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平成 17 年 12 月期   個別財務諸表の概要            平成18年 2月24日 

上 場 会 社 名         東 海 汽 船 株 式 会 社          上場取引所 東証第２部 

コ ー ド 番 号           9173                                      本社所在都道府県 東京都 

代  表  者 役職名 代表取締役社長  氏名 清水 賢一 

問合せ先責任者 役職名 経理部長     氏名 横田 清美    ＴＥＬ (03)3436－1135 

決算取締役会開催日 平成18年 2月24日            中間配当制度の有無            無 

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 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 

16年12月期 

9,225        4.9

 8,793     △ 7.6

257        ―

10     △94.8

64         ―

△198      ―

 
 

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 

16年12月期 

△154      ― 

△327      ― 

△ 7  04

△14  88

―

―

△ 4.6 

△ 9.4 

0.6 

△1.5 

0.7

△2.3

(注) ①期中平均株式数 17年12月期 21,982,196株        16年12月期 21,989,950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 

16年12月期 

0  00 

0  00 

―

―

0  00

0  00

0 

0 

― 

― 

―

―

(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

 百万円 百万円 ％ 円  銭

17年12月期 

16年12月期 

11,709         

13,564         

3,333          

3,376          

28.5      

24.9      

151   67 

153   59 

(注) ①期末発行済株式数   17年12月期 21,979,175株     16年12月期 21,985,385株 

     ②期末自己株式数     17年12月期   20,825株     16年12月期   14,615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 

通   期 

    4,100     

    8,800     

     △250    

     100    

    △1,300    

 △1,100    

――― 

――― 

――― 

  0 00 

――― 

  0 00 

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期) △ 50 円 05 銭 

※上記の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、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。 

 

― 個1 ― 



ファイル名:個別財務諸表の概要(全文)‥181期 更新日時:2/23/2006 4:45:00 PM 印刷日時:06/02/23 17:21 

【個別財務諸表等】 

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) 
増減 

区分 
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

金額(百万円)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

(1) 現金及び預金 ※3 1,155 1,647  492

(2) 受取手形 ※7 194 201  6

(3) 海運業未収金 ※2 1,324 1,041  △283

(4) その他事業未収金 ※2 259 284  25

(5) 短期貸付金  17 19  1

(6) 関係会社短期貸付金  877 501  △375

(7) 立替金 ※2 1,127 983  △144

(8) 有価証券 ※3 161 161  △0

(9) 商品  17 9  △7

(10) 貯蔵品  144 159  15

(11) 前払費用  38 34  △4

(12) 繰延税金資産  14 25  10

(13) その他流動資産  62 22  △39

(14) 貸倒引当金  △1 △0  0

流動資産合計  5,393 39.8 5,090 43.5 △302

Ⅱ 固定資産    

(1) 有形固定資産    

１ 船舶 ※3 4,165 3,192  △972

２ 建物  398 322  △75

３ 構築物  10 9  △1

４ 機械装置  2 1  △0

５ 車両運搬具  12 11  △0

６ 器具備品  103 87  △16

７ 土地  1,091 1,005  △86

有形固定資産合計 ※1 5,784 42.6 4,631 39.5 △1,153

(2) 無形固定資産    

１ 借地権  60 60  ―

２ ソフトウェア  39 24  △15

３ その他無形固定資産  8 8  △0

無形固定資産合計  108 0.8 93 0.8 △15

(3) 投資その他の資産    

１ 投資有価証券 ※3 912 847  △65

２ 関係会社株式  280 249  △30

３ 長期貸付金  93 75  △17

４ 関係会社長期貸付金  637 882  244

５ 長期前払費用  0 0  △0

６ 繰延税金資産  299 101  △197

７ 退職給与引当資産 ※8 4 1  △3

８ 敷金  61 60  △1

９ その他投資 ※2 111 143  32

10 貸倒引当金  △128 △468  △339

投資その他の資産合計  2,274 16.8 1,895 16.2 △379

固定資産合計  8,167 60.2 6,619 56.5 △1,548

Ⅲ 繰延資産    

(1) 社債発行費  3 ―  △3

繰延資産合計  3 0.0 ― ― △3

資産合計  13,564 100.0 11,709 100.0 △1,854
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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) 
増減 

