
 

 

平成 １８ 年 ３月期   個別財務諸表の概要     平成１8 年５月 12 日 

 
上 場 会 社 名         フェニックス電機株式会社               上場取引所     東証第一部・JASDAQ 
コ ー ド 番 号           6927                                   本社所在都道府県  兵庫県 
（ＵＲＬ  http://www.phoenix-elec.co.jp ） 
代  表  者 役職名 代表取締役社長          氏名 田原廣哉 
問合せ先責任者 役職名 取締役管理本部長兼総務部部長   氏名 川坂陽一          
ＴＥＬ (０７９２)６４－５７１１ 
決算取締役会開催日  平成 18 年５月 12 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 24 日             定時株主総会開催日 平成 18 年６月 23 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 

 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 
17 年３月期 

10,531（   5.3）
10,004（  81.7）

2,564（   1.9）
2,515（  152.7）

2,653（    8.1）
2,455（   169.9）

 
 

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 
17 年３月期 

1,297（ △11.7） 
1,470（ 153.0） 

54  47 
63  37

－ 
－

15.0 
23.5

22.1 
26.6 

25.2 
24.5

(注) ①期中平均株式数 18 年３月期 22,806,900 株      17 年３月期 22,342,516 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 ％ ％

18 年３月期 
17 年３月期 

12 00
10 00

5 00 
2 50 

7 00
7 50

273 
228 

22.0 
15.5 

3.0 
2.8 

 (注)①平成16年11月19日付で、平成16年9月30日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された
株主の所有普通株式数１株につき３株の割合をもって分割しました。 
17 年 3 月中間期の１株当たり配当金は、期首に分割があったものとして 1株あたりの配当金額を記
載しています。 

②平成 18 年 3 月配当金の内訳 記念配当 2 円 00 銭 特別配当 ‐ 円 -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 
17 年３月期 

12,086 
11,903 

9,158 
8,161 

75.8 
68.6 

 399 14 
355 46 

(注) ①期末発行済株式数   18 年３月期  22,806,900 株 17 年３月期    22,806,900  株 
     ②期末自己株式数     18 年３月期       －株 17 年３月期        －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 
通   期 

4,797 
10,283 

903 
1,953 

536 
1,185 

5 00 
― 

― 
5 00 

― 
10 00

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期)  49 円 55 銭 

 

 

 

（注）上記業績予想は、現時点での入手可能な情報に基づいておりますが、実際の業績は様々な要因に

より、予想数値と異なる場合がございます。 
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1. 財務諸表等 

  財務諸表 

① 貸借対照表 

 

  
第29期 

(平成17年３月31日) 
第30期 

(平成18年３月31日) 
比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 

(資産の部)     

Ⅰ 流動資産     

１ 現金及び預金   2,154,383 2,458,734   304,351

２ 受取手形 ※1  206,880 97,221   △109,659

３ 売掛金 ※1  2,518,037 2,627,146   109,109

４ 商品   10,119 13,108   2,988

５ 製品   251,690 277,939   26,248

６ 原材料   637,165 566,347   △70,818

７ 仕掛品   543,579 321,551   △222,027

８ 貯蔵品   9,956 16,179   6,222

９ 前渡金   20,933 252   △20,680

10 前払費用   7,597 9,614   2,017

11 繰延税金資産   183,811 318,256   134,444

12 未収還付消費税等   238,264 41,875   △196,388

13 未収入金   ― 178,822   178,822

14 その他 ※1  18,125 12,976   △5,148

貸倒引当金   △1,114 ―   1,114

流動資産合計   6,799,431 57.1 6,940,027 57.4  140,595

Ⅱ 固定資産     

１ 有形固定資産     

(1) 建物 ※5  550,438 1,274,189   723,750

(2) 構築物 ※5  31,170 79,144   47,974

(3) 機械及び装置 ※2,5  1,743,413 2,296,213   552,800

(4) 車両及び運搬具 ※5  3,775 3,861   86

(5) 工具器具及び備品 ※5  106,427 116,192   9,765

(6) 土地 ※4  1,026,502 1,001,437   △25,064

(7) 建設仮勘定   1,364,598 10,817   △1,353,781

有形固定資産合計   4,826,325 40.5 4,781,856 39.6  △44,469
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第29期 

