
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） 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）   10円34銭 

※ 上記の業績予想につきましては、現時点において入手された情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後

の様々な要因により上記の業績予想値と異なる結果となる可能性があります。 

平成18年３月期 個別財務諸表の概要 
平成18年５月10日

会社名 日本プラスト株式会社 上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ 

コード番号 7291 本社所在都道府県 静岡県 

(URL http://www.n-plast.co.jp/) 

代表者 役職名 代表取締役社長 

  氏名 広瀬  信 

問い合わせ先 責任者役職名 経理部長     

  氏名 長谷川 勝 ＴＥＬ  （0545）52－8030 

決算取締役会開催日 平成18年５月10日 中間配当制度の有無 有 

配当支払開始予定日 平成18年６月30日 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 1,000株）     

(1）経営成績 （単位：百万円未満切捨）

 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 53,427 (△4.4) 1,017 (△42.7) 1,010 (△42.3) 

17年３月期 55,910 (6.0) 1,775 (14.7) 1,751 (22.3) 

 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 1,076 (―) 55 27 ― ― 6.3 2.3 1.9 

17年３月期 △986 (―) △64 24 ― ― △6.2 4.2 3.1 

（注）１．期中平均株式数 18年３月期 18,115,781株 17年３月期 15,356,327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 

(2）配当状況  

 
１株当たり年間配当金 配当金総額 

（年間） 
配当性向 

株主資本 

配当率  中間 期末 

 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年３月期 7 50 3 75 3 75 145 13.6 0.8 

17年３月期 7 50 3 75 3 75 115 ― 0.7 

(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 43,210 18,636 43.1 959 63 

17年３月期 43,618 15,410 35.3 1,003 89 

（注）１．期末発行済株式数 18年３月期 19,342,724株 17年３月期 15,350,840株

２．期末自己株式数 18年３月期 67,276株 17年３月期 59,160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）  

 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 25,200  90  50  3 75 ― ― ― ― 

通 期 52,000  440  200  ― ― 3 75 7 50 
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６．個別財務諸表等 
(1）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) 
対前年比 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

増減 
（千円） 

(資産の部)                 

Ⅰ 流動資産                 

１ 現金及び預金     1,933,629     864,259   △1,069,369 
２ 受取手形     284,699     329,231   44,532 

３ 売掛金 ※１   11,514,542     11,533,725   19,183 

４ 有価証券     30,206     30,215   8 

５ 製品     347,917     317,804   △30,112 

６ 原材料     642,270     629,726   △12,544 

７ 仕掛品     800,348     813,062   12,713 

８ 貯蔵品     675,393     1,339,071   663,677 

９ 前払金 ※１   973,585     881,226   △92,358 

10 前払費用     8,989     6,626   △2,363 

11 未収入金 ※１   497,460     176,155   △321,304 
12 繰延税金資産     1,038,631     478,003   △560,628 

13 その他 ※１   61,297     198,196   136,899 

14 貸倒引当金     △4,127     △4,150   △22 

流動資産合計     18,804,844 43.1   17,593,154 40.7 △1,211,689 

Ⅱ 固定資産                 

１ 有形固定資産                 

(1) 建物 ※２ 6,998,640     7,569,414       

減価償却累計額   4,477,331 2,521,309   4,664,674 2,904,739   383,430 

(2) 構築物 ※２ 698,326     715,606       

減価償却累計額   564,835 133,491   586,716 128,890   △4,600 

(3) 機械及び装置 ※２ 13,455,851     13,698,591       

減価償却累計額   9,823,294 3,632,556   10,022,976 3,675,615   43,058 

(4) 車両運搬具   298,235     259,869       

減価償却累計額   220,248 77,987   190,571 69,298   △8,688 

(5) 工具器具備品   21,228,886     21,690,530       

減価償却累計額   18,757,487 2,471,398   19,390,616 2,299,914   △171,484 

(6) 土地 ※２   3,091,494     3,303,145   211,651 

(7) 建設仮勘定     95,178     97,942   2,764 

有形固定資産合計     12,023,416 27.5   12,479,546 28.8 456,130 
２ 無形固定資産                 

(1) 電話加入権     13,291     13,291   ― 

(2) その他     2,072     1,369   △702 

無形固定資産合計     15,364 0.0   14,661 0.0 △702 

３ 投資その他の資産                 

(1) 投資有価証券     5,270,593     4,611,152   △659,440 

(2) 関係会社株式     5,118,360     5,335,977   217,617 

(3) 出資金     962,935     990,365   27,429 

(4) 関係会社出資金     584,000     1,184,000   600,000 

(5) 従業員長期貸付金     23,660     14,954   △8,706 

(6) 長期前払費用     539,353     489,042   △50,311 

(7) 差入保証金     34,104     34,002   △101 
(8) 繰延税金資産     108,829     327,654   218,825 

