) 関係会社株式  2,458,191  2,083,191

(3) 出資金  57,492  66,102

(4) 関係会社出資金  672,235  2,404,543

(5) 従業員長期貸付金  5,229  4,710

(6) 関係会社長期貸付金  715,098  61,761

(7) 破産更生債権等  0  10,449

(8) 長期前払費用  439  66

(9) 前払年金費用  9,009  9,025

(10)差入保証金  163,930  43,301

(11)繰延税金資産  545,553  83,069

(12)その他  74,123  74,036

貸倒引当金  △323,098  △72,211

投資損失引当金  ―  △839,588

投資その他の資産合計  5,867,358 30.7  5,689,450 30.8

固定資産合計  7,165,263 37.5  6,920,192 37.4

資産合計  19,108,350 100.0  18,523,704 100.0
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第13期 

(平成16年12月31日) 
第14期 

(平成17年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

１ 買掛金 ※２ 5,971,650  7,492,625

２ 短期借入金  2,654,001  ―

３ １年以内返済予定の 
長期借入金 

 268,000  362,000

４  １年以内償還予定の社債  300,000  ―

５ 未払金  177,076  20,815

６ 未払費用  305,534  338,837

７ 未払法人税等  151,088  379,553

８ 前受金  18,959  59,308

９ 預り金  35,065  40,706

10 その他  3,998  9,468

流動負債合計  9,885,373 51.7  8,703,315 47.0

Ⅱ 固定負債   

１ 長期借入金  2,512,000  2,625,000

２ 退職給付引当金  149,808  116,854

３ 役員退職慰労引当金  195,540  140,990

４ その他  35,817  14,159

固定負債合計  2,893,165 15.2  2,897,004 15.6

負債合計  12,778,539 66.9  11,600,320 62.6

(資本の部)   

Ⅰ 資本金 ※１ 2,144,000 11.2  2,144,000 11.6

Ⅱ 資本剰余金   

１ 資本準備金  1,853,000 1,853,000 

資本剰余金合計  1,853,000 9.7  1,853,000 10.0

Ⅲ 利益剰余金   

１ 利益準備金  34,260 34,260 

２ 任意積立金   

別途積立金  1,800,000 2,000,000 

３ 当期未処分利益  565,539 579,762 

利益剰余金合計  2,399,799 12.6  2,614,022 14.1

Ⅳ その他有価証券評価差額金 ※６ △66,987 △0.4  312,393 1.7

Ⅴ 自己株式 ※７ ― ―  △32 △0.0

資本合計  6,329,811 33.1  6,923,383 37.4

負債・資本合計  19,108,350 100.0  18,523,704 100.0
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【損益計算書】 

 

  
第13期 

(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

第14期 
(自 平成17年１月１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 ※１ 52,286,778 100.0  54,145,449 100.0

Ⅱ 売上原価   

１ 期首商品たな卸高  1,330,976 1,872,955 

２ 当期商品仕入高 ※２ 50,535,102 51,270,501 

合計  51,866,079 53,143,456 

３ 他勘定振替高 ※３ 6,143 681,847 

４ 期末商品たな卸高  1,872,955 49,986,980 95.6 747,214 51,714,394 95.5

売上総利益  2,299,798 4.4  2,431,055 4.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費   

１ 旅費・通信費  133,704 142,907 

２ 運賃荷造費  30,912 33,720 

３ 支払手数料  254,661 215,216 

４ 貸倒引当金繰入額  ― 17,088 

５ 役員報酬  81,844 74,201 

６ 給与及び手当  409,032 457,405 

７ 賞与  287,505 374,839 

８ 退職給付費用  61,524 69,979 

９ 役員退職慰労引当金 
繰入額 

 33,750 18,000 

10 福利厚生費  180,006 214,212 

11 賃借費  176,485 75,052 

12 減価償却費  79,132 85,150 

13 業務委託費  181,239 127,521 

14 雑費  216,792 2,126,592 4.1 184,242 2,089,537 3.9

営業利益  173,205 0.3  341,517 0.6

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息  55,235 12,851 

２ 受取配当金 ※１ 544,585 323,952 

３ 為替差益  95,667 ― 

４ 雑収入  47,590 743,078 1.4 56,715 393,520 0.8

Ⅴ 営業外費用   

１ 支払利息  34,144 38,269 

２ 支払家賃  13,730 ― 

３ 支払手数料  27,503 7,497 

４ 為替差損  ― 11,092 

５ 雑損失  54,041 129,420 0.2 52,282 109,143 0.2

経常利益  786,864 1.5  625,894 1.2
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第13期 