(平成17年３月31日) 
第30期 

(平成18年３月31日) 
比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 

２ 無形固定資産     

(1) ソフトウェア   4,943 5,943   1,000

(2) 電話加入権   
1,655 1,615   △40

(3) 水道施設利用権   
― 3,297   3,297

無形固定資産合計   6,598 0.1 10,857 0.1  4,258

３ 投資その他の資産     

(1) 投資有価証券   127,218 194,311   67,092

(2) 関係会社株式   35,367 35,367   ―

(3) 出資金   200 200   ―

(4) 関係会社長期貸付金   74,864 55,280   △19,584

(5) 破産債権、再生債権、 
  更生債権、その他 
  これらに準ずる債権 

  ― 1,000   1,000

(6) 長期前払費用   268 26,470   26,201

(7) 繰延税金資産   9,061 18,714   9,653

(8) その他   26,784 25,233   △1,550

貸倒引当金   △2,562 △2,629   △66

投資その他の資産合計   271,201 2.3 353,947 2.9  82,745

固定資産合計   5,104,126 42.9 5,146,660 42.6  42,534

資産合計   11,903,558 100.0 12,086,688 100.0  183,129
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第29期 

(平成17年３月31日) 
第30期 

(平成18年３月31日) 
比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 

(負債の部)     

Ⅰ 流動負債     

１ 支払手形   369,559 266,128   △103,430

２ 買掛金   168,341 359,566   191,225

３ １年以内返済予定 
  長期借入金 

  249,040 244,920   △4,120

４ 未払金   256,552 555,756   299,204

５ 割賦未払金 ※2  38,202 1,694   △36,507

６ 未払費用   60,567 63,625   3,058

７ 未払法人税等   982,000 538,000   △444,000

８ 前受金   578 ―   △578

９ 預り金   8,260 8,302   41

10 前受収益   737 737   ―

11 賞与引当金   221,491 224,538   3,046

12 設備購入支払手形   553,567 4,700   △548,867

13 その他   ― 12,823   12,823

流動負債合計   2,908,897 24.4 2,280,793 18.9  △628,104

Ⅱ 固定負債     

１ 長期借入金   748,920 504,000   △244,920

２ 長期割賦未払金 ※2  1,694 ―   △1,694

３ 役員退職慰労引当金   82,889 143,532   60,642

固定負債合計   833,503 7.0 647,532 5.4  △185,971

負債合計   3,742,401 31.4 2,928,325 24.2  △814,076

     

(資本の部)     

Ⅰ 資本金 ※3  2,133,177 17.9 2,133,177 17.6  ―

Ⅱ 資本剰余金     

資本準備金   2,563,867 2,563,867   ―

資本剰余金合計   2,563,867 21.5 2,563,867 21.2  ―

Ⅲ 利益剰余金     

１ 利益準備金   14,025 14,025   ―

２ 任意積立金     

(1) 別途積立金  1,800,000 1,800,000 2,800,000 2,800,000  1,000,000 1,000,000

３ 当期未処分利益   1,600,632 1,558,931   △41,700

利益剰余金合計   3,414,657 28.7 4,372,956 36.2  958,299

Ⅳ その他有価証券評価差額金 ※6  49,454 0.4 88,361 0.7  38,907

資本合計   8,161,156 68.6 9,158,362 75.8  997,206

負債資本合計   11,903,558 100.0 12,086,688 100.0  183,129
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② 損益計算書 

 

  
第29期 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第30期 
(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(千円) 
百分比
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 

