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平成18年３月期   個別財務諸表の概要         平成18年５月１５日 

会 社 名  ニッポ電機株式会社          上場取引所    ＪＡＳＤＡＱ 

コ ー ド 番 号  ６６５７               本社所在都道府県 神奈川県 

（ＵＲＬ http://www.nippo-web.com） 
代  表  者 役  職  名 代表取締役社長 
        氏    名 加藤 勇 
問い合わせ先 責任者役職名 執行役員管理部長 

        氏    名 加藤 重隆    ＴＥＬ（0463）22－1946     

決算取締役会開催日  平成18年５月15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26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 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示してあります。 

 売上高 営業利益 経常利益 

 

18年３月期 

17年３月期 

百万円   ％

8,283（ 4.9）

7,896（ 6.8）

百万円   ％

685（ 20.5）

569（ 24.8）

百万円   ％

586（ 16.4）

503（ 28.0）

 

 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

 

18年３月期 

17年３月期 

百万円   ％ 

336（ 57.4） 

213（△17.1） 

円  銭

   66   62 

  458   33 

円  銭

    －  － 

－  － 

％

13.7

11.7

％ 

8.1 

7.7 

％

7.1

6.4

(注)①期中平均株式数      18年３月期  5,045,333株   17年３月期  465,950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 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示してあります。 

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 

 

18年３月期 

17年３月期 

円  銭

     12   50

    100   00

円  銭 

－  － 

－  － 

円  銭

     12   50

    100   00

百万円

74

49

％ 

18.8 

21.8 

％

2.5

2.5

(注)18年３月期期末配当金の内訳 普通配当10円00銭 記念配当２円50銭 

(3) 財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示してあります。 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

 

18年３月期 

17年３月期 

百万円 

7,756 

6,770 

百万円

2,934

1,968

％ 

37.8 

29.1 

円   銭

        492     12

      3,966     56

(注)①期末発行済株式数   18年３月期   5,962,000株   17年３月期  496,200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  

 

中間期 

通 期 

百万円 

4,182 

8,500 

百万円

333

764

百万円

190

435

円 銭

―――

――― 

円 銭 

――― 

12 50 

円 銭

――― 

12 50 

（参考）１株当たり予想当期純利益(通期)  72円96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及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本

資料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる可能

性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につきましては、添

付資料の7ページを参照して下さい。 
 



 

７．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  432,575 1,000,244   

２．受取手形  873,042 1,066,122   

３．売掛金  1,194,157 1,461,208   

４．製品   679,884 710,416   

５．原材料  76,249 80,091   

６．仕掛品  26,236 34,565   

７．貯蔵品  1,635 31   

８．前払費用  54,898 41,028   

９．繰延税金資産  75,209 94,863   

10．関係会社短期貸付金  500,000 400,000   

11．未収入金  54,944 129,427   

12．その他  4,776 2,856   

   貸倒引当金  △9,324 △4,616   

流動資産合計  3,964,285 58.6 5,016,240 64.7   1,051,954
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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） 

Ⅱ 固定資産     

１．有形固定資産     

(1)建物 ※１ 1,190,904 1,202,944    

減価償却累計額  548,671 642,232 590,169 612,775   

(2)構築物 ※１ 48,938 49,288    

減価償却累計額  41,438 7,500 42,903 6,385   

(3)機械装置 ※１ 1,768,155 1,782,930    

減価償却累計額  1,256,698 511,457 1,390,972 391,957   

(4)車輌運搬具  1,410 1,410    

減価償却累計額  1,339 70 1,339 70   

(5)工具器具備品 ※１ 500,203 523,074    

減価償却累計額  407,083 93,119 428,023 95,051   

(6)土地 ※１ 643,862 643,862   

(7)建設仮勘定  551 －    

有形固定資産合計  1,898,794 28.0 1,750,102 22.5 △148,691 

２．無形固定資産     

(1)借地権 ※１ 177,000 177,000   

(2)電話加入権  5,175 5,175   

(3)ソフトウェア  3,165 2,515   

無形固定資産合計  185,341 2.7 184,690 2.4     △650 
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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） 

３．投資その他の資産     

(1)投資有価証券  151,298 282,052   

(2)関係会社株式  192,328 192,328   

(3)破産更生債権等  9,169 8,377   

(4)繰延税金資産  321,632 255,054   

(5)その他  63,341 81,841   

  貸倒引当金  △15,849 △13,957   

投資その他の資産合計  721,920 10.7 805,697 10.4    83,776 

固定資産合計  2,806,056 41.4 2,740,490 35.3  △65,566 

資産合計  6,770,342 100.0 7,756,730 100.0   986,388 
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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 ※３ 840,366 756,298   

