
MORI SEIKI 

   - 33 - 

 

平成 18 年 3 月期    個別財務諸表の概要                    平成 18 年 5 月 9 日 
 

上 場 会 社 名 株式会社 森精機製作所 
コード番号 6141 
（ URL  http://www.moriseiki.co.jp ） 
代表者 役職名 取締役社長 
 氏名 森 雅彦 
問合せ先責任者 役職名 経理財務本部長 
 氏名 内ヶ崎 守邦     （TEL ：  052－587－1835 ） 
決算取締役会開催日 平成 18 年 5 月 9 日 中間配当制度の有無 有 
定時株主総会開催日 平成 18 年 6 月 29 日 単元株制度採用の有無 有（1 単元 100 株） 
                                                           

1．18 年 3 月期の業績（平成 17 年 4 月 1 日～平成 18 年 3 月 31 日） 

（1）経営成績                            （注）記載金額は百万円未満を切捨てて表示しています。 
                                                                     売  上  高 営 業 利 益 経 常 利 益 

 百万円     ％ 百万円     ％ 百万円     ％ 
18 年 3 月期 124,144 19.7 13,770 64.8 13,401 59.3 
17 年 3 月期 103,746 42.5 8,354 524.9 8,412 293.4 

  
 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 ％ ％ ％ 
18 年 3 月期 13,284 68.1 147 77 144 59 13.2 9.8 

 
10.8 

17 年 3 月期 7,902 689.7 88 19 ― 9.0 6.9 8.1 
 

（注） ①期中平均株式数 18 年 3 月期 88,935,713 株 17 年 3 月期 88,295,559 株 
 ②会計処理の方法の変更 有    
 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、対前期増減率です。 

 
 
（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 ％ ％ 
18 年 3 月期 40 00 0 00 40 00 3,677 27.7 3.4 
17 年 3 月期 20 00 0 00 20 00 1,760 22.3 1.9  

（注） 18 年 3 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 
18 年 3 月期 148,154 109,766 74.1 1,192 45 
17 年 3 月期 125,809  91,453 72.7 1,037 35 

 
（注） ①期末発行済株式数 18 年 3 月期 91,931,363 株 17 年 3 月期 88,049,873 株
 ②期末自己株式数 18 年 3 月期 4,433,509 株 17 年 3 月期 6,725,554 株 

 
 

2．19 年 3 月期の業績予想 （平成 18 年 4 月 1 日 ～ 平成 19 年 3 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  63,000  7,000 4,100 0 00 ― ― 
通期 134,000 16,000 9,400 ― 40 00 40 00 

 
（参考） １株当たり予想当期純利益（通期）   102 円 25 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、予想につきましては、
様々な不確定要素が内在しておりますので、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合があります。なお、上記予
想に関する事項は、添付資料の 7 ページを参照してください。 

上場取引所 東 大 
本社所在地都道府県 
愛知県 
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比較貸借対照表 
 

  
前事業年度 

(平成17年３月31日) 
当事業年度 

(平成18年３月31日) 
比較 
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   8,892   24,088    
２ 受取手形   809   846    
３ 売掛金 ※５  23,727   27,278    
４ 商品   27   ―    
５ 製品   4,310   7,365    
６ 原材料   8,001   7,074    
７ 仕掛品   4,287   4,760    
８ 貯蔵品   71   63    
９ 繰延税金資産   40   31    
10 未収消費税等   382   224    
11 未収入金   156   287    
12 短期貸付金   585   18    
13 その他   1,478   1,891    
14 貸倒引当金   △186   △72    

流動資産合計   52,584 41.8  73,856 49.9  21,272 
Ⅱ 固定資産          
１ 有形固定資産 ※１         
(1) 建物   22,204   19,492    
(2) 構築物   1,054   970    
(3) 機械及び装置   6,607   5,054    
(4) 車両運搬具   50   51    
(5) 工具器具及び備品   2,215   2,412    
(6) 土地 ※６  18,789   18,240    
(7) 建設仮勘定   39   642    

有形固定資産合計   50,961 40.5  46,864 31.6  △4,096 
２ 無形固定資産          
  (1) 営業権   1,200   800    
(2) ソフトウェア   996   977    
(3) ソフトウェア仮勘定   290   514    
(4) 電話加入権   19   2    
無形固定資産合計   2,507 2.0  2,294 1.5  △212 