Ⅰ 売上高     

１ 製品売上高  9,871,132 10,416,996  545,864 

２ 商品売上高  133,220 10,004,352 100.0 114,418 10,531,414 100.0 △18,802 527,061

Ⅱ 売上原価     

１ 商品・製品期首たな卸高  213,881 261,810  47,928 

２ 当期商品仕入高  93,687 85,122  △8,564 

３ 当期製品製造原価  6,196,759 6,355,304  158,545 

合計  6,504,328 6,702,237  197,909 

４ 商品・製品期末たな卸高  261,810 6,242,518 62.4 291,048 6,411,189 60.9 29,237 168,671

売上総利益   3,761,834 37.6 4,120,225 39.1  358,390

Ⅲ 販売費及び一般管理費     

１ 荷造・運搬費  84,173 97,027  12,854 

２ 広告宣伝費  15,477 13,787  △1,690 

３ 役員報酬  75,084 84,355  9,270 

４ 従業員給料及び賞与  264,487 296,913  32,426 

５ 退職給付費用  10,036 8,760  △1,275 

６ 役員退職慰労引当金繰入  18,084 20,833  2,749 

７ 福利厚生費  85,172 79,921  △5,250 

８ 賞与引当金繰入額  98,976 101,384  2,408 

９ 交際費  11,878 79,176  67,297 

10 旅費交通費  33,052 42,094  9,041 

11 通信費  6,836 13,996  7,159 

12 支払手数料  79,484 106,442  26,957 

13 減価償却費  21,901 67,718  45,817 

14 研究開発費 ※2 217,136 285,444  68,308 

15 賃借料  55,876 43,070  △12,806 

16 事務用品費  33,232 30,250  △2,982 

17 貸倒引当金繰入  160 ―  △160 

18 その他  135,363 1,246,415 12.5 184,655 1,555,832 14.8 49,292 309,416

営業利益   2,515,418 25.1 2,564,392 24.3  48,973

Ⅳ 営業外収益     

１ 受取利息 ※1 4,412 2,761  △1,651 

２ 受取配当金  1,293 841  △451 

４ 為替差益  ― 99,249  99,249 

５ 受取家賃 ※1 8,426 8,426  ― 

６ 雑収入  5,759 19,892 0.2 6,982 118,262 1.1 1,223 98,369

Ⅴ 営業外費用     

１ 支払利息  12,869 12,201  △668 

２ 為替差損  29,987 ―  △29,987 

３ 新株発行費  20,505 ―  △20,505 

４ コミットメントライン 
  関連手数料 

 6,500 5,149  △1,350 

５ 上場関連費用  7,834 12,000  4,166 

６ 雑損失  2,061 79,757 0.8 ― 29,351 0.3 △2,061 △50,406

経常利益   2,455,554 24.5 2,653,303 25.2  197,749
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第29期 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第30期 
(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(千円) 
百分比
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 

Ⅵ 特別利益     

１ 貸倒引当金戻入益  ― ― - 1,047 1,047 0.0 1,047 1,047

Ⅶ 特別損失     

１ 機械装置等除却損 ※3 1,467 3,165  1,698 

２ 減損損失 ※4 ― 25,064  25,064 

３ クレーム補償費用  ― 383,474  383,474 

４ 過年度退職慰労引当金繰入額  ― 1,467 0.0 39,809 451,515 4.3 39,809 450,047

税引前当期純利益   2,454,086 24.5 2,202,835 20.9  △251,250

法人税、住民税 
及び事業税 

 1,109,269 1,075,840  △33,429 

法人税等調整額  △125,426 983,842 9.8 △170,690 905,150 8.6 △45,262 △78,692

当期純利益   1,470,243 14.7 1,297,685 12.3  △172,558

前期繰越利益   187,405 375,280   187,874

中間配当金   57,017 114,034   57,017

当期未処分利益   1,600,632 1,558,931   △41,700
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製造原価明細書 

 

  
第29期 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

第30期 
(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(千円) 
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 

Ⅰ 材料費  3,609,960 55.9 3,373,791 55.0 △236,168

Ⅱ 労務費  1,712,498 26.5 1,403,083 22.9 △309,414

Ⅲ 経費 ※2 1,139,743 17.6 1,356,401 22.1 216,657

当期総製造費用  6,462,202 100.0 6,133,277 100.0 △328,925

期首仕掛品たな卸高  278,136 543,579  265,442

合計  6,740,339 6,676,856  △63,482

期末仕掛品たな卸高  543,579 321,551  △222,027

当期製品製造原価  6,196,759 6,355,304  158,545

   

 

 

第29期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第30期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 １ 原価計算の方法 

    原価計算の方法は、単純総合原価計算によって

います。 

 １ 原価計算の方法 

同左 

※２ 経費のうち、主な内訳は次のとおりです。 

外注加工費 338,864千円

減価償却費 378,453 

水道光熱費 80,490 

工場消耗品費 130,748 

燃料費 44,183 

修繕費 60,602 
 

※２ 経費のうち、主な内訳は次のとおりです。 

外注加工費 353,501千円

減価償却費 573,764 

水道光熱費 102,899 

工場消耗品費 101,869 

修繕費 57,469 

燃料費 32,990 
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③ 利益処分案 

 