(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

第14期 
(自 平成17年１月１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
(％)

Ⅵ 特別利益   

１ 貸倒引当金戻入益  24,696 274,336 

２ 投資有価証券売却益  ― 46,594 

３ 関係会社株式売却益 ※５ ― 24,696 0.0 1,330,470 1,651,401 3.0

Ⅶ 特別損失   

１ 投資有価証券売却損  ― 56,617 

２ 投資有価証券評価損  41,212 3,053 

３ 関係会社出資金評価損  54,016 ― 

４ 固定資産除却損 ※６ 17,711 479 

５ 本社移転費用 ※７ 27,070 ― 

６ 貸倒引当金繰入額 ※８ 275,682 ― 

７ たな卸資産処分損  ― 249,843 

８ 投資損失引当金繰入額  ― 415,693 0.8 839,588 1,149,582 2.1

税引前当期純利益  395,867 0.7  1,127,713 2.1

法人税、住民税 
及び事業税 

 158,538 446,392 

法人税等調整額  △97,470 61,067 0.1 289,598 735,990 1.4

当期純利益  334,799 0.6  391,722 0.7

前期繰越利益  268,539  282,539

中間配当額  37,800  94,499

当期未処分利益  565,539  579,762
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【利益処分案】 

 

株主総会承認年月日  
第13期 

(平成17年３月30日) 
第14期 

(平成18年３月30日)予定 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 当期未処分利益  565,539  579,762

Ⅱ 利益処分額   

１ 配当金  63,000 94,499 

２ 役員賞与金 
（うち監査役分） 

 
20,000
（ ― ）

17,000 
（ ― ）

３ 任意積立金   

別途積立金  200,000 283,000 200,000 311,499

Ⅲ 次期繰越利益  282,539  268,262
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重要な会計方針 

項目 
第13期 

(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

第14期 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

１ たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

移動平均法による原価法 同左 

２ 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 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

 その他有価証券 

時価のあるもの 

期末日の市場価格等にもとづく時

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

均法により算定しております。) 

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 

時価のないもの 

同左 

３ デリバティブ取引により

生じる正味の債権(及び

債務)の評価基準及び評

価方法 

時価法 同左 

４ 固定資産の減価償却の方

法 

有形固定資産 

法人税法に規定する耐用年数にもと

づく定率法 

ただし、平成10年４月１日以降に取

得した建物（建物附属設備を除く）

については定額法によっておりま

す。 

有形固定資産 

同左 

 （追加情報） 

平成10年度の法人税法の改正に伴

い、平成10年４月１日以降に取得

した建物（建物附属設備を除く）

については、当下期から定額法を

採用しております。なお、平成10

年４月１日以降、当中間会計期間

末までに取得したものはありませ

ん。これに伴う損益に与える影響

は軽微であります。 

 

 無形固定資産 

法人税法に規定する耐用年数にもと

づく定額法 

ただし、自社利用目的のソフトウェ

アについては社内における利用可能

期間(５年)にもとづく定額法によっ

ております。 

無形固定資産 

同左 

５ 繰延資産の処理方法 社債発行費 

商法施行規則にもとづき３年間で均

等償却しております。 

社債発行費 

――――― 

６ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

売掛金、貸付金等の債権の貸倒に

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 
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項目 
第13期 

(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

第14期 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

 (2) 賞与引当金 

――――― 

 

(2) 賞与引当金 

――――― 

 