３ 投資その他の資産          
(1) 投資有価証券   7,623   12,775    
(2) 関係会社株式   8,893   9,013    
(3) 関係会社出資金   2,707   2,707    
(4) 長期前払費用   365   232    
(5) その他   166   408    

投資その他の資産合計   19,756 15.7  25,138 17.0  5,381 
固定資産合計   73,225 58.2  74,297 50.1  1,072 
資産合計   125,809 100.0  148,154 100.0  22,345 
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前事業年度 
(平成17年３月31日) 

当事業年度 
(平成18年３月31日) 

比較 
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 買掛金   7,504   7,977    

２ 一年以内返済長期借入金   5,000   5,000    

３ 未払金   4,162   4,544    

４ 未払費用   437   259    

５ 未払法人税等   326   218    

６ 前受金   504   668    

７ 預り金   129   118    

８ その他   346   316    

流動負債合計   18,411 14.6  19,104 12.9  692 

Ⅱ 固定負債          

１ 新株予約権付社債   ―   9,333    

２ 長期借入金   12,500   5,000    

３ 繰延税金負債   1,620   3,126    
４ 再評価に係る繰延税金 

負債 ※６  1,824   1,824    

固定負債合計   15,944 12.7  19,284 13.0  3,339 

負債合計   34,356 27.3  38,388 25.9  4,032 

(資本の部)          

Ⅰ 資本金 ※３  28,190 22.4  29,285 19.8  1,095 

Ⅱ 資本剰余金          

１ 資本準備金   40,931   42,024    

２ その他資本剰余金          

自己株式処分差益  1 1  504 504    

資本剰余金合計   40,932 32.5  42,529 28.6  1,596 

Ⅲ 利益剰余金          

１ 利益準備金   2,650   2,650    

２ 任意積立金          

(1) 特別償却準備金  183   114     

(2) 資産圧縮積立金  191   184     

(3) 別途積立金  25,600 25,974  32,600 32,898    

３ 当期未処分利益   10,405   6,354    

利益剰余金合計   39,030 31.0  41,903 28.3  2,873 

Ⅳ 土地再評価差額金 ※６  △13,171 △10.4  △4,636 △3.1  8,535 

Ⅴ その他有価証券評価差額金   2,322 1.8  4,549 3.1  2,227 

Ⅵ 自己株式 ※４  △5,850 △4.6  △3,865 △2.6  1,985 

資本合計   91,453 72.7  109,766 74.1  18,312 

負債及び資本合計   125,809 100.0  148,154 100.0  22,345 
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比較損益計算書 
  

  
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

比較 
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 売上高 ※１  103,746 100.0  124,144 100.0  20,397 
Ⅱ 売上原価   72,562 69.9  82,238 66.2  9,675 

売上総利益   31,184 30.1  41,906 33.8  10,721 
Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※2,3  22,830 22.0  28,135 22.7  5,305 

営業利益   8,354 8.1  13,770 11.1  5,415 
Ⅳ 営業外収益          
１ 受取利息  23   6     
２ 受取配当金  50   72     
３ 為替差益  100   ―     
４ 受取賃貸料  37   27     
５ 社債発行差金  ―   115     
６ その他  35 248 0.2 107 330 0.3  82 

Ⅴ 営業外費用          
１ 支払利息  92   71     
２ 為替差損  ―   293     
３ 支払手数料  90   222     
４ 社債発行費  ―   72     
５ 社債償還損  ―   21     
６ その他  7 190 0.2 16 698 0.6  508 

経常利益   8,412 8.1  13,401 10.8  4,989 
Ⅵ 特別利益          
１ 固定資産売却益 ※４ 14   268     
２ 投資有価証券売却益  0   917     

 ３ 貸倒引当金戻入益  ― 15 0.0 114 1,299 1.0  1,284 
Ⅶ 特別損失          
１ 固定資産売却損 ※５ 26   110     
２ 固定資産除却損 ※６ 86   824     
３ 減損損失 ※７ ―   349     
４ 関係会社株式評価損  ―   44     
５ 投資その他の資産評価損  ―   45     
６ 役員退職慰労金  369 482 0.5 ― 1,374 1.1  891 

