
 

 
平成18年３月期 個別財務諸表の概要 平成18年５月15日 

上場会社名 みらかホールディングス株式会社 上場取引所 東

コード番号 4544 本社所在都道府県 東京都

(URL　http://www.miraca-holdings.co.jp)

代　　表　　者　役職名 取締役 代表執行役社長 氏名　鈴木　博正

問合せ先責任者　役職名 執行役 氏名　工藤　志郎 ＴＥＬ（０３）５９０９－３３３７

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７日 定時株主総会開催日 平成18年６月27日

単元株制度採用の有無 有（１単元100株）   

１．平成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おります。

営業収益 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年３月期 7,600 － 2,031 － 2,177 －

17年３月期 5,755 － 406 － 684 －

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 1,816 － 30 62 30 12 4.4 4.1 28.7

17年３月期 228 － 5 06 4 69 0.8 1.2 11.9

（注）①期中平均株式数 18年３月期 59,340,472株 17年３月期 44,144,679株

②会計処理の方法の変更 無

③決算期変更により、17年３月期は３ヶ月決算となったため、18年３月期・17年３月期いずれも売上高、営業利　
　益、経常利益、当期純利益の対前期増減率は記載しておりません。

(2）配当状況                              　　　　  (注)記載金額は、百万円未満を切捨てて表示しております。  

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 28 00 10 00 18 00 1,671 91.4 3.3

17年３月期 4 00  － 4 00 181 79.1 0.6

(3）財政状態　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(注)記載金額は、百万円未満を切捨てて表示しております。  

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年３月期 51,336 50,812 99.0 849 22

17年３月期 55,301 31,303 56.6 687 98

（注）期末発行済株式数 18年３月期 59,833,540株 17年３月期 45,494,339株

期末自己株式数 18年３月期 532,539株 17年３月期 2,310,908株

２．平成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）  

営業収益 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 1,400 1,000 1,000 16 00 － －

通　期 2,900 2,200 2,200 　－ 16 00 32 00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　 36円77銭
（注）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おります。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果と
なる可能性があります。業績予測の前提となる仮定及び業績予測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。
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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）
対前年度
 比較

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

資産の部         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   2,205   1,425  △779

２．受取手形   3,720   －  △3,720

３．売掛金 ※３  3,790   65  △3,725

４．有価証券   191   －  △191

５．商品   794   －  △794

６．製品   662   －  △662

７．原材料   535   －  △535

８．仕掛品   1,612   －  △1,612

９．貯蔵品   132   0  △131

10．前渡金   93   －  △93

11．未収入金 ※３  137   349  211

12．前払費用   47   13  △33

13．関係会社短期貸付金   40   －  △40

14．繰延税金資産   260   2  △258

15．その他   40   －  △40

流動資産合計   14,265 25.8  1,857 3.6 △12,407
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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）
対前年度
 比較

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産 ※１        

(1）建物  9,812   31    

減価償却累計額  6,204 3,607  3 27  △3,580

(2）構築物  461   －    

減価償却累計額  356 104  － －  △104

(3）機械及び装置  6,899   －    

減価償却累計額  5,441 1,457  － －  △1,457

(4）車両運搬具  5   －    

減価償却累計額  5 0  － －  　　　△0

(5）工具器具及び備品  7,004   25    

減価償却累計額  5,206 1,797  6 19  △1,778

(6）土地   1,494   －  △1,494

(7）建設仮勘定   294   －  △294

有形固定資産合計   8,756 (15.8)  46 (0.1) △8,709

２．無形固定資産         

(1）特許権   252   －  △252

(2）商標権   2   －  △2

(3）ソフトウェア   377   13  △364

(4）ソフトウェア仮勘定   811   －  △811

(5）その他   133   －  △133

無形固定資産合計   1,577 (2.9)  13 (0.0) △1,564
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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）
対前年度
 比較