２．買掛金 ※３ 237,708 428,605   

３．短期借入金  1,854,000 1,800,000   

４．１年以内返済予定の 
長期借入金 

※１ 110,008 204,409   

５．未払金  83,483 82,992   

６．未払費用  215,060 249,755   

７．未払法人税等  67,095 173,373   

８．未払消費税等  33,647 28,241   

９. 前受金  2,238 1,633   

10．預り金  17,662 12,535   

11．預り取引保証金  178,434 182,731   

12．設備支払手形  19,939 9,380   

流動負債合計  3,659,644 54.0 3,929,954 50.7   270,310 

Ⅱ 固定負債     

１．長期借入金 ※１ 315,162 110,753   

２．退職給付引当金  790,791 742,789   

３．役員退職慰労引当金  36,534 39,191   

固定負債合計  1,142,487 16.9 892,733 11.5 △249,754 

負債合計  4,802,132 70.9 4,822,688 62.2    20,555 
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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） 

（資本の部）     

Ⅰ 資本金 ※２ 272,850 4.0 527,850 6.8   255,000 

Ⅱ 資本剰余金     

１．資本準備金  57,050 408,500    

資本剰余金合計  57,050 0.9 408,500 5.3   351,450 

Ⅲ 利益剰余金     

１．利益準備金  19,974 24,936    

２．任意積立金     

(1)別途積立金  600,000 600,000    

３．当期未処分利益  997,895 1,279,464    

利益剰余金合計  1,617,869 23.9 1,904,400 24.5   286,530 

Ⅳ その他有価証券評価差額 
金 

 20,440 0.3 93,292 1.2    72,851 

資本合計  1,968,209 29.1 2,934,042 37.8   965,832 

負債・資本合計  6,770,342 100.0 7,756,730 100.0   986,388 

     

- 45 - 



 

（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  7,896,088 100.0 8,283,467 100.0  387,379

Ⅱ 売上原価     

１．製品期首たな卸高  570,422 679,884    

２．当期製品製造原価  5,049,829 5,288,035    

   合計  5,620,252 5,967,919    

３．他勘定振替高 ※２ 40,956 58,856    

４．製品期末たな卸高  679,884 4,899,411 62.0 710,416 5,198,646 62.8  299,234

売上総利益  2,996,676 38.0 3,084,821 37.2   88,144

Ⅲ 販売費及び一般管理費 
※1、3、
4 

2,427,460 30.8 2,398,930 28.9 △28,530

営業利益  569,216 7.2 685,891 8.3  116,674

Ⅳ 営業外収益     

１．受取利息 ※１ 2,030 5,010    

２．受取配当金  1,668 1,895    

３．受取賃貸料 ※１ 1,331 1,171    

４．業務受託料 ※１ 3,600 3,600    

５．団体生命保険配当金  2,881 2,534    

６．その他  1,257 12,768 0.2 970 15,180 0.2    2,411

Ⅴ 営業外費用     

１．支払利息  26,239 24,194    

２. 売上割引  46,682 51,154    

３.上場関連費用  － 13,323    

４．その他  5,221 78,142 1.0 25,945 114,619 1.4   36,476

経常利益  503,842 6.4 586,452 7.1   82,610
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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） 

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）

Ⅵ 特別利益     

１．厚生年金基金代行返上 
益 

 11,933 －    

２. 貸倒引当金戻入益  365 12,298 0.1 5,120 5,120 0.0   △7,177

Ⅶ 特別損失     

１．退職給付会計基準変更時差
異償却 

 117,244 －    

２．ゴルフ会員権評価損  7,000 －    

３．固定資産除却損 ※５ 155 1,777    

４. 貸倒引当金繰入額  1,100 125,499 1.6 － 1,777 0.0 △123,722

税引前当期純利益  390,641 4.9 589,795 7.1   199,154

法人税、住民税及び事業税  175,184 255,288    

法人税等調整額  1,895 177,079 2.2 △1,642 253,645 3.0    76,565

当期純利益  213,561 2.7 336,150 4.1   122,589

前期繰越利益  784,334 943,313    158,979

当期未処分利益  997,895 1,279,464    281,568
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製造原価明細書 

  
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） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

増減 
（千円）

Ⅰ 材料費  4,158,057 80.9 4,587,656 82.4  429,598

Ⅱ 労務費  584,570 11.4 591,256 10.6    6,686

Ⅲ 経費  395,306 7.7 391,555 7.0  △3,750

当期総製造費用  5,137,933 100.0 5,570,468 100.0  432,534

期首仕掛品たな卸高  49,612  26,236   

合計  5,187,546  5,596,705   

期末仕掛品たな卸高  26,236  34,565   

他勘定振替高  111,479  274,104   

当期製品製造原価  5,049,829  5,288,035   238,205

  原価計算の方法 原価計算の方法 

  