  
第29期 

(平成17年６月27日) 
第30期 

(平成18年６月23日) 
比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 当期未処分利益  1,600,632 1,558,931  △41,700

Ⅱ 利益処分額   

１ 配当金  171,051 159,648 △11,403 

２ 役員賞与金  54,300 55,330 1,030 

(うち、監査役 
賞与金 ) 

 (5,430) (5,533) （103）

３ 任意積立金   

別途積立金  1,000,000 1,225,351 1,000,000 1,214,978 ― △10,373

Ⅲ 次期繰越利益  375,280 343,953  △31,326
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重要な会計方針 

 

項目 
第29期 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第30期 
(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) 子会社株式 

  移動平均法による原価法 

(1) 子会社株式 

同左 

 (2) 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、部分資本直

入法により処理し、売却原価は、

移動平均法により算定) 

(2) 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 

２ デリバティブの評価基準

及び評価方法 

 時価法によっています。 同左 

３ たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

 総平均法による原価法によっていま

す。 
同左 

４ 固定資産の減価償却の方

法 

(1) 有形固定資産 

  定率法によっています。 

  なお、耐用年数及び残存価格につ

いては、法人税法に規定する方法と

同一の基準によっています。 

  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、定額法によっています。

  なお、主な耐用年数は次の通りで

す。 

建物及び構築物 ８～38年

機械装置及び運搬具 ４～12年
 

(1) 有形固定資産 

 

 

同左 

 

 

 

 

なお、主な耐用年数は次の通りで

す。 

建物及び構築物 ７～38年

機械装置及び運搬具 ４～12年
 

 (2) 無形固定資産 

  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います。

(2) 無形固定資産 

 
 

同左 

 (3) 長期前払費用 

  均等償却によっています。 

(3) 長期前払費用 

同左 

５ 繰延資産の処理方法  支出時に全額費用として処理してい

ます。 

 なお、新株発行費は損益計算上、営

業外費用として計上しています。 

同左 

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、回収不能見込額を計上してい

ます。 

(1) 貸倒引当金 

 

同左 

  ａ 一般債権 

   貸倒実績率法によっています。 

 ａ 一般債権 

同左 

  ｂ 貸倒懸念債権及び破産更生債権 

財務内容評価法によっていま

す。 

 ｂ 貸倒懸念債権及び破産更生債

権 
 

同左 
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項目 
第29期 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第30期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (2) 賞与引当金 

  従業員に対して支給する賞与の支出

にあてるため、当期に負担すべき支給

見込額を計上しています。 

(2) 賞与引当金 

 

同左 

 (3) 役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支出に備えるた

め、役員退職慰労金規程に基づく期末

要支給額を計上しています。 

(3) 役員退職慰労引当金 

 

同左 

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

と認められてい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

っています。 

同左 

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、特例要件を

満たしているため、特例処理を採用し

ています。 

①ヘッジ会計の方法 

 

同左 

 ②ヘッジの手段と対象 

  ヘッジの手段   金利スワップ 

  ヘッジの対象   借入金の利息 

②ヘッジの手段と対象 

同左 

 ③ヘッジの方針 

  借入金の金利変動リスクを回避する

目的で、金利スワップ取引によりキャ

ッシュ・フローヘッジを行っています。

③ヘッジの方針 

同左 

 ④ヘッジ有効性評価の方法 

  以下の条件を満たす金利スワップを

締結しています。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

   Ⅰ 金利スワップの想定元本と長期

借入金の元本が一致している。

 

   Ⅱ 金利スワップと長期借入金の契

約期間及び満期が一致してい

る。 

 

   Ⅲ 長期借入金の変動金利のインデ

ックスと金利スワップで受払さ

れる変動金利のインデックス

が、ＴＩＢＯＲ＋０．４３％で

一致している。 

 

 

同左 

   Ⅳ 長期借入金と金利スワップの金

利改定条件が一致している。 

 

   Ⅴ 金利スワップの受払条件がスワ

ップ期間を通して一定である。

  よって、金利スワップは特例処理の

要件を満たしているので決算日におけ

る有効性の評価を省略しています。 

 

９ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項

(1) 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、税抜き方式によっています。 

(1) 消費税等の会計処理 

同左 
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(会計処理の変更) 

 