区分 
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

金額(百万円)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

(1) 支払手形 ※7 123 152  29

(2) 海運業未払金 ※2 746 560  △185

(3) その他事業未払金  99 101  1

(4) 短期借入金 ※2 3,150 2,905  △245

(5) 一年以内返済予定の長期借入金 ※3 968 784  △183

(6) 一年以内償還予定の社債 ※3 80 80  ―

(7) 未払金  26 9  △17

(8) 未払法人税等  7 95  88

(9) 未払消費税等  11 47  35

(10) 未払費用  168 128  △40

(11) 前受金  18 29  10

(12) 預り金 ※2 125 117  △8

(13) 賞与引当金  25 26  1

(14) その他流動負債  2 11  9

流動負債合計  5,555 41.0 5,050 43.1 △505

Ⅱ 固定負債    

(1) 社債 ※3 240 160  △80

(2) 長期借入金 ※3 3,333 2,323  △1,009

(3) 退職給付引当金  779 657  △121

(4) 役員退職慰労引当金  111 116  4

(5) 特別修繕引当金  168 69  △98

固定負債合計  4,632 34.1 3,326 28.4 △1,306

負債合計  10,187 75.1 8,376 71.5 △1,811

(資本の部)    

Ⅰ 資本金 ※5 1,100 8.1 1,100 9.4 ―

Ⅱ 資本剰余金    

 １ 資本準備金  693 693  ―

   資本剰余金合計  693 5.1 693 5.9 ―

Ⅲ 利益剰余金    

 (1) 利益準備金  185 185  ―

 (2) 任意積立金    

  １ 退職手当積立金  85 85  ―

  ２ 固定資産圧縮積立金  24 22  △2

  ３ 別途積立金  1,285 1,285  ―

 (3) 当期未処理損失  292 444  152

   利益剰余金合計  1,288 9.5 1,133 9.7 △154

Ⅳ その他有価証券評価差額金 ※9 297 2.2 410 3.5 112

Ⅴ 自己株式 ※6 △3 △0.0 △4 △0.0 △1

資本合計  3,376 24.9 3,333 28.5 △43

負債資本合計  13,564 100.0 11,709 100.0 △1,854
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②【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) 

増減 

区分 
注記
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円) 
百分比 
(％) 

金額(百万円)

Ⅰ 海運業収益    
(1) 運賃  5,381 5,857  476
(2) その他海運業収益  2,195 2,060  △135
海運業収益合計  7,577 86.2 7,917 85.8 340

Ⅱ 海運業費用    
(1) 運航費  928 1,101  172
(2) 船費  2,976 2,931  △44
(3) 借船料  160 149  △10
(4) 事業所費  1,132 939  △193
(5) その他海運業費用  1,289 1,520  231
海運業費用合計  6,488 73.8 6,643 72.0 154
海運業利益  1,088 12.4 1,274 13.8 185

Ⅲ その他事業収益    
 商事収益  1,215 1,307  91
その他事業収益合計  1,215 13.8 1,307 14.2 91

Ⅳ その他事業費用    
商事費用  1,107 1,196  88
その他事業費用合計  1,107 12.6 1,196 13.0 88
その他事業利益  107 1.2 110 1.2 2
営業総利益  1,196 13.6 1,385 15.0 188

Ⅴ 一般管理費 ※1 1,186 13.5 1,128 12.2 △58
営業利益  10 0.1 257 2.8 246

Ⅵ 営業外収益    
(1) 受取利息 ※2 28 25  △3
(2) 受取配当金  13 19  6
(3) 資産賃貸料 ※2 30 30  0
(4) その他営業外収益  17 9  △7
営業外収益合計  88 1.0 85 0.9 △3