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

３．投資その他の資産         

(1）投資有価証券   1,725   －  △1,725

(2）関係会社株式   27,678   49,382  21,703

(3）出資金   2   －  △2

(4）従業員長期貸付金   0   －  △0

(5）関係会社長期貸付金   60   －  △60

(6）長期前払費用   40   －  △40

(7）保証金   115   －  △115

(8）保険積立金   95   －  △95

(9）繰延税金資産   1,355   －  △1,355

(10）その他   27   36  8

(11）投資損失引当金   △399   －  399

投資その他の資産合計   30,702 (55.5)  49,419 (96.3) 18,716

固定資産合計   41,036 74.2  49,478 96.4 8,442

資産合計   55,301 100.0  51,336 100.0 △3,965

         

－ 47 －



  
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）
対前年度
 比較

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

負債の部         

Ⅰ　流動負債         

１．支払手形 ※３  508   －  △508

２．買掛金 ※３  1,171   －  △1,171

３．１年内償還予定の転換
社債 

  －   403  403

４．短期借入金   5,640   －  △5,640

５．１年内返済予定の長期
借入金

※１  864   －  △864

６．未払金 ※３  847   24  △823

７．未払費用 ※３  982   94  △888

８．未払法人税等   84   －  △84

９．未払消費税等   80   －  △80

10．前受金 ※３  5   －  △5

11．預り金 ※３  680   0  △680

12．賞与引当金   570   －  △570

13．設備関係支払手形   64   －  △64

14．その他 ※３  45   2  △42

流動負債合計   11,545 20.9  524 1.0 △11,020

Ⅱ　固定負債         

１．転換社債   1,991   －  △1,991

２．長期借入金 ※１  6,615   －  △6,615

３．退職給付引当金   3,360   －  △3,360

４．役員退職慰労引当金   83   －  △83

５．預り保証金   402   －  △402

固定負債合計   12,452 22.5  － － △12,452

負債合計   23,997 43.4  524 1.0 △23,473
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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）
対前年度
 比較

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

資本の部         

Ⅰ　資本金 ※２  6,329 11.4  7,300 14.2 971

Ⅱ　資本剰余金         

　１．資本準備金  7,727   23,022   15,295

２．その他資本剰余金         

自己株式処分差益  0   －   △0

資本剰余金合計   7,727 14.0  23,022 44.9 15,294

Ⅲ　利益剰余金         

１．利益準備金  928   928   －

２．任意積立金         

(1）特別償却準備金  0   0   △0

(2）別途積立金  18,550   18,750   200

３．当期未処分利益  925   1,593   668

利益剰余金合計   20,403 36.9  21,272 41.4 868

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

  163 0.3  － － △163

Ⅴ　自己株式 ※６  △3,320 △6.0  △783 △1.5 2,537

資本合計   31,303 56.6  50,812 99.0 19,508

負債・資本合計   55,301 100.0  51,336 100.0 △3,965
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成17年１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）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　営業収益        

  １．売上高  5,755   5,871   

  ２．受取配当金 ※６ －   1,171   

  ３．経営指導料 ※６ － 5,755 100.0 558 7,600 100.0

Ⅱ　売上原価        

１．商品期首棚卸高  1,049   794   

２．当期商品仕入高  503   634   

合計  1,553   1,429   

３．他勘定振替高 ※１ 41   750   

４．商品期末棚卸高  794 718  － 679  

５．製品期首棚卸高  742   662   

６．当期製品製造原価  1,040   1,329   

合計  1,783   1,992   

７．他勘定振替高 ※１ 44   872   

８．製品期末棚卸高  662 1,075  － 1,119  

売上原価合計   1,793 31.2  1,799 23.7

売上総利益   3,961 68.8  5,801 76.3
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前事業年度

（自　平成17年１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）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅲ　販売費及び一般管理費
※２
※３

      

１．販売促進費  76      

２．広告宣伝費  26      

３．特許使用料  136
 

 
    

４．支払手数料  248      

５．役員報酬  46      

６．給料・賞与  494      

７．賞与引当金繰入額  208      

８．退職給付費用  53      

９．役員退職慰労引当金繰
入額

 7      

10．福利厚生費  90      

11．賃借料  70      

12．減価償却費  228      

13．交通費  96      

14．通信費  27      

15．研究開発費 ※３ 1,484      

16．その他  260 3,555 61.7  3,193 42.0

Ⅳ　営業費用 ※４  － －  575 7.6

営業利益   406 7.1  2,031 26.7

Ⅴ　営業外収益        

１．受取利息  0   0   

２．有価証券利息  21   0   

３．受取配当金 ※６ 256   134   

４．賃貸収入  17   19   

５．業務受託収入  27   19   

６．その他  11 335 5.8 5 180 2.4
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前事業年度