 原価計算の方法は、組別

総合原価計算を採用しており

ます。なお、製品の受払いは、

標準原価にて行い、原価差額

は期末において売上原価及び

製品に配賦しております。 

同左 

（注）※１. 材料費には、以下のものが含まれております。 

 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） 

 
関係会社からの材料仕入高 
（千円） 

2,579,951 2,777,016 

 外注ランプ仕入高（千円） 141,708 144,743 

 買入部品（千円） 345,787 333,305 

※２．主な内訳は次のとおりであります。 

 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） 

 減価償却費（千円） 173,309 166,816 

 補助材料費（千円） 71,084 77,386 

※３．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 

 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） 

 有償支給品（千円） 109,386 273,641 

 その他（千円） 2,093 463 

 合計（千円） 111,479 274,104 
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（３）利益処分案 

  
前事業年度 

（平成17年３月期） 
当事業年度 

（平成18年３月期） 
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   997,895  1,279,464 281,568

Ⅱ 利益処分額      

１．配当金  49,620  74,525  

２．役員賞与金  －  5,500  

３．利益準備金  4,962  －  

４．社会貢献活動積立金  － 54,582 1,600 81,625 27,043

Ⅲ 次期繰越利益   943,313  1,197,839 254,525
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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）子会社株式及び関連会社株式 (1）子会社株式及び関連会社株式 １．有価証券の評価基準及び評

価方法 移動平均法による原価法を採用してお

ります。 

同左 

 

 (2）その他有価証券 (2）その他有価証券 

 時価のあるもの 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）を採用しております。 

同左 

 時価のないもの 時価のないもの 

 移動平均法による原価法を採用して

おります。 

同左 

製品・仕掛品・原材料・貯蔵品 製品・仕掛品・原材料・貯蔵品 ２．たな卸資産の評価基準及び

評価方法 月次総平均法による原価法を採用し

ております。 

同左 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 ３．固定資産の減価償却の方法 

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。 

同左 

 

 建物    ：３～38年 

構築物   ：８～15年 

機械装置  ：５～８年 

車輌運搬具 ：４年 

工具器具備品：２～10年 

 

(2）無形固定資産 (2）無形固定資産  

 

 

 

ソフトウェア：社内における見込利用可

能期間（５年）に基づく定額法によって

おります。 

同左 

 

 

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。 
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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） 

５．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (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 

 

 (2）退職給付引当金 (2）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

産の見込額に基づき、計上しております。

なお、会計基準変更時差異（932,220千

円）については、５年による按分額を費用

処理しております。 

過去勤務債務は、その発生時における従

業員の平均残存勤務期間以内の一定年数

（10年）による定額法により費用処理を行

っております。 

数理計算上の差異は、各事業年度の発生

時における従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（10年）による定額法によ

り按分した額をそれぞれ発生の翌事業年

度から費用処理することとしております。

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

産の見込額に基づき、計上しております。

過去勤務債務は、その発生時における従

業員の平均残存勤務期間以内の一定年数

（10年）による定額法により費用処理を行

っております。 

数理計算上の差異は、各事業年度の発生

時における従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（10年）による定額法によ

り按分した額をそれぞれ発生の翌事業年

度から費用処理することとしております。

 （追加情報） （会計方針の変更） 

 当社は、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16年３月31日に厚生労働大臣から過去

分返上の認可を受け、平成16年９月９日に

国に返還額（最低責任準備金）の納付を行

いました。 

当事業年度における損益に与えている

影響額は、特別利益として11,933千円計上

しております。 

当事業年度より「「退職給付に係る会計

基準」の一部改正」（企業会計基準第３号

平成17年３月16日）及び「「退職給付に係

る会計基準」の一部改正に関する適用指

針」（企業会計基準適用指針第７号 平成

17年３月16日）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。 

 (3）役員退職慰労引当金 (3）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給に備えるため、

内規に基づく期末要支給額を計上してお

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） 

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。 

同左 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 ７．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。 

同左 

 （追加情報） ＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 「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9,505

千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前

当期純利益が、9,505千円減少しております。

 

 

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） 

＿＿＿＿＿＿＿＿ （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」（企業会計基準適用指針第６号 平成15年10月

31日）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。 
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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．担保資産及び担保付債務 ※１．担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は次のとおりであります。  担保に供している資産は次のとおりであります。 
 