 （追加情報） 

当下期において給与規定を変更

し、１月から６月の支給対象期

間に係る賞与を７月に、７月か

ら12月の支給対象期間に係る賞

与を12月に支給することとなっ

たため、当期末において賞与引

当金は計上しておりません。 

 

 (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もとづ

き計上しております。なお、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内の一定の年

数(10年)による定額法により発生

年度から費用処理しております。

また、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

間内の一定の年数(10年)による定

額法により発生の翌事業年度から

費用処理しております。 

(3) 退職給付引当金 

同左 

 （追加情報） 

確定給付企業年金法の施行に伴

い、厚生年金基金の代行部分につ

いて、平成15年２月17日に厚生労

働大臣から将来分支給義務免除の

認可を受けました。「退職給付会

計に関する実務指針（中間報

告）」（日本公認会計士協会会計

制度委員会報告第13号）第47-２

項に定める経過措置を適用し、当

該認可の日において代行部分に係

る退職給付債務(694,858千円)と

年金資産の返還相当額(416,984千

円)は消滅したものとみなして処

理するとともに、厚生年金の代行

部分に対応する未認識数理計算上

の差異(174,004千円)及び未認識

過去勤務債務(37,492千円)を損益

として認識しております。この結

果、「厚生年金基金代行部分返上

益」(141,362千円)を特別利益に

計上しております。また、当事業

年度末における年金資産の返還相

当額は、426,117千円でありま

す。 

――――― 
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項目 
第13期 

(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

第14期 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

 (4) 役員退職慰労引当金 

役員の退職による支出に備えるた

め、内規(退職慰労金基準)にもと

づく期末退職慰労金要支給額を計

上しております。 

(4) 役員退職慰労引当金 

同左 

 (5) 投資損失引当金 

――――― 

(5) 投資損失引当金 

  投資先への投資に係わる損失に備

えるため、資産内容等を勘案して

必要額を計上しております。 

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 

繰延ヘッジ処理を採用しておりま

す。なお、為替予約が付されてい

る外貨建金銭債権債務等について

は、振当処理を行っております。

また、特例処理の要件を満たして

いる金利スワップについては特例

処理によっております。 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 ヘッジ対象

為替予約取引
および通貨オ
プション取引
 

 

外貨建金銭債
権債務および
外貨建予定取
引 

金利スワップ
取引  

借入金 

 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

   

 

 (3) ヘッジ方針 

為替予約取引および通貨オプショ

ン取引については為替相場の変動

によるリスクを回避するため、実

需原則にもとづき行うこととして

おります。また、金利スワップ取

引については、金利上昇リスクを

回避するため、ヘッジを目的とし

た取引を行うこととしておりま

す。 

(3) ヘッジ方針 

同左 
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項目 
第13期 

(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

第14期 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

 (4) ヘッジの有効性評価の方法 

ヘッジ手段とヘッジ対象の対応関

係を確認することにより、有効性

を評価しております。ただし、特

例処理によっている金利スワップ

については、有効性の評価の判定

を省略しております。 

(4) ヘッジの有効性評価の方法 

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 

消費税等の処理方法 

税抜方式によっております。 

消費税等の処理方法 

同左 

 

 

追加情報 
第13期 

(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

第14期 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

――――― （外形標準課税導入に伴う税効果会計への影響） 

「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、平成16年４月

１日以降に開始する事業年度より外形標準課税制度が

導入されたことに伴い、当事業年度から「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」(平成16年２月13日 企業会計

基準委員会 実務対応報告第12号)に従い、法人事業税

の付加価値割および資本割については、販売費及び一

般管理費に計上しております。 

 この結果、販売費及び一般管理費が21,329千円増加

し、営業利益、経常利益および税引前当期純利益が

21,329千円減少しております。 

 (投資損失引当金) 

投資先に対する投資による損失に備えるため、投資

損失引当金を設定し、繰入額を特別損失に計上した結

果、税引前当期純利益が839,588千円減少しておりま

す。 
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注記事項 
(貸借対照表関係)