（自　平成17年１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）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅵ　営業外費用        

１．支払利息  20   24   

２．投資事業持分損失  21   －   

３．貸与資産関係諸費用  6   6   

４．その他  10 57 1.0 3 34 0.4

経常利益   684 11.9  2,177 28.7

Ⅶ　特別損失        

１．固定資産除却損 ※５ 9   20   

２．投資有価証券売却損  0   －   

３．投資損失引当金繰入額  59   －   

４．経営統合費用  376 446 7.8 4 25 0.4

税引前当期純利益   237 4.1  2,152 28.3

法人税、住民税及び事
業税

 95   190   

法人税等調整額  △86 9 0.1 145 336 4.4

当期純利益   228 4.0  1,816 23.9

前期繰越利益   697   538  

自己株式処分差損   －   166  

中間配当額   －   594  

当期未処分利益   925   1,593  
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製造原価明細書

  
前事業年度

（自　平成17年１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）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

Ⅰ　原材料費  432 39.3 543 43.2

Ⅱ　労務費 ※１ 299 27.3 315 25.1

Ⅲ　経費 ※２ 366 33.4 398 31.7

当期総製造費用  1,098 100.0 1,256 100.0

　　　仕掛品期首棚卸高  1,554  1,612  

　合計  2,653  2,869  

　　　仕掛品期末棚卸高  1,612  －  

   　 他勘定振替高 ※３ －  1,540  

当期製品製造原価  1,040  1,329  

　（注）

前事業年度
（自　平成17年１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．労務費のうち引当金繰入額は、次のとおりでありま

す。

※１．労務費のうち引当金繰入額は、次のとおりでありま

す。

  

賞与引当金繰入額  66百万円

退職給付引当金繰入額  16百万円

  

賞与引当金繰入額 45百万円 

退職給付引当金繰入額 17百万円

※２．経費のうち主なものは、次のとおりであります。 ※２．経費のうち主なものは、次のとおりであります。

  

減価償却費  109百万円

  

減価償却費 108百万円 

※３．　　　　　　　────── ※３．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

       会社分割に伴う仕掛品移行分　　　1,540百万円

４．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。

４．　　　　　　　　　同左
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(3）利益処分案

  
前事業年度

（株主総会承認日
平成17年６月27日）

当事業年度
（取締役会承認日
平成18年５月15日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　当期未処分利益   925  1,593

Ⅱ　任意積立金取崩額      

特別償却準備金取崩額  0 0 0 0

合計   925  1,594

Ⅲ　利益処分額      

１．株主配当金  181  1,077  

２．取締役賞与金  5  －  

３．任意積立金      

　別途積立金  200 386 － 1,077

Ⅳ　次期繰越利益   538  517

－ 54 －



重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成17年１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．資産の評価基準及び評価方法  （1）有価証券

子会社及び関連会社株式

移動平均法による原価法

 （1）有価証券

子会社及び関連会社株式

同左

その他有価証券

時価のあるもの

決算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）

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

　なお、投資事業組合への出資（証

券取引法第２条第２項により有価証

券とみなされるもの）については、

組合契約に規定される決算報告日に

応じて入手可能な最近の決算書を基

礎とし、持分相当額を純額で取り込

む方法によっております。

時価のないもの

同左

（2）デリバティブ 

時価法

 （2）デリバティブ 

同左

 （3）たな卸資産

 　　商品・原材料・貯蔵品

 　　　移動平均法による原価法

製品・仕掛品

　総平均法による原価法

 （3）たな卸資産

 　　商品・原材料・貯蔵品

同左

製品・仕掛品 

同左

２．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（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、主な耐用年数は、次のとおりで

あります。

（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（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、主な耐用年数は、次のとおりで