第29期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第30期 
(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25,064千円減少してお

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。 

 

(表示方法の変更) 

 
第29期 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第30期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

（貸借対照表） 

前事業年度まで、独立科目で記載していました未収入

金（当期末残高1,611千円）は、金額が僅少となったため、

流動資産の「その他」に含めて表示することに変更しま

した。 

（貸借対照表） 

前事業年度まで、流動資産の「その他」に含めて記載

していました未収入金について、総資産額の百分の一を

超え重要性が増した為、区分掲記することとしました。

なお、前事業年度の「未収入金」は1,611千円であります。

 

 

(追加情報) 

 
第29期 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第30期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

「地方税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」（平成16年２月13日 企業会計基準委員会

実務対応報告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い

ます。 

この結果、販売費及び一般管理費が29,041千円増加し、

営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が、同額減少

しています。 

―― 
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(貸借対照表関係) 

 

第29期 
(平成17年３月31日) 

第30期 
(平成18年３月31日) 

※１ 関係会社に係る注記 

   区分掲記されたもの以外で、関係会社に対する主

な資産は次のとおりです。 

受取手形及び売掛金 122,081千円

その他流動資産 14,506千円
 

※１ 関係会社に係る注記 

   区分掲記されたもの以外で、関係会社に対する主

な資産は次のとおりです。 

受取手形及び売掛金 80,979千円

その他流動資産 12,613千円
 

※２ 担保資産 

   担保に供している資産及び対応する債務は次のと

おりです。 

担保に供している資産 対応する債務 

科目 
金額 

(千円) 
科目 

金額 
(千円) 

機械及び装置 67,374 割賦未払金 38,202

  長期割賦未払金 1,694

計 67,374 計 39,896

  

※２ 担保資産 

   担保に供している資産及び対応する債務は次のと

おりです。 

担保に供している資産 対応する債務 

科目 
金額 

(千円) 
科目 

金額 
(千円) 

機械及び装置 25,757 割賦未払金 1,694

計 25,757 計 1,694

  

※３ 会社が発行する株式及び発行済株式の総数は次の

とおりです。 

会社が発行する株式数 普通株式 59,400,000株

発行済株式総数    普通株式 22,806,900株
 

※３ 会社が発行する株式及び発行済株式の総数は次の

とおりです。 

会社が発行する株式数 普通株式 59,400,000株

発行済株式総数      普通株式 22,806,900株
 

※４ 有形固定資産には休止固定資産が次の通り含まれ

ています。 

土地 46,484千円
 

―― 

※５ 有形固定資産の減価償却累計額 1,750,407千円
 

※５ 有形固定資産の減価償却累計額 2,413,591千円
 

※６ (配当制限) 

   商法施行規則第124条第３号に規定する金額は、

49,454千円です。 

※６ (配当制限) 

   商法施行規則第124条第３号に規定する金額は、

88,361千円です。 

 

 



 

12 

(損益計算書関係) 

 

第29期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第30期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、

次のとおりです。 

受取利息 3,343千円

受取家賃 8,426千円
 

※１ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、

次のとおりです。 

受取利息 2,656千円

受取家賃 8,426千円
 

※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、次のとおりです。 

一般管理費 217,136千円
 

※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、次のとおりです。 

一般管理費 285,444千円
 

※３ 機械装置等除却損の内訳は次のとおりです。 

機械及び装置除却損 1,427千円

車両及び運搬具除却損 12千円

工具器具及び備品除却損 27千円

計 1,467千円
 

※３ 機械装置等除却損の内訳は次のとおりです。 

機械及び装置除却損 1,001千円

構築物除却損 2,164千円

計 3,165千円
 

―― ※４ 減損損失 

当事業年度において、当社は、下記の遊休土地につい

て減損損失を計上しました。 

 

場所 兵庫県加西市 

用途 遊休（売却予定地） 

種類 土地 

金額 25,064千円 

従来、休止固定資産としていました上記土地は、将来

使用する見込みがなくなったことから売却予定地とし

ましたが、地価が著しく下落しているため、減損損失を

認識いたしました。 

なお、当該土地の回収可能価額は正味売却価額により

測定しており、不動産鑑定士からの不動産鑑定評価額に

基づいて評価しております。 
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(リース取引関係) 

 

第29期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第30期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３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 