建物 636,251千円

構築物 3,480 

機械装置 134,672 

工具器具備品 3,298 

土地 539,004 

借地権 177,000 

計 1,493,707 
  

 
建物 601,116千円

構築物 2,658 

機械装置 59,652 

工具器具備品 3,298 

土地 539,004 

借地権 177,000 

計 1,382,729 
  

 担保付債務は次のとおりであります。  担保付債務は次のとおりであります。 
 

１年以内返済予定の長期借入金 110,008千円

長期借入金 285,162 

計 395,170 
  

 
１年以内返済予定の長期借入金 174,409千円

長期借入金 110,753 

計 285,162 
  

（注）なお、上記の固定資産については、工場財団抵当に供

しております。 

（注）なお、上記の固定資産については、工場財団抵当に供

しております。 

※２．授権株式数及び発行済株式総数 ※２．授権株式数及び発行済株式総数 
 

授権株式数 普通株式 1,600,000株 

発行済株式総数 普通株式 496,200株 
  

 
授権株式数 普通株式 16,000,000株 

発行済株式総数 普通株式 5,962,000株 
  

※３. 関係会社項目 ※３. 関係会社項目 

 関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたも

ののほかに次のものがあります。 

 関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたも

ののほかに次のものがあります。 
 
流動負債 

支 4払手形 91,803千円 

買 82掛金 ,209 
  

 
流動負債 

支 3払手形 99,132千円 

買 19掛金 8,762 
  

 ４．受取手形割引高             141,478千円  

 ５．配当制限  ４．配当制限 

 商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価を付

したことにより増加した純資産額は20,440千円でありま

す。 

 商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価を付

したことにより増加した純資産額は93,292千円でありま

す。 

 ６．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行６

行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づ

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。 

 ５．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行６

行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づ

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。 
 

当座貸越極度額 2,260,000千円

借入実行残高 1,784,000千円

差引額 476,000千円
  

 
当座貸越極度額 2,240,000千円

借入実行残高 1,800,000千円

差引額 440,000千円
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（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が次のとおり含まれており

ます。 

※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。 
 

販売費及び一般管理費 21,262千円 

営業外収益  

受取利息 1,999 

業務受託料 3,600 

受取賃貸料 833 
  

 
販売費及び一般管理費 14,310千円 

営業外収益  

受取利息 4,999 

業務受託料 3,600 

受取賃貸料 833 
  

※２．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 ※２．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 
 

内   訳 金 額 

販売費及び一般管理費 40,887千円 

その他 69 

計 40,956 
  

 
内   訳 金 額 

販売費及び一般管理費 27,653千円 

長期在庫品処分 

その他 

10,581 

20,621 

計 58,856 
  

 

※３．販売費に属する費用のおおよその割合は67％、一般管

理費に属する費用のおおよその割合は33％であります。

 

※３．販売費に属する費用のおおよその割合は68％、一般管理

費に属する費用のおおよその割合は32％であります。 

主要な費目及び金額は次のとおりであります。 主要な費目及び金額は次のとおりであります。 
 

費   目 金 額 

給与 751,740千円 

従業員賞与 268,154 

役員退職慰労引当金繰入額 11,393 

貸倒引当金繰入額 5,840 

退職給付引当金繰入額 135,073 

法定福利費 130,259 

減価償却費 41,294 

運送費 229,331 
  

 
費   目 金 額 

給与 759,695千円 

従業員賞与 267,608 

役員退職慰労引当金繰入額 11,657 

貸倒引当金繰入額 81 

退職給付引当金繰入額 109,428 

法定福利費 133,155 

減価償却費 38,848 

運送費 

業務委託費 

232,129 

135,363 
  

※４．研究開発費の総額 ※４．研究開発費の総額 

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費は

207,451千円であります。 

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費は

233,865千円であります。 

※５．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※５．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 
 

内   訳 金 額 

機械装置 

工具器具備品 

102千円 

53   

計 155   
  

 
内   訳 金 額 

建物 

機械装置 

工具器具備品 

992千円 

10   

773   

計 1,777   
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① リース取引関係 

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） 

（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 

（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 

(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
当
（

減
計
（ （

得価額相
額 
千円） 

価償却累
額相当額
千円） 

期
当
末残高相
額 
千円） 

工 1 9 8具器具備品 80,399 5,897 4,502

  

 