あります。

建物及び構築物　　　　６～50年

機械及び装置　　　　　４～15年

工具器具及び備品　　　２～20年

 　建物及び構築物　　　　８～18年

 　工具器具及び備品　　　５～20年

 

（2）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。

（2）無形固定資産

同左

 （3）長期前払費用

　支出の効果が及ぶ期間で均等償却

（3）長期前払費用

同左

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒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検討し、回収不能

見込額を計上しております。

(1）貸倒引当金

同左
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項目
前事業年度

（自　平成17年１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）

(2）投資損失引当金

　関係会社株式の価値の減少による損

失に備えるため、投資先の財政状態の

実情を勘案し、個別検討による必要額

を見積計上しております。

(2）投資損失引当金

同左

(3）賞与引当金

　従業員の賞与支給に備えるため、支

給見込相当額を計上しております。

(3）　　　　　─────

 

(4）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計上しております。

　なお、過去勤務債務（債務の減額）

については、その発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年数（５

年）による定額法により費用処理して

おります。

　また、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（５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。

(4）　　　　　─────　　

　

(5）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、

内規に基づく期末要支給額を計上して

おります。

(5）　　　　　─────　　

 ４．外貨建の資産及び負債の 

    本邦通貨への換算基準

　　外貨建金銭債権債務は、決算日の直物

為替相場により円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しております。 

同左

 

５．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

６．ヘッジ会計の方法

 

(1）ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用しております。

　なお、為替予約及び通貨スワップに

ついては、振当処理の要件を満たして

いる場合は振当処理を採用しておりま

す。

(1）ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用しておりま

す。 

　なお、為替予約については、振当処

理の要件を満たしている場合は振当処

理を採用しております。

　また、特例処理の要件を満たしてい

る金利スワップについては、特例処理

を採用しております。 

－ 56 －



項目
前事業年度

（自　平成17年１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）

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

 ヘッジ手段    ヘッジ対象  

 為替予約  外貨建輸出入取引

 金利スワップ  借入金

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(3）ヘッジ方針

　当社内規に基づき、為替相場変動リ

スク及び金利変動リスクをヘッジして

おります。

　原則として、実需に基づくものを対

象としてデリバティブ取引を行ってお

り、投機目的のデリバティブ取引は

行っておりません。

(3）ヘッジ方針

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ手段及びヘッジ対象について、

個別取引毎のヘッジ効果を検証してお

ります。ただし、ヘッジ手段とヘッジ

対象に関する元本・利率・期間等の重

要な条件が同一の場合は、ヘッジ効果

が極めて高いことから、ヘッジの有効

性の判断は省略しております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

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

　税抜方式によっております。

消費税及び地方消費税の会計処理

同左

財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前事業年度
（自　平成17年１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。

追加情報

前事業年度
（自　平成17年１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）

――――――― （財政状態の変動について）

　当社は、平成17年７月１日に持株会社へ移行しておりま

す。

　このため、当事業年度の財政状態は前事業年度と比較し

て大きく変動しております。
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表示方法の変更

前事業年度
（自　平成17年１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）

（貸借対照表）

　証券取引法の改正に伴い、前事業年度まで「出資金」に

含めておりました投資事業組合出資金（252百万円）は、

当事業年度より「投資有価証券」に含めて表示することに

なりました。　

　なお、前事業年度の投資事業組合出資金は 246百万円で

あります。　　　　

（貸借対照表）　

前事業年度まで区分掲記しておりました「保証金」は、

金額の重要性がなくなったため、投資その他の資産の「そ

の他」に含めて表示しております。

なお、当事業年度における投資その他の資産の「その

他」に含まれる「保証金」は 36百万円であります。

 

 

 

（損益計算書）

「販売費及び一般管理費」は前事業年度まで主要な費目

を表示しておりましたが、当事業年度より「販売費及び一

般管理費」として一括掲記し、主要な費目及び金額を注記

する方法に変更しております。
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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．担保に供している資産

　下記の資産は、一年内返済予定の長期借入金 729百

万円の担保に供しております。

（（ ）内書は工場財団を組成）

※１．　　　 　　　 ──────  

  

建物 2,666百万円 (2,666百万円)

構築物 67百万円 (67百万円)

機械及び装置 1,400百万円 (1,400百万円)