 
第13期 

(平成16年12月31日) 
第14期 

(平成17年12月31日) 

※１ 授権株式数(普通株式) 20,000,000株

   発行済株式総数(普通株式) 6,300,000株
 

※１ 授権株式数(普通株式) 40,000,000株

   発行済株式総数(普通株式) 12,600,000株
 

※２ 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で、主なものは次のとおり

であります。 

売掛金 4,366,169千円

買掛金 802,565千円
 

※２ 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で、主なものは次のとおり

であります。 

売掛金 3,830,776千円

買掛金 1,261,122千円
 

 ３ 輸出手形割引高 21,849千円
 

 ３ 輸出手形割引高 2,392千円
 

※４ 期末日満期手形は手形交換日をもって決済処理し

ております。従って、当期末日およびその前日は

金融機関の休日のため、次のとおり期末日および

その前日の満期手形が期末残高に含まれておりま

す。 

受取手形 100,058千円
 

※４ 期末日満期手形は手形交換日をもって決済処理し

ております。従って、当期末日およびその前日は

金融機関の休日のため、次のとおり期末日および

その前日の満期手形が期末残高に含まれておりま

す。 

受取手形 65,276千円
 

 ５ 保証債務 

   他社の金融機関からの借入金等に対して次のとお

り保証をしております。 

TAKAYA SIIX Electronics 41,684千円

 (Shanghai)Co.,Ltd (    400千US$)

SIIX Bangkok Co.,Ltd. 24,030千円

 ( 9,000千BAHT)

イスロン株式会社 758,084千円
 

 ５ 保証債務 

   他社の金融機関からの借入金等に対して次のとお

り保証をしております。 

イスロン株式会社 51,166千円
 

※６         ――――― ※６ 配当制限 

商法施行規則第124条第3号の規定により配当が制

限される純資産額は312,393千円であります。 

※７         ――――― ※７ 自己株式数（普通株式）         30株 
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(損益計算書関係)

第13期 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

第14期 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

※１ このうち関係会社に対するものは次のとおりであ

ります。 

売上高 18,466,539千円

受取配当金 532,481千円
 

※１ このうち関係会社に対するものは次のとおりであ

ります。 

売上高 23,204,839千円

受取配当金 303,443千円
 

※２ 当期商品仕入高には、輸出入に係る運賃・保険料

等諸掛経費を含んでおります。 

※２          同左            

※３ 他勘定振替高は見本代(販売費及び一般管理費)へ

の振替によるものであります。 

※３ 他勘定振替高は、たな卸資産処分損(特別損失)

及び見本代(販売費及び一般管理費)等への振替

によるものであります。 

４ 一般管理費に含まれている研究開発費は3,223千

円であります。 

４         ――― 

※５         ――― ※５ 関係会社株式売却益は、連結子会社イスロン(株)

の株式を売却したものであります。 

※６ 固定資産除却損の内容は、建物15,647千円、工

具、器具及び備品2,064千円であります。 

※６ 固定資産除却損の内容は、建物261千円、ソフト

ウェア218千円であります。 

※７ 本社移転費用の主なものは、原状回復費用及び引

越作業費用等であります。 

※７         ――― 

※８ 関係会社貸付金に対する貸倒引当金繰入額であり

ます。 

※８         ――― 
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(リース取引関係)

第13期 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

第14期 
(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

当額および期末残高相当額 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額および期末残高相当額 

 
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) 

車輌運搬具 14,188 8,253 5,934

工具、器具 
及び備品 

83,714 54,262 29,451

その他 47,245 27,559 19,685

合計 145,147 90,075 55,071

 

 
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) 