(9) その他     160,677     142,401   △18,276 

(10) 貸倒引当金     △27,590     △6,890   20,700 

投資その他の資産合
計 

    12,774,924 29.2   13,122,660 30.3 347,735 

固定資産合計     24,813,704 56.8   25,616,867 59.2 803,163 

資産合計     43,618,548 100.0   43,210,022 100.0 △408,526 
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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) 
対前年比 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

増減 
（千円） 

(負債の部)                 
Ⅰ 流動負債                 

１ 支払手形 ※１   7,982,662     7,476,847   △505,815 

２ 買掛金 ※１   3,807,012     3,792,185   △14,827 

３ 短期借入金     3,500,000     950,000   △2,550,000 

４ 一年内返済長期借入
金 

※２   1,990,200     2,066,000   75,800 

５ 未払金 ※１   1,059,743     555,614   △504,128 
６ 未払費用 ※１   702,009     699,509   △2,500 

７ 未払法人税等     31,972     314,472   282,499 

８ 預り金     75,867     115,012   39,145 

９ 賞与引当金     860,000     907,000   47,000 

10 設備支払手形 ※１   1,220,332     1,189,740   △30,592 

流動負債合計     21,229,801 48.6   18,066,382 41.8 △3,163,418 

Ⅱ 固定負債                 

１ 長期借入金 ※２   3,876,200     3,267,400   △608,800 

２ 退職給付引当金     2,793,037     2,886,949   93,911 

３ 役員退職慰労引当金     276,853     320,461   43,607 

４ その他     32,030     32,030   ― 

固定負債合計     6,978,121 15.9   6,506,841 15.0 △471,280 

負債合計     28,207,922 64.6   24,573,223 56.8 △3,634,699 

(資本の部)                 

Ⅰ 資本金 ※３   2,006,062 4.5   3,206,062 7.4 1,200,000 
Ⅱ 資本剰余金                 

資本準備金   1,984,500     3,184,500       

資本剰余金合計     1,984,500 4.5   3,184,500 7.3 1,200,000 

Ⅲ 利益剰余金                 

１ 利益準備金     459,015     459,015     

２ 任意積立金                 

(1) 資産買換差益積立
金 

  69,740     69,740       

(2) 特別償却積立金   15,638     12,751       

(3) 固定資産圧縮積立
金 

  93,338     93,338       

(4) 別途積立金   9,500,000 9,678,717   8,800,000 8,975,830     

３ 当期未処分利益又は
当期未処理損失(△) 

    △328,669     1,320,357     

利益剰余金合計     9,809,063 22.4   10,755,204 24.8 946,140 

Ⅳ その他有価証券評価差
額金 

    1,629,969 3.7   1,517,438 3.5 △112,530 

Ⅴ 自己株式 ※４   △18,970 △0.0   △26,407 △0.0 △7,436 

資本合計     15,410,625 35.3   18,636,798 43.1 3,226,173 

負債・資本合計     43,618,548 100.0   43,210,022 100.0 △408,526 
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(2）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) 

対前年比 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

増減 
（千円） 

Ⅰ 売上高 ※１   55,910,072 100.0   53,427,379 100.0 △2,482,693 

Ⅱ 売上原価                 

１ 製品期首たな卸高   360,300     347,917       

２ 当期製品製造原価 ※２ 50,573,066     48,640,277       

合計   50,933,367     48,988,194       

３ 製品期末たな卸高   347,917 50,585,450 90.4 317,804 48,670,390 91.0 △1,915,060 

売上総利益     5,324,622 9.5   4,756,989 8.9 △567,633 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※２               