工具器具及び備品 207百万円 (207百万円)

土地 671百万円 (671百万円)

計 5,013百万円 (5,013百万円)

※２．会社が発行する株式の総数 普通株式100,000千株

発行済株式の総数　普通株式 47,805千株

※２．会社が発行する株式の総数 普通株式200,000千株

発行済株式の総数　普通株式 60,366千株

※３．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。

※３．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。

支払手形、買掛金、未払費用、前受金、預り金、

流動負債「その他」及び預り保証金

 776百万円

売掛金、未収入金  70百万円

未払金  10百万円

４．保証債務

　下記のとおり銀行借入債務等に対し、保証を行って

おります。

４．　　　　　　 ──────  

  

 保証先  保証額 

フジレビオ　

ヨーロッパ社
 0百万円  

５．当社は、財務体質の強化及び機動的な資金調達枠の

確保の観点から、みずほ銀行など計６金融機関と貸出

コミットメント契約を締結しております。この契約に

基づく当期末の借入未実行残高は、次のとおりであり

ます。

５．当社は、財務体質の強化及び機動的な資金調達枠の

確保の観点から、取引金融機関と貸出コミットメント

契約を締結しております。この契約に基づく当期末の

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の総額 7,000百万円

借入実行残高 －百万円

差引額 7,000百万円

貸出コミットメントの総額 10,000百万円

借入実行残高 －百万円

差引額 10,000百万円

※６．自己株式

　当社が保有する自己株式の数は、普通株式2,310,908

株であります。

※６．自己株式

　当社が保有する自己株式の数は、普通株式532,539

株であります。

　７．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163百万円で

あります。

７．　　　　　　 ──────  
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成17年１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．他勘定振替高は、試供品等で販売費へ振替えたも ※１．他勘定振替高は、内訳は次のとおりであります。

 　　　のであります。 試供品等で販売費への振替高 57百万円

会社分割に伴う振替高 1,564百万円

計 1,622百万円

※２．　　　　　　 ──────  

  

※２．販売費に属する費用のおおよその割合は 44％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は 56％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。　 

給料・賞与

賞与引当金繰入額

退職給付費用

役員退職慰労引当金繰入額

減価償却費

支払手数料

研究開発費

581百万円

 　　137百万円

 　　60百万円

 　　6百万円

 　　243百万円

 　　290百万円

 　　987百万円

 ※３．研究開発費の総額

　 当期の研究開発費は、1,484百万円であり、全額 

 を一般管理費に計上しております。

 ※４．　　　　　　 ──────

※３．研究開発費の総額

　当期の研究開発費は、987百万円であり、全額を一

般管理費に計上しております。

※４．営業費用のうち主要な費目及び金額は、次のとおり

であります。

役員報酬

給料・賞与

支払手数料

225百万円

 　　119百万円

 　　99百万円

 ※５．固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま

 す。 　

※５．固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま

 す。

建物除却費用 0百万円

機械及び装置 1百万円

車輌運搬具 0百万円

工具器具及び備品 6百万円

ソフトウェア 1百万円

計 9百万円

建物除却費用 15百万円

機械及び装置 1百万円

工具器具及び備品 4百万円

計 20百万円

 ※６．関係会社との主な取引は、次のとおりでありま  

 す。 

※６．関係会社との主な取引は、次のとおりであります。

受取配当金（営業外収益） 256百万円 受取配当金（営業収益）

経営指導料 

受取配当金（営業外収益）

1,171百万円

558百万円

 114百万円
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成17年１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）

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　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　　　　　　　　―――――――

  
取得価額

相当額
 

減価償却

累計額相

当額

 
期末残高

相当額

  百万円 百万円 百万円

機械及び装置  66  45  20

車両運搬具  18  5  13

工具器具及

び備品
 120  74  46

ソフトウェ

ア
 63  32  30

合計  268  157  110

②　未経過リース料期末残高相当額 ②　　　　　　　　―――――――

１年内 59百万円

１年超  　　　54百万円

合計  　　　113百万円

③　支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 ③　支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 17百万円