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 

  工具器具及び備品

取得価額相当額  53,078千円

減価償却累計額相当額  53,078千円

期末残高相当額  －千円
   

 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 

  該当事項はありません。 

② 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 －千円

１年超 －千円

合計 －千円
 

 

③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

支払リース料 8,631千円

減価償却費相当額 7,961千円

支払利息相当額 90千円
 

 

④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

  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

定額法を採用しています。 

 

  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との

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います。 

 

 

(有価証券関係) 

 

第29期 
(平成17年３月31日) 

第30期 
(平成18年３月31日) 

子会社株式で時価のあるものはありません。 同左 
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(税効果会計関係) 

 

第29期 
(平成17年３月31日) 

第30期 
(平成18年３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) 

 賞与引当金繰入額損金否認 89,925千円

 役員退職慰労引当金繰入額 
損金否認 

33,653千円

 未払事業税否認 76,291千円

 未払事業所税否認 5,507千円

 その他 21,298千円

 繰延税金負債との相殺 △33,802千円

繰延税金資産合計 192,873千円
  

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) 

クレーム補償費用否認 

 減損損失否認 

役員退職慰労引当金繰入額 

損金否認 

155,690千円

10,176千円

58,274千円

 賞与引当金繰入額損金否認 91,162千円

 未払事業税否認 43,859千円

 未払事業所税否認 6,944千円

 その他 

繰延税金負債との相殺 

31,257千円

△60,395千円

繰延税金資産合計 

 
336,970千円

 
  平成17年３月31日現在の繰延税金資産の純額は、貸

借対照表の以下の項目に含まれています。 

流動資産―繰延税金資産 183,811千円

固定資産―繰延税金資産 9,061千円
 

  平成18年３月31日現在の繰延税金資産の純額は、貸

借対照表の以下の項目に含まれています。 

流動資産―繰延税金資産 318,256千円

固定資産―繰延税金資産 18,714千円
 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳 

法定実効税率 40.6％

 

 交際費等永久に損金に算入 
 されない項目 

0.2％

 住民税均等割等 0.2％

 試験研究費減税に伴う税額軽減 △0.9％

税効果会計適用後の法人税等の 
負担率 

40.1％

  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳 

法定実効税率 40.6％

 

 交際費等永久に損金に算入 
 されない項目 

1.5％

 住民税均等割等 0.2％

 試験研究費減税に伴う税額軽減 

 その他 

△1.4％

0.2％

税効果会計適用後の法人税等の 
負担率 

41.1％
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(１株当たり情報) 

 

項目 
第29期 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第30期 
(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 355円46銭 399円14銭 

１株当たり当期純利益 63円37銭 54円47銭 

  なお、潜在株式調整後の１株当た

り当期純利益については、潜在株式

が存在していないため記載していま

せん。 

 当社は、平成16年11月19日付けで

普通株式１株に対し普通株式３株の

割合で株式分割を行いました。 

 前期首に当該株式分割が行われた

と仮定した場合における(１株当た

り情報)の各数値は以下のとおりで

す。 

 １株当たり純資産額 202円87銭 

 １株当たり当期純利益 26円27銭 

 同左 

 

 

 

―― 

(注) １株当たり当期純利益の算定上の基礎は以下のとおりです。 

 
第29期 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第30期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 1,470,243 1,297,685 

普通株主に帰属しない金額（千円） 54,300 55,330 

（うち利益処分による役員賞与金） (54,300) (55,330) 

普通株式に係る当期純利益（千円） 1,415,943 1,242,355 

期中平均株式数（株） 22,342,516 22,806,900 

（注）当社は、平成 16 年５月 28 日開催の取締役会決議に基づき、平成 16 年 11 月 19 日付けで、同年９月 30 日の株

主名簿及び実質株主名簿に記載されている株主の所有普通株式１株につき３株の割合をもって株式分割を行

いました。前事業年度の１株当たり当期純利益は、前期期首に株式分割が行われたものとして計算しています。 

 

 

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 
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２. 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 

  ①退任予定取締役 

    取締役相談役 中村 雅哉 

    取締役    本間浩一郎 

  ②新任監査役候補 

    監査役    四宮 章夫（弁護士） 

  ③退任予定監査役 

    監査役    原田 弘章 

（注）新任監査役候補者四宮章夫氏は会社法第２条第 16 号に定める社外監査役であります。 

 

 