１ 荷造材料、運搬費   1,433,924     1,415,383       

２ 役員及び従業員給
料手当 

  852,002     915,921       

３ 賞与引当金繰入額   161,680     177,772       

４ 退職給付費用   123,838     128,215       

５ 役員退職慰労引当
金繰入額 

  48,980     80,807       

６ 福利厚生費   158,667     171,779       

７ 賃借料   87,712     90,917       

８ 消耗器具備品費   71,579     87,666       

９ 旅費交通費   83,206     76,302       

10 減価償却費   29,928     38,607       

11 貸倒引当金繰入額   374     628       

12 その他   497,283 3,549,177 6.3 555,696 3,739,697 6.9 190,520 

営業利益     1,775,445 3.1   1,017,291 1.9 △758,153 
Ⅳ 営業外収益                 

１ 受取利息   975     928       

２ 受取配当金 ※１ 70,906     50,393       

３ 投資不動産賃貸料   64,061     62,159       

４ 為替差益   ―     51,320       

５ 雑収入   120,979 256,924 0.4 92,936 257,739 0.4 815 

Ⅴ 営業外費用                 

１ 支払利息   116,278     118,155       

２ 金型除却損   37,838     20,975       

３ 機械・工具等処分
損 

  90,477     92,287       

４ 為替差損   17,021     ―       

５ 雑損失   19,455 281,071 0.5 33,128 264,547 0.4 △16,524 

経常利益     1,751,297 3.1   1,010,483 1.8 △740,813 

Ⅵ 特別利益                 

１ 投資有価証券売却
益 

  ―     1,033,703       

２ ゴルフ会員権売却
益 

  1,000     ―       

３ その他特別利益   ― 1,000 0.0 82,014 1,115,717 2.0 1,114,717 
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(3）利益処分案 

 （注） 日付は株主総会承認年月日であります。 

    
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) 

対前年比 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

増減 
（千円） 

Ⅶ 特別損失                 

１ 関係会社株式評価損   ―     165,122       

２ 従業員割増退職金   ―     74,490       

３ 訴訟和解金   3,374,331     ―       

４ ゴルフ会員権評価損 ※３ 390 3,374,721 6.0 ― 239,612 0.4 △3,135,108 

税引前当期純利益又
は税引前当期純損失
(△) 

    △1,622,423 △2.9   1,886,588 3.5 3,509,012 

法人税、住民税及び
事業税 

  44,045     291,642       

法人税等調整額   △680,000 △635,954 △1.1 518,692 810,334 1.5 1,446,289 

当期純利益又は 
当期純損失(△) 

    △986,468 △1.7   1,076,253 2.0 2,062,722 

前期繰越利益     715,390     316,651   △398,738 

中間配当額     57,591     72,547   14,956 

当期未処分利益又は
当期未処理損失(△) 

    △328,669     1,320,357   1,649,027 

                  

    
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) 
対前年比 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 
増減 

（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益又は 
当期未処理損失（△） 

   △328,669   1,320,357 1,649,027 

Ⅱ 任意積立金取崩額             

１ 特別償却積立金取崩
額 

  2,886   2,886     

  ２ 別途積立金取崩額   700,000 702,886 ― 2,886 △700,000 

合計     374,217   1,323,244 949,027 

Ⅲ 利益処分額             

１ 配当金   57,565   72,535     

２ 取締役賞与金   ―   75,000     

３ 別途積立金 
  

  ― 57,565 500,000 647,535 589,969 

Ⅳ 次期繰越利益     316,651   675,709 359,057 
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重要な会計方針 

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 

満期保有目的の債券 

償却原価法 

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 

同左 

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 

  

２ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

製品、原材料、仕掛品 

総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 

同左 

貯蔵品 

金型 ……個別法による原価法 

その他……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 

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(建

物附属設備は除く)については、定額法を採用して

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。 

３ 固定資産の減価償却の方法 

有形固定資産…… 同左 

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に基づく定額法によっており

ます。 

無形固定資産……定額法 

  

  

４ 繰延資産の処理方法 

        ――――― 

４ 繰延資産の処理方法 

   新株発行費は支出時に全額費用として処理してお 

ります。 

５ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

債権の貸倒損失に備えるため、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

能見込み額を計上しております。 

５ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

同左 

(2) 賞与引当金 

従業員の賞与の支払いに充てるため、支給対象期

間に対応した支給見込み額を計上しております。 

(2) 賞与引当金 

同左 
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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） 