減価償却費相当額  　　　17百万円

支払利息相当額  　　　　0百万円

支払リース料 16百万円

減価償却費相当額  　　　15百万円

支払利息相当額  　　　　0百万円

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

法により算定しております。

④　減価償却費相当額の算定方法

同左

⑤　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

によっております。

 ⑤　利息相当額の算定方法

同左

 

 

 

 （減損損失について）

   リース資産に配分された減損損失はありません。

（有価証券関係）

前事業年度（平成17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

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）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

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  

退職給付引当金限度超過額 1,351百万円

投資有価証券評価損 339百万円

賞与引当金繰入超過額 230百万円

みなし配当金 159百万円

投資損失引当金 161百万円

その他 176百万円

繰延税金資産　小計 2,419百万円

評価性引当額 △691百万円

繰延税金資産　合計 1,728百万円

  

繰延税金負債  

特別償却準備金 0百万円

その他有価証券評価差額金 111百万円

繰延税金負債　合計 111百万円

  

繰延税金資産の純額 1,616百万円

繰延税金資産  

未払事業税 2百万円

繰延税金資産　合計 2百万円

繰延税金資産の純額 2百万円

（注）当期における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。

  
当期

（平成18年３月31日現在）

流動資産－繰延税金資産 2百万円

（注）当期における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。

 
当期

（平成17年３月31日現在）

流動資産－繰延税金資産 260百万円

固定資産－繰延税金資産 1,355百万円

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

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 40.5％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入され

ない項目
2.8％

受取配当金等永久に益金に算入

されない項目
△42.2％

試験研究費等の法人税額特別控

除
△10.5％

住民税均等割 2.6％

評価性引当額 10.2％

その他 0.5％

税効果会計適用後の法人税等の負

担率
3.9％

法定実効税率 40.5％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入され

ない項目
2.2％

受取配当金等永久に益金に算入

されない項目
△24.1％

試験研究費等の法人税額特別控

除
△3.3％

住民税均等割 0.3％

その他 0.0％

税効果会計適用後の法人税等の負

担率
15.6％
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成17年１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 687円98銭

１株当たり当期純利益金額 5円06銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額
4円69銭

１株当たり純資産額 849円22銭

１株当たり当期純利益金額 30円62銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額
30円12銭

　（注）　１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後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17年１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株当たり当期純利益金額   

当期純利益　　　　　　　（百万円） 228 1,816

普通株主に帰属しない金額（百万円） 5 －

（うち利益処分による取締役賞与金） (5) (－)

普通株式に係る当期純利益（百万円） 223 1,816

期中平均株式数　　　　　　　（株） 44,144,679 59,340,472

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額　　　　（百万円） － －

普通株式増加数　　　　　　　（株） 3,477,544 967,920

（うち転換社債） (3,261,295) (730,175)

（うち新株予約権） (216,249) (237,745)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額の算定に含めな

かった潜在株式の概要

―――――― ――――――
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（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成17年１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）

（㈱エスアールエルとの株式交換について）

イ. 株式交換の目的

当社は医療・健康・生命科学の分野における垂直統

合型の新しいビジネスモデルを創造し、より付加価値

の高い製品とサービスの提供をしていくことを目的と

して、㈱エスアールエルと結束・統合するため、平

成16年12月７日付けで同社を当社の完全子会社とする

株式交換契約書を締結し、平成17年４月１日に株式交

換を行いました。

──────―

 

 

ロ. 株式交換の内容

商法第352条ないし商法第363条に定める方法により

株式交換を行いました。

 

 

ハ. 株式交換の日

平成17年４月１日

 

 

ニ. 株式交換に際して割当交付する株式

当社は、株式交換に際して、株式交換の日の前日に

おける最終の㈱エスアールエルの株主名簿（実質株主

名簿を含む）に記載された株主（実質株主を含む）に

対し、その所有する㈱エスアールエルの普通株式１株

につき、当社の普通株式 0.920株の割合をもって割当

交付を行いました。ただし、当社が所有する㈱エス

アールエルの株式 26,949,167株については、株式交

換による当社の株式の割当は行っておりません。

割当交付する株式は当社が有する自己株式のうちの 

1,800,000株に加え、新規に発行する普通株式により行

いました。
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