Ⅶ 営業外費用    
(1) 支払利息  223 178  △45
(2) 減価償却費  36 35  △0
(3) その他営業外費用  36 63  26
営業外費用合計  297 3.4 277 3.0 △19
経常利益  ― ― 64 0.7 64
経常損失  198 △2.3 ― ― △198

Ⅷ 特別利益    
投資有価証券売却益  ― 543  543
固定資産売却益 ※3 ― 28  28
特別修繕引当金取崩益  ― 109  109
投資先残余財産分配益  ― 18  18
特別利益合計  ― ― 701 7.6 701

Ⅸ 特別損失    
固定資産売却損 ※4 220  220
関係会社株式評価損  21 148  127
貸倒引当金繰入額  78 340  262
特別退職加算金  ― 14  14
特別損失合計  99 1.1 722 7.8 623
税引前当期純利益  ― ― 42 0.5 42
税引前当期純損失  297 △3.4 ― ― △297
法人税、住民税及び事業税  9 0.1 85 0.9 76
法人税等調整額  20 0.2 112 1.2 91
当期純損失  327 △3.7 154 △1.7 172
前期繰越利益  35   △35
前期繰越損失  289  289
当期未処理損失  292 444  152
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③【損失処理計算書(案)】 

損失処理計算書     

  
前事業年度 

(平成17年３月30日) 
当事業年度 
(案) 

増    減 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 当期未処理損失  292 444 152

Ⅱ 任意積立金取崩高   

(1) 固定資産圧縮積立金 
 取崩高 

 2 2 △0

合計  289 441 152

Ⅲ 次期繰越損失  289 441 152

(注) 前事業年度の年月日は、定時株主総会の承認日である。 
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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 

 (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 

 (2) その他有価証券 

   時価のあるもの 

    期末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 たな卸資産の評価基準及び評価方法 

   先入先出法による原価法 

３ デリバティブ等の評価基準及び評価方法 

   時価法 

４ 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、船舶中一部及び平成10年４月１日以降取得した建物(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。 

   なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。 

 (2) 無形固定資産 

   定額法によっております。 

   なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。ただ

し、ソフトウェア(自社利用分)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。 

５ 繰延資産の処理の方法 

  社債発行費 

商法施行規則に規定する最長期間(３年間)で均等償却。 

６ 引当金の計上基準 

 (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基づき、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) 賞与引当金 

   従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。 

 (3) 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、当期末にお

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(2,027,061千円)については、15年による按分額を費用処理しております。ま

た、数理計算上の差異については、発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(12年)による按分

額をそれぞれ発生の翌期から費用処理しております。  

 (4) 役員退職慰労引当金 

   役員の退職慰労金支給に備えるため、内規に基づく期末退職金要支給額を計上しております。  

 (5) 特別修繕引当金 

   船舶の定期検査費用に備えるため、修繕見積額に基づき計上しております。  
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７ 収益及び費用の計上基準 

 (1) 海運業収益 

   貨物運賃、船客運賃ともそれぞれ積荷基準、乗船基準に基づいて当期の収益に計上し、その他の収益も発生

の都度期間に応じて計上しております。 

 (2) 海運業費用 

   すべての費用は発生の都度経過期間に応じて計上しております。 

８ 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。 

９ ヘッジ会計の方法 

 ① ヘッジ会計の方法 

    繰延ヘッジ処理によっております。 

    また、特例処理の要件を満たす金利スワップについて、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……デリバティブ取引(金利スワップ取引及び金利キャップ取引) 

   ヘッジ対象……借入金利息  

 ③ ヘッジ方針 

    借入金に係る金利変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っており、投機目的の取引は行って

おりません。 

 ④ ヘッジの有効性評価の方法 

    ヘッジ対象のキャッシュ・フローの変動の累計と、ヘッジ手段のキャッシュ・フローの変動の累計とを比

較分析する方法によっております。 

10 その他財務諸表作成のための重要な事項 

   消費税等の会計処理 

   消費税等の会計処理は税抜方式によっております。 
 
 