税引前当期純利益   7,944 7.6  13,326 10.7  5,382 
法人税、住民税 
及び事業税  42   42     

法人税等調整額  ― 42 0.0 ― 42 0.0  0 
当期純利益   7,902 7.6  13,284 10.7  5,382 
前期繰越利益   2,907   1,604    
土地再評価差額金取崩額   △404   △8,535    
当期未処分利益   10,405   6,354   △4,051 
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比較利益処分案 
 

  
前事業年度 

(平成17年６月29日) 
当事業年度 

(平成18年６月29日) 
比較 
増減 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 当期未処分利益   10,405  6,354  △4,051 

Ⅱ 任意積立金取崩額        

１ 特別償却準備金取崩額  68  52    

２ 資産圧縮積立金取崩額  6 75 6 59  △16 

合計   10,481  6,413  △4,067 

Ⅲ 利益処分額        

１ 配当金  1,760  3,677    

２ 役員賞与金 
   (うち監査役賞与金) 

 
115 
(16)

 
142 
(16)

 
 

 

 ３ 任意積立金        

    別途積立金  7,000 8,876 ― 3,820  △5,056 

Ⅳ 次期繰越利益   1,604  2,593  988 

(注) 1株当たりの配当金  前期 20.0円  当期 40.0円 
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重要な会計方針 
 

項目 
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1) その他有価証券 

時価のあるもの……決算期末日の市場
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

り算定しておりま
す。) 

時価のないもの……移動平均法による

原価法 

(1) その他有価証券 

同左 

 (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 

(2) 子会社株式及び関連会社株式 
同左 

２ 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 

３ たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

商品、製品、仕掛品……総平均法による

原価法 
原材料……移動平均法による原価法 
貯蔵品……最終仕入原価法 

同左 

４ 固定資産の減価償却の方

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。 
なお、主な耐用年数は以下のとおりであ
ります。 

  建物      ８年～50年 
  機械及び装置  ２年～17年 

同左 

 (2) 無形固定資産 定額法 

ただし、営業権については5年、市場販
売目的のソフトウェアについては見込
販売期間(3年)、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 

同左 

５ 繰延資産の処理方法   
   社債発行費 ――― 支出時全額費用処理 

６ 引当金の計上基準   
   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勘案し、回収不
能見込額を計上しております。 

同左 
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項目 
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

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 繰延ヘッジ処理によっております。 同左 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対 
   象 

ヘッジ手段…為替予約取引 
ヘッジ対象…外貨建予定取引 

同左 

 (3) ヘッジ方針 当社は、自社に為替変動リスクが帰属す

る場合は、そのリスクヘッジのため、実
需原則に基づき成約時に為替予約取引
を行うものとしております。 

同左 

 (4) ヘッジ有効性評価の方 
   法 

ヘッジ手段の変動額の累計額とヘッジ
対象の変動額の累計額を比較して有効
性を判定しております。 

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 

  

    消費税等の会計処理 税抜方式によっております。 同左 

 
会計処理の変更 

 
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

――― （売上計上基準） 
当事業年度より、国内における機械本体の売上計上基準

を従来の出荷基準から検収基準に変更しております。この

変更は、ターンキー案件の増加により、複雑化、高度化が
進み、出荷から検収までの期間が長期化する傾向にあるこ
とから、売上計上基準をより客観性、確実性のある検収基

準に変更することにより、出荷から検収に至る管理をより
厳密に行い、より一層の品質向上を目指すものでありま
す。 

この変更に伴い、従来と同一の基準によった場合と比較
し、売上高は1,767百万円、営業利益、経常利益、税引前
当期純利益は544百万円それぞれ減少しております。 

――― （固定資産の減損に係る会計基準） 

当事業年度から「固定資産の減損に係る会計基準」（「固
定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企
業会計審議会 平成14年８月９日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平
成15年10月31日 企業会計基準適用指針第６号）を適用し
ております。 

これにより、税引前当期純利益は349百万円減少してお
ります。 
なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表等