(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み額に基

づき計上しております。 

なお、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、それぞれ発生の翌事業年度より費

用処理しております。 

(3) 退職給付引当金 

同左 

(4) 役員退職慰労引当金 

役員退職慰労金の支払いに充てるため、内規に基

づく期末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 

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。 

６ リース取引の処理方法 

同左 

７ 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。 

７ 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。また、為替予約については、振当処理の要件

を満たしておりますので、振当処理を採用してお

ります。 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段   ヘッジ対象 

金利スワップ   借入金の利息 

ヘッジ手段   ヘッジ対象 

金利スワップ   借入金の利息 

為替予約   外貨建売掛金 

(3) ヘッジ方針 

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、ヘッジ対象の識別は個

別契約毎に行っております。 

(3) ヘッジ方針 

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、ヘッジ対象の識別は個

別契約毎に行っております。また、為替変動リス

クを回避する目的で為替予約を行っており、ヘッ

ジ対象の識別は個別債権毎に行っております。 

(4) ヘッジの有効性評価の方法 

金利スワップの特例処理の要件を満たしておりま

すので、有効性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 

金利スワップについては特例処理を、為替予約に

ついては、振当処理を採用しているため、有効性

の判定を省略しております。 

８ 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。 

８ 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 

同左 
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会計処理方法の変更 

表示方法の変更 

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） 

           ――――― （固定資産の減損に係る会計基準）  

            当事業年度より「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。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

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） 

  未収入金は資産総額の1/100を超えたため、区分掲

記することとしました。なお、前期は流動資産のそ

の他に184,849千円含まれております。 

         ――――― 

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25,000千円増加

し、営業利益、経常利益が25,000千円減少し、税引

前当期純損失が、25,000千円増加しております。 

         ――――― 
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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 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。 

※１ 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。 

(債権)   

(1) 売掛金 1,807,065千円 

(2) 前払金 364,108 

(3) 未収入金 112,466 

(4) その他流動資産 1,747 

(債務)   

(1) 支払手形 815,670千円 

(2) 買掛金 713,588 

(3) 未払金 31,657 

(4) 未払費用 42,653 

(5) 設備支払手形 29,340 

(債権)   

(1) 売掛金 4,037,728千円 

(2) 前払金 291,190 

(3) 未収入金 94,314 

(4) その他流動資産 888 

(債務)   

(1) 支払手形 699,090千円 

(2) 買掛金 657,738 

(3) 未払金 11,308 

(4) 未払費用 37,859 

(5) 設備支払手形 55,050 

※２ 下記の資産により工場財団を組成し、下記債務金

額の担保に供しております。 

※２ 下記の資産により工場財団を組成し、下記債務金

額の担保に供しております。 

担保提供 

資産 

建物 2,088,745千円 

構築物 78,812千円 

機械及び装置 1,245,555千円 

土地 2,925,188千円 

合計 6,338,302千円 

債務金額 

長期借入金 

(１年以内返済長期借入

金1,990,200千円を含む) 

5,866,400千円 

合計 5,866,400千円 

担保提供 

資産 

建物 1,934,259千円 

構築物 68,606千円 

機械及び装置 1,006,639千円 

土地 2,925,188千円 

合計 5,934,694千円 

債務金額 

長期借入金 

(１年以内返済長期借入

金2,066,000千円を含む) 

5,333,400千円 

合計 5,333,400千円 

※３ ※３ 

会社が発行する株式 普通株式 42,400,000株 

発行済株式総数 普通株式 15,410,000株 

会社が発行する株式 普通株式 42,400,000株 

発行済株式総数 普通株式 19,410,000株 

※４ (自己株式の保有数) ※４ (自己株式の保有数) 

  普通株式 59,160株   普通株式 67,276株 
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（損益計算書関係） 

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) 

 ５ 保証債務 

(1) 関係会社等の銀行借入金 

 ５ 保証債務 

(1) 関係会社等の銀行借入金 

保証先   保証金額 

ニートン・オート・ 

プロダクツ 
  3,417,686千円 

㈱プロステック   720,921千円 

中山富拉司特工業有限公司   697,013千円 

ニホンプラストメヒカーナ   563,797千円 

韓国プラスト㈱   25,904千円 

保証先   保証金額 

ニートン・オート・ 

プロダクツ 
  2,134,835千円 

中山富拉司特工業有限公司   1,033,459千円 

 ㈱プロステック   544,630千円 

ニホンプラストタイランド   418,140千円 

韓国プラスト㈱   12,952千円 

(2) 関係会社のリース料債務 (2) 関係会社のリース料債務 

保証先   保証金額 

ニートン・オート・ 

プロダクツ 
  652,465千円 

保証先   保証金額 

ニートン・オート・ 

プロダクツ 
  699,905千円 

 ６ (配当制限) 