追加情報 
 

 外形標準課税 

  「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日に交付され、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及び資本割については、一般管理費に計上してお

ります。この結果、一般管理費が14百万円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が同額減少し

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 有形固定資産の減価償却累計額 

 11,943百万円
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

 8,461百万円
 

※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は次のとおりでありま

す。 

海運業未収金 188百万円

その他事業未収金 61百万円

立替金 1,106百万円

その他投資 49百万円

海運業未払金 174百万円

短期借入金 700百万円

預り金 62百万円
 

※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は次のとおりでありま

す。 

海運業未収金 173百万円

その他事業未収金 90百万円

立替金 964百万円

その他投資 83百万円

海運業未払金 173百万円

短期借入金 700百万円

 
 

※３ このうち長期借入金2,033百万円(一年以内返済

予定の長期借入金357百万円含む)に対する担保

として、次の資産を担保に供しております。 

現金及び預金(定期預金) 69百万円

船舶 2,181百万円

投資有価証券 921百万円
 

※３ このうち長期借入金1,676百万円(一年以内返済

予定の長期借入金357百万円含む)に対する担保

として、次の資産を担保に供しております。 

現金及び預金(定期預金) 109百万円

船舶 1,896百万円

投資有価証券 802百万円
 

    上記の他、船舶621百万円を社債の元金320百万

円(一年以内償還予定の社債80百万円含む)及び

利息支払にかかわる債務に対する銀行保証の担

保として供しております。 

    上記の他、船舶458百万円を社債の元金240百万

円(一年以内償還予定の社債80百万円含む)及び

利息支払にかかわる債務に対する銀行保証の担

保として供しております。 

４ 保証債務 

    他社等の金融機関からの借入金に対して次のと

おり保証を行っています。 

東汽観光㈱ 109百万円

神新汽船㈱ 40百万円
 

４ 保証債務 

    下記の金融機関からの借入金に対して次のとお

り保証を行っています。 

東汽観光㈱ 100百万円

神新汽船㈱ 60百万円

伊豆諸島開発 26百万円
 

※５ 会社が発行する株式の総数 

普通株式 88,000,000株

    発行済株式数の総数 

普通株式 22,000,000株
 

※５ 会社が発行する株式の総数 

普通株式 88,000,000株

    発行済株式数の総数 

普通株式 22,000,000株
 

※６ 会社が保有する自己株式の数 

普通株式 14,615株
 

※６ 会社が保有する自己株式の数 

普通株式 20,825株
 

※７ 期末日満期手形の会計処理 

    当事業年度末日は銀行休業日でしたが、満期日

に決済が行われたものとして処理しておりま

す。 

    当事業年度末日満期手形は次のとおりでありま

す。 

受取手形 39百万円

支払手形 55百万円
 

※７ 期末日満期手形の会計処理 

    当事業年度末日は銀行休業日でしたが、満期日

に決済が行われたものとして処理しておりま

す。 

    当事業年度末日満期手形は次のとおりでありま

す。 

受取手形 48百万円

支払手形 58百万円
 

※８ 従業員の退職時に資するための、毎期の生命保

険金の払込額であります。 

※８ 従業員の退職時に資するための、毎期の生命保

険金の払込額であります。 

※９ その他有価証券評価差額金297百万円は商法施

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るものであります。 

※９ その他有価証券評価差額金410百万円は商法施

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るものであります。 
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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 一般管理費は、次のとおり販売費及び一般管理