規則に基づき、各資産の金額から直接控除しております。 
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表示方法の変更 
 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(損益計算書) 

前期まで営業外収益の「その他」に含めて表示しており
ました「受取賃貸料」については、当期において営業外
収益の総額の10/100を超えることとなったため、当期よ

り区分掲記することといたしました。なお、前期の「受
取賃貸料」は18百万円であります。 

 

――― 

 

追加情報 
 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

「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
後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及び
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230百万円増

加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が、230
百万円減少しております。 
 

――― 
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注記事項 

(貸借対照表関係) 
 

前事業年度 
(平成17年３月31日) 

当事業年度 
(平成18年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 64,437百万円 
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 65,926百万円 
 

  
２ 債務保証  

   販売先のリース料支払に対する 

   債務保証(㈱駒月他305件) 
2,091百万円 

 

２ 債務保証  
   販売先のリース料支払に対する 

   債務保証(㈱駒月他346件) 
2,399百万円 

 
  
※３ 授権株式数 普通株式 157,550千株 
   発行済株式総数 普通株式 94,775千株 
 

※３ 授権株式数 普通株式 157,550千株 
   発行済株式総数 普通株式 96,364千株 
 

  
※４ 自己株式保有数 普通株式 6,725千株 
 

※４ 自己株式保有数 普通株式 4,433千株 
 

  
※５ 関係会社に係る注記 
   関係会社に対する主なものは次のとおりでありま

す。 
売掛金 9,271百万円 

 

※５ 関係会社に係る注記 
   関係会社に対する主なものは次のとおりでありま

す。 
売掛金 13,354百万円 

 
  
※６ 「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「土地の再評価に関する法律

の一部を改正する法律」(平成13年３月31日公布法
律第19号)に基づき、事業用土地の再評価を行い、
当該再評価差額金のうち評価益に係る税金相当額

を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に
1,824百万円を計上し、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△13,171百万円

を計上しております。 
①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
定める固定資産税評価額に基づきこれに合理
的な調整を行って算出する方法によっており

ます。 
②再評価を行った年月日 平成14年３月31日 

③再評価を行った土地の
当事業年度末における

固定資産税評価額に基
づきこれに合理的な調
整を行って算出した時

価と再評価後の帳簿価
額との差額 

△5,219百万円 

 

※６ 「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「土地の再評価に関する法律

の一部を改正する法律」(平成13年３月31日公布法
律第19号)に基づき、事業用土地の再評価を行い、
当該再評価差額金のうち評価益に係る税金相当額

を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に
1,824百万円を計上し、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△4,636百万円

を計上しております。 
①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
定める固定資産税評価額に基づきこれに合理
的な調整を行って算出する方法によっており

ます。 
②再評価を行った年月日 平成14年３月31日 
③再評価を行った土地の

当事業年度末における
固定資産税評価額に基
づきこれに合理的な調

整を行って算出した時
価と再評価後の帳簿価
額との差額 

△4,773百万円 

 
  
 ７ 配当制限 
    有価証券の時価評価により、純資産額が2,322百万

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。 

 ７ 配当制限 
    有価証券の時価評価により、純資産額が4,549百万

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。 
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前事業年度 

(平成17年３月31日) 
当事業年度 

(平成18年３月31日) 

８ コミットメントライン契約 

   運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行３行
と貸出コミットメントライン契約を締結しており
ます。この契約に基づく当事業年度末の借入未実行

残高は次のとおりであります。 
 

貸出コミットメント限度額 11,000百万円 

借入実行残高 ― 

差引額 11,000百万円 
 

 ８ コミットメントライン契約 

   運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行３行
と貸出コミットメントライン契約を締結しており
ます。この契約に基づく当事業年度末の借入未実行

残高は次のとおりであります。 
 

貸出コミットメント限度額 11,000百万円 

借入実行残高 ― 

差引額 11,000百万円 
 

   
 

(損益計算書関係)  
 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 関係会社との取引に係るもの 
   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。 
売上高 35,514百万円  

※１ 関係会社との取引に係るもの 
   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。 
売上高 50,008百万円  