 
取
当
（

減
計
（ （

得価額相
額 
千円） 

価償却累
額相当額
千円） 

期
当
末残高相
額 
千円） 

工 1 7 9具器具備品 70,112 2,687 7,424

  
（注）取得価額相当額は、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。 

（注） 同左 

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額 
 

１年内 26,580千円

１年超 57,922千円

合計 84,502千円
  

 
１年内 34,494千円

１年超 62,929千円

合計 97,424千円
  

（注）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。 

（注） 同左 

(3）支払リース料、減価償却費相当額 (3）支払リース料、減価償却費相当額 
 

支払リース料 29,296千円

減価償却費相当額 29,296千円
  

 
支払リース料 29,138千円

減価償却費相当額 29,138千円
  

(4）減価償却費相当額の算定方法 (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 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）における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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③ 税効果会計関係 

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．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              （千円） 繰延税金資産              （千円） 
 
貸倒引当金損金算入限度超過額 1,852

未払賞与否認 58,790

未払事業税否認 5,577

退職給付引当金超過額 316,133

役員退職慰労引当金損金算入限度超過額 14,613

ゴルフ会員権評価損否認 3,632

その他 9,871

繰延税金資産合計 410,469
  

 
貸倒引当金損金算入限度超過額 1,253

未払賞与否認 70,567

未払事業税否認 14,238

退職給付引当金超過額 297,115

役員退職慰労引当金損金算入限度超過額 15,676

ゴルフ会員権評価損否認 3,632

その他 9,628

繰延税金資産合計 412,112
  

繰延税金負債             繰延税金負債             
 
その他有価証券評価差額金 △ 13,627

繰延税金負債合計 △ 13,627

繰延税金資産の純額 396,842
  

 
その他有価証券評価差額金 △62,194

繰延税金負債合計 △62,194

繰延税金資産の純額 349,917
  

 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

ております。 

 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

ております。 

                   （千円）                    （千円）
  
流動資産－繰延税金資産 75,209

固定資産－繰延税金資産 321,632
  

  
流動資産－繰延税金資産 94,863

固定資産－繰延税金資産 255,054
   

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 

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                  40.0％ 法定実効税率                 40.0％
 
（調整） 

交際費等 3.8％

役員賞与 0.7％

住民税均等割 0.7％

その他  0.1％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 45.3％
  

 
（調整） 

交際費等 2.1％

役員賞与 0.1％

住民税均等割 0.5％

その他 0.3％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.0％
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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 3,966.56円

１株当たり当期純利益金額 458.33円

  

 

１株当たり純資産額 492.12円

１株当たり当期純利益金額 66.62円

  
 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。 

  当社は、平成17年８月11日付で株式１株につき10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前

事業年度における１株当たり情報については、以下のとおりと

なります。 

 
 

１株当たり純資産額 396.65円

１株当たり当期純利益金額 45.83円

  
  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、

記載しておりません。 

（注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
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) 

当期純利益（千円） 213,561 336,150 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純利益（千円） 213,561 336,150 

期中平均株式数（株） 465,950 5,045,333 
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（重要な後発事象） 

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） 

 平成17年７月13日開催の当社取締役会の決議に基づき、次の

ように株式分割による新株式を発行しております。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

１. 平成17年８月11日付をもって普通株式１株につき10株に分

割します。 

 

(1）分割により増加する株式数 

普通株式  4,465,800株 

 

(2）分割方法 

 平成17年８月11日最終の株主名簿に記載された株主の

所有株式数を、１株につき10株の割合をもって分割しま

す。 

 

２. 配当起算日 

平成17年４月１日 

 

 当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前事業

年度における１株当たり情報及び当期首に行われたと仮定し

た場合の当事業年度における１株当たり情報は、それぞれ以

下のとおりとなります。 

前事業年度 当事業年度 

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 

364.89円 396.65円

１株当たり当期純利益金額 １株当たり当期純利益金額

63.59円 45.83円

 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。 
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８．役員の異動（平成18年６月23日付） 

１．代表者及び代表取締役の異動 

   該当事項はありません。 

 

２．新任取締役候補 

   取締役専務執行役員管理本部長 金子 弘 （現 非常勤監査役、大日本塗料株式会社常勤監査役） 

   取締役（非常勤）       瀬古 宜範（現 大日本塗料株式会社取締役常務執行役員管理本部長） 

                                            

３．新任監査役候補 

   社外監査役（非常勤） 上谷 貢 （現 大日本塗料株式会社取締役常務執行役員一般塗料部門長） 

 

４．退任予定取締役 

   豊松 正文      （現 取締役（非常勤）） 

 

５．退任予定監査役 

   金子 弘       （現 非常勤監査役、大日本塗料株式会社常勤監査役） 

 

６．昇格予定取締役 

   該当事項はありません。 

 

７．役職の異動 

   取締役専務執行役員技術生産本部長 上原 健二（現 取締役常務執行役員技術生産本部長） 

 

 

- 59 - 