費を合併して計上しております。 

販売費 419百万円

一般管理費 766百万円

合計 1,186百万円
   

※１ 一般管理費は、次のとおり販売費及び一般管理

費を合併して計上しております。 

販売費 367百万円

一般管理費 760百万円

合計 1,128百万円
 

    一般管理費(1,186百万円)の主要な費目は次の

とおりであります。 

従業員給与 439百万円

退職給付費用 150百万円

役員退職慰労引当金繰入額 25百万円

広告宣伝費 104百万円

賞与引当金繰入額 7百万円
  

    一般管理費(1,128百万円)の主要な費目は次の

とおりであります。 

従業員給与 427百万円

退職給付費用 145百万円

役員退職慰労引当金繰入額 24百万円

広告宣伝費 67百万円

賞与引当金繰入額 7百万円

資産維持費 95百万円
 

※２ 関係会社に係る注記 

    関係会社に対するものは次のとおりでありま

す。 

受取利息 23百万円

資産賃貸料 24百万円
  

※２ 関係会社に係る注記 

    関係会社に対するものは次のとおりでありま

す。 

受取利息 21百万円

資産賃貸料 24百万円
 

※３          ――――― 

 
 
 

※４          ――――― 

 

                  

※３ 固定資産売却益の内訳 

船舶 28百万円

                         

※４ 固定資産売却損の内訳 

船舶 125百万円

建物 30百万円

土地 64百万円
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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) 

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 支払リース料及び減価償却費相当額 ①         ――――― 

支払リース料 3百万円

減価償却費相当額 3百万円
 

 

 
 

② 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 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

１年以内 148百万円

１年超 382百万円

合計 530百万円
  

オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

１年以内 146百万円

１年超 240百万円

合計 386百万円
  

 

 (有価証券関係) 

前事業年度(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(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。 
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(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 繰延税金資産およ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) 

退職給付引当金損金算入 

限度超過額 
233百万円

役員退職慰労引当金否認 44百万円

貸倒引当金損金算入限度 

超過額 
51百万円

有価証券評価損否認 392百万円

投資有価証券評価差額金 14百万円

その他 74百万円

繰越税金資産小計 810百万円

評価性引当額 △147百万円

  繰延税金資産合計 663百万円

 

 

   (繰延税金負債) 

固定資産圧縮積立金 △14百万円

船舶売却益 △121百万円

投資有価証券評価差額金 △212百万円

  繰延税金負債合計 △349百万円

  繰延税金資産の純額 314百万円

 

２ 法定実効税率と税効果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 40.0％

 (調整) 

 交際費等永久に損金に算入されない項目 △1.9％

 住民税均等割 △2.0％

 評価性引当金 △45.4％

 その他 △0.8％

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 △10.1％

 

 
 

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 

   (繰延税金資産) 

退職給付引当金損金算入 

限度超過額 
223百万円

役員退職慰労引当金否認 46百万円

貸倒引当金損金算入限度 

超過額 
187百万円

有価証券評価損否認 318百万円

その他 37百万円

  繰延税金資産小計 813百万円

評価性引当額 △325百万円

  繰延税金資産合計 488百万円

 

 

 

   (繰延税金負債) 

固定資産圧縮積立金 △13百万円

船舶売却益 △74百万円

投資有価証券評価差額金 △273百万円

  繰延税金負債合計 △361百万円

  繰延税金資産の純額 126百万円

 

２ 法定実効税率と税効果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 40.0％

 (調整) 

 交際費等永久に損金に算入されない項目 11.0％

 受取配当金等永久に益金に算入されない
項目 

△9.5％

 住民税均等割 9.7％

 評価性引当金 415.7％

 その他 △6.0％

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 460.9％
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(１株当たり情報) 

 

項目 
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株当たり純資産額 153円59銭 151円67銭

１株当たり当期純損失 14円88銭 7円04銭

１株当たり当期純損失の算定上の

基礎 

１株当たり当期純損失の算定上の

基礎 

損益計算書上の当期純損失 損益計算書上の当期純損失 

327百万円 154百万円

 

普通株式に係る当期純損失 普通株式に係る当期純損失 

327百万円 154百万円

 普通株主に帰属しない金額の主要

な内訳 

普通株主に帰属しない金額の主要

な内訳 

該当事項はありません 該当事項はありません 

普通株式の期中平均株式数 普通株式の期中平均株式数  

21,989,950株 21,982,196株

 

 

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 
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