  ※２ 販売費に属する費用と一般管理費に属する費用の
割合はおおよそ61.0％と39.0％であり、そのうち主

要なものは以下のとおりであります。 
運賃 5,104百万円 
業務委託料 1,070百万円 
販売手数料 1,026百万円 
販売促進費 1,757百万円 
給料・賞与金 4,053百万円 
退職給付費用 209百万円 
減価償却費 1,055百万円 
支払手数料 1,383百万円 
研究開発費 3,538百万円 

貸倒引当金繰入額 25百万円  

※２ 販売費に属する費用と一般管理費に属する費用の
割合はおおよそ64.4％と35.6％であり、そのうち主

要なものは以下のとおりであります。 
運賃 6,103百万円 
業務委託料 1,351百万円 
販売手数料 998百万円 
販売促進費 2,468百万円 
給料・賞与金 5,158百万円 
退職給付費用 242百万円 
減価償却費 1,098百万円 
支払手数料 1,696百万円 
研究開発費 4,605百万円 

 

  
※３ 研究開発費の総額(一般管理費) 3,538百万円 
 

※３ 研究開発費の総額(一般管理費) 4,605百万円 
 

  
※４ 固定資産売却益の内訳 

建物 3百万円 
機械及び装置 4百万円 
土地 6百万円 

合計 14百万円  

※４ 固定資産売却益の内訳 
構築物 0百万円 
機械及び装置 7百万円 
車両運搬具 1百万円 

工具器具及び備品 1百万円 
土地 257百万円 

合計 268百万円  
  
※５固定資産売却損の内訳 

土地 26百万円  

※５ 固定資産売却損の内訳 
建物 80百万円 

機械及び装置 29百万円 

合計 110百万円  
  
※６ 固定資産除却損の内訳 

構築物 0百万円 
機械及び装置 85百万円 

車両運搬具 0百万円 
工具器具及び備品 0百万円 

合計 86百万円  

※６ 固定資産除却損の内訳 
建物 52百万円 
構築物 0百万円 

機械及び装置 735百万円 
工具器具及び備品 4百万円 
ソフトウェア 31百万円 

合計 824百万円   
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前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

――― 
 

※７ 減損損失 
当社は、以下の資産グループについて減損損失を計

上しました。 

用途 種類 場所 
金額 

(百万円) 

遊休 土地 奈良県生駒市 302 

遊休 土地 北海道恵庭市 47 

計 349 
 
（経緯） 

上記の土地については、研究施設、営業所建設予定

地としてそれぞれ取得いたしましたが、設備投資計画
の変更に伴い、現在は遊休資産としております。 
今後の利用計画もなく、地価も下落しているため、

減損損失を認識いたしました。 
（グルーピングの方法） 

事業部門別を基本とし、営業部門においては営業所
を単位に、製造部門においては工場を単位とし、将来

の使用が見込まれていない遊休資産については個々の
物件単位でグルーピングをしております。 

（回収可能価額の算定方法等） 
正味売却価額により測定しており、固定資産税評価

額に基づき、これに合理的な調整を行って算出した価
額により評価しております。 
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(リース取引関係) 

 

項目 
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

借主側 
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 

 
取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

期末残高
相当額 
(百万円)

機械及
び装置 2,802 1,067 1,734 

車両 
運搬具 6 1 4 

工具器
具及び
備品等 

66 36 30 

合計 2,875 1,105 1,770 
 

 
取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円)

期末残高 
相当額 
(百万円) 

機械及
び装置 4,258 1,658 2,600 

車両 
運搬具 37 13 23 

工具器
具及び
備品等 

102 35 67 

合計 4,398 1,707 2,691 
 

   なお、取得価額相当額は、有形固
定資産の期末残高等に占める未
経過リース料期末残高の割合が

低いため、「支払利子込み法」に
より算定しております。 

   
同左 

 (2) 未経過リース料期末残高相当

額 

１年以内 492百万円

１年超 1,277百万円

計 1,770百万円
 

１年以内 723百万円

１年超 1,967百万円

計 2,691百万円
 

   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、「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 

支払リース料 439百万円
減価償却費相当額 439百万円
 

支払リース料 616百万円
減価償却費相当額 616百万円
 

 (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。 

 
同左 

２ オペレーテイング・リース取引   

  未経過リース料 １年以内 303百万円
１年超 713百万円

計 1,017百万円
 

１年以内 695百万円
１年超 2,632百万円

計 3,327百万円
 

 
 