車輌運搬具 14,188 11,091 3,097

工具、器具 
及び備品 

60,719 46,552 14,167

その他 47,245 37,008 10,236

合計 122,152 94,651 27,501

 
② 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 28,162千円

１年超 28,622 

合計 56,784千円
 

② 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 22,434千円

１年超 6,187 

合計 28,622千円
 

③ 支払リース料、減価償却費相当額および支払利息

相当額 

支払リース料 38,581千円

減価償却費相当額 36,519千円

支払利息相当額 2,185千円
 

③ 支払リース料、減価償却費相当額および支払利息

相当額 

支払リース料 29,129千円

減価償却費相当額 27,570千円

支払利息相当額 966千円
 

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 

同左 

⑤ 利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差

額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は利息法によっております。 

⑤ 利息相当額の算定方法 

同左 
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(有価証券関係)

前事業年度（平成16年12月31日） 

子会社株式およ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（平成17年12月31日） 

子会社株式およ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)
 

第13期 
(平成16年12月31日) 

第14期 
(平成17年12月31日) 

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

（繰延税金資産） 

投資有価証券評価損 229,266千円

役員退職慰労引当金 78,994 

たな卸資産評価減 100,754 

貸倒引当金限度超過額 121,449 

退職給付引当金 56,882 

その他有価証券評価差額金 45,407 

繰越外国税額控除 88,438 

その他 74,860 

繰延税金資産小計 796,054 

評価性引当額 △88,438 

繰延税金資産合計 707,616 
 

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

（繰延税金資産） 

投資有価証券評価損 148,828千円

役員退職慰労引当金 57,241 

たな卸資産評価減 43,182 

貸倒引当金限度超過額 17,654 

退職給付引当金 43,778 

投資損失引当金 340,872 

その他 61,925 

繰延税金資産小計 713,482 

評価性引当額 △340,872 

繰延税金資産合計 372,610 

(繰延税金負債)  

その他有価証券評価差額金 △213,196 

繰延税金負債合計 △213,196 

繰延税金資産の純額 159,413 

  
 

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 41.9％ 

 (調整)  

交際費等永久に損金に算入され
ない項目 

1.9 

外国税額控除 △31.5 

繰延税金資産に対する評価性引
当額の当期増加額 

8.3 

その他 △5.2 

税効果会計適用後の法人税等の
負担率 

15.4 

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 40.6％ 

 (調整)  

交際費等永久に損金に算入され
ない項目 

0.7 

外国税額控除 △7.0 

繰延税金資産に対する評価性引
当額の当期増加額 

30.2 

その他 0.8 

税効果会計適用後の法人税等の
負担率 

65.3 
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(１株当たり情報)
 

第13期 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

第14期 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

１株当たり純資産額 1,001円56銭
 

１株当たり純資産額 548円13銭
 

１株当たり当期純利益金額 49円97銭
 

１株当たり当期純利益金額 29円74銭
 

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、潜在株式がないため、記載しておりません。 

当社は、平成17年２月18日付で株式１株につき２株の株

式分割を行っております。 

なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合

の上記記載の１株当たりの情報については、それぞれ以

下のとおりとなります。 

 

第13期 

１株当たり純資産額          500円78銭

１株当たり当期純利益金額        24円98銭

  

(注) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は次のとおりであります。 

 

 
第13期 

(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日)

第14期 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日)

１株当たり当期純利益金額 

損益計算書上の当期純利益(千円) 334,799 391,722

普通株主に帰属しない金額（千円） 20,000 17,000

（うち利益処分による役員賞与金）（千円） (20,000) (17,000)

普通株式に係る当期純利益(千円) 314,799 374,722

普通株式の期中平均株式数(株) 6,300,000 12,599,970
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役 員 の 異 動 

（平成 18 年 3月 30 日付予定） 

 

＜監査役＞ 

 

1. 新任監査役候補 

監査役（常勤） 森口
もりぐち

 正
ただし

（現 理事） 

監査役（非常勤 社外監査役） 岩下
いわした

 久仁男
く に お

（前 SMBC ﾛｰﾝﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽ(株)常務取締役） 

 

 

2. 退任予定監査役 

監査役（常勤） 嶋井
し ま い

 節夫
せ つ お

 

監査役（非常勤 社外監査役） 肥田
ひ だ

 久弘
ひさひろ

 

 

 

以  上     
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