 有価証券の時価評価により、純資産額が1,629,969

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いま

す。 

 ６ (配当制限) 

 有価証券の時価評価により、純資産額が1,517,438

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いま

す。 

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が次のとおり含まれ

ております。 

受取配当金には関係会社からのものが、5,656千円

含まれております。 

※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1,424,551千円であります。 

 ※３ ゴルフ会員権評価損に含まれる引当金繰入額 

貸倒引当金繰入額 390千円

※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 

関係会社への売上高     17,507,723千円 

  

※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1,478,519千円であります。 

 ※３                ――――― 
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① リース取引 

    EDINETにより開示を行うため記載を省略しております。 

② 有価証券 

前事業年度(平成17年３月31日現在) 

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18年３月31日現在) 

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。 

③ 税効果会計 

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 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   

賞与引当金 342,366千円

未払費用 42,676千円

繰越欠損金 599,412千円

退職給付引当金 1,090,019千円

役員退職慰労引当金 110,215千円

投資有価証券評価損 80,522千円

ソフトウェア 36,979千円

未払事業税 9,952千円

有形固定資産 39,132千円

関係会社株式評価損 253,777千円

その他 83,652千円

小計 2,688,707千円

評価性引当額 △346,880千円

繰延税金資産合計 2,341,826千円

繰延税金負債との相殺 △1,194,366千円

繰延税金資産の純額 1,147,460千円

繰延税金負債  

資産買換差益積立金 46,126千円

固定資産圧縮積立金 61,734千円

その他有価証券評価差額金 1,078,070千円

その他 8,433千円

繰延税金負債合計 1,194,366千円

繰延税金資産との相殺 △1,194,366千円

繰延税金資産   

賞与引当金 361,076千円

未払費用 42,043千円

退職給付引当金 1,149,294千円

役員退職慰労引当金 127,575千円

投資有価証券評価損 80,522千円

ソフトウェア 32,226千円

未払事業税 43,791千円

有形固定資産 20,426千円

関係会社株式評価損 319,512千円

その他 57,371千円

小計 2,233,840千円

評価性引当額 △412,615千円

繰延税金資産合計 1,821,224千円

繰延税金負債との相殺 △1,015,566千円

繰延税金資産の純額 805,658千円

繰延税金負債  

資産買換差益積立金 46,126千円

固定資産圧縮積立金 61,734千円

その他有価証券評価差額金 901,180千円

その他 6,524千円

繰延税金負債合計 1,015,566千円

繰延税金資産との相殺 △1,015,566千円

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要な項目別の内訳 

税引前当期純損失を計上しているため、記載してお

りません。 

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要な項目別の内訳 

 法定実効税率            39.8％ 

 （調整） 

交際費等永久に損金に算入さ

れない項目 

0.6％

受取配当等永久に益金に算入

されない項目 

△0.4％

住民税均等割等 0.9％

評価性引当額 3.4％

試験研究費税額控除 △2.4％

その他 1.0％

税効果会計適用後の法人税等

の負担率 

42.9％
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（１株当たり情報） 

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） 

１株当たり純資産額 1,003円89銭

１株当たり当期純損失 64円23銭

１株当たり純資産額 959円 62銭

１株当たり当期純利益 55円 26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、潜在株式が存在し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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  

(１株当たり当期純損失の算定上の基礎) (１株当たり当期純利益の算定上の基礎) 

損益計算書上の当期純損失 986,468千円

普通株式に係る当期純損失 986,468千円

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。  

普通株式の期中平均株式数 15,356,327株

損益計算書上の当期純利益 1,076,253千円

普通株式に係る当期純利益 1,001,253千円

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 

  利益処分による取締役賞与金 75,000千円

普通株式の期中平均株式数 18,115,781株
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 （別 紙） 

   〔役員の異動〕（平成 18年 6月 29日予定） 
 
  １．新任監査役候補 
     非常勤監査役（社外監査役）    鈴 木   耐（現 本田技研工業㈱ 業務監査室 主幹） 
 
 
（参考）１．社内監査機能の強化の為、監査役を 1名増員致します。 
      この結果、監査役の総数は、常勤監査役 1名、非常勤監査役 3名の 4名体制となります。 
 
                                              以  上 
 

 
 