(有価証券関係) 

前事業年度(平成17年３月31日) 

及び 

当事業年度(平成18年３月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものがないため、記載すべき事項はありません。 
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(税効果会計関係) 

 

項目 
前事業年度 

(平成17年３月31日) 
当事業年度 

(平成18年３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 

(1) 流動の部 
 繰延税金資産 

  たな卸資産 90百万円
  貸倒引当金 26百万円
  未払事業税 79百万円

  その他 94百万円

 繰延税金資産小計 290百万円
 評価性引当額 △250百万円

 繰延税金資産合計 40百万円

 
(2) 固定の部 

 繰延税金負債 
  特別償却準備金 77百万円
  資産圧縮積立金 125百万円
  その他有価証券 
  評価差額金 1,580百万円

 繰延税金負債合計 1,783百万円

 繰延税金資産 
  投資有価証券 

評価損 1,044百万円

  関係会社株式 
    評価損 

298百万円

  繰越欠損金 4,052百万円

  その他 76百万円

 繰延税金資産小計 5,472百万円
 評価性引当額 △5,309百万円

繰延税金資産合計 163百万円
 繰延税金負債の 
 純額 

1,620百万円

 再評価に係る繰延 
 税金負債 

1,824百万円
 
 

(1) 流動の部 
 繰延税金資産 

  たな卸資産 425百万円
  貸倒引当金 1百万円
  未払事業税 102百万円

  その他 147百万円

 繰延税金資産小計 676百万円
 評価性引当額 △644百万円

 繰延税金資産合計 31百万円

 
(2) 固定の部 

 繰延税金負債 
  特別償却準備金 42百万円
  資産圧縮積立金 121百万円
  その他有価証券 
  評価差額金 3,095百万円

 繰延税金負債合計 3,258百万円

 繰延税金資産 
  投資有価証券 

評価損 929百万円

  関係会社株式 
    評価損 

331百万円

  繰越欠損金 48百万円

  減損損失 141百万円
  減価償却超過額 535百万円
  その他 71百万円

 繰延税金資産小計 2,058百万円
 評価性引当額 △1,926百万円

繰延税金資産合計 131百万円
 繰延税金負債の 
 純額 3,126百万円

 再評価に係る繰延 
 税金負債 1,824百万円

 
 

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 40.49%
 (調整) 
 交際費等永久に損金に 
 算入されない項目 1.80%

 受取配当金等永久に益 
 金に算入されない項目 △0.12%

 住民税均等割 0.53%
 評価性引当額 △42.45%
 その他 0.28%
税効果会計適用後の 
法人税等の負担率 

0.53%
 

法定実効税率 40.49%
 (調整) 
 交際費等永久に損金に 
 算入されない項目 0.17%

 受取配当金等永久に益 
 金に算入されない項目 △0.11%

 住民税均等割 0.32%
 評価性引当額 △40.04%
 その他 △0.51%
税効果会計適用後の 
法人税等の負担率 

0.32%
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(当期中の発行済株式数の増加) 

 
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

――― 新株予約権付社債の新株予約権の権利行使による新株の
発行 

(1) 発行株式数 
1,589,445株 

(2) 発行価格 

1株につき1,377円 
(3) 資本組入額 

1株につき689円 

(4) 資本組入額の総額 
  1,095百万円 
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役員の異動 
 

（1）代表者の異動 

   該当事項はありません。 

  

（2）その他の役員の異動(平成18年6月29日付予定) 

 新任取締役候補   

  取締役 内ヶ崎 守邦 (現 経理財務本部長) 

  取締役 前田 憲秀 (現 スピンドルユニット部副ゼネラルマネージャー) 

    

 退任予定取締役   

  専務取締役 梅岡 匡爾 (常勤監査役に就任予定) 

    

 新任監査役候補   

  常勤監査役 梅岡 匡爾 (現 専務取締役Mori-568PLAN、法務、内部監査担当) 

    

 退任予定監査役   

  常勤監査役 松山 雄三 (上海森精机机床有限公司 総経理に就任予定) 

    

    
 

  
 




