
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） 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）   ３円89銭 

※ 上記の予想は、本資料の発表日時点で入手可能な情報に基づき、当社で判断した予測であり、潜在的なリスクや不確

実性が含まれております。そのため様々な要因の変化により、実際の業績が記載されている予想数値と大幅に異なる

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15日

会社名 三光純薬株式会社 上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ 

コード番号 8126 本社所在都道府県 東京都 

(URL http://www.sanko-junyaku.co.jp) 

代表者 役職名 代表取締役社長 

  氏名 神保 正男 

問い合わせ先 責任者役職名 取締役兼執行役員経営計画部長 

  氏名 辻村 耕次 ＴＥＬ  （03）3866－0348 

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 無 

配当支払開始予定日 平成18年６月23日 定時株主総会開催日 平成18年６月22日 

単元株制度採用の有無 有（１単元 1,000株）     

(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おります。

 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 4,991 (△1.6) 136 (△22.5) 154 (21.4)

17年３月期 5,069 (1.5) 176 (－) 127 (－)

 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 67 (△22.4) 3 76 －  0.6 1.2 3.1

17年３月期 87 (－) 4 85 －  0.8 0.9 2.5

（注）①期中平均株式数 18年３月期      17,985,545株 17年３月期 17,988,276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、対前期増減率であります。 

(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 3 00 －  3 00 53 79.7 0.5

17年３月期 2 50 －  2 50 44 51.6 0.4

(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 13,256 11,584 87.4 644 18

17年３月期 13,562 11,525 85.0 640 76

（注）①期末発行済株式数 18年３月期 17,983,749株 17年３月期 17,987,269株 

②期末自己株式数 18年３月期 15,811株 17年３月期 12,291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）  

 売上高 営業利益 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 百万円 円 銭 円 銭 円 銭

中間期 2,500 50 50 30   ― ― ― 

通 期 5,020 150 160 70  ― 3 00 3 00



６．個別財務諸表等 
(1）貸借対照表 

  
第51期 

平成17年３月31日現在 
第52期 

平成18年３月31日現在 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）        

Ⅰ 流動資産        

１ 現金及び預金   183,835   156,471  

２ 受取手形   361,371   294,073  

３ 売掛金 ※２  1,220,698   1,222,212  

４ 有価証券   2,449,740   2,379,868  

５ 商品   971,044   836,107  

６ 製品   364,689   303,957  

７ 原材料   180,929   135,495  

８ 仕掛品   95,027   102,762  

９ 貯蔵品   52,417   55,252  

10 前渡金   13,500   9,219  

11 前払費用    26,682   10,250  

12 繰延税金資産   182,676   174,555  

13 未収入金 ※２  30,536   30,467  

14 預け金 ※２  3,025,430   2,237,106  

15 その他 ※２  39,594   707  

貸倒引当金   △5,810   △9,430  

流動資産合計   9,192,366 67.8  7,939,076 59.9 
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第51期 

平成17年３月31日現在 
第52期 

平成18年３月31日現在 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

Ⅱ 固定資産        

１ 有形固定資産        

(1）建物  2,104,773   2,099,831   

減価償却累計額  1,085,881 1,018,892  1,150,425 949,406  

(2）構築物  157,326   158,089   

減価償却累計額  83,569 73,756  90,950 67,138  

(3）機械装置  494,096   498,622   

減価償却累計額  331,347 162,749  371,038 127,584  

(4）車輌運搬具  2,079   2,079   

減価償却累計額  1,787 291  1,868 210  

(5）工具器具備品  1,312,962   1,225,444   

減価償却累計額  993,695 319,267  946,114 279,330  

(6）土地   247,930   247,930  

(7）建設仮勘定   19,181   84,050  

有形固定資産合計   1,842,069 13.6  1,755,649 13.3 

２ 無形固定資産        

(1）電話加入権   3,995   3,995  

無形固定資産合計   3,995 0.0  3,995 0.0 

３ 投資その他の資産        

(1）投資有価証券   1,463,309   2,170,566  

(2）関係会社株式   25,000   25,000  

(3）出資金   6,220   －  

(4）長期前払費用   15,666   25,381  

(5）長期性預金   －   400,000  

(6）繰延税金資産   973,636   899,849  

(7）その他   39,873   37,319  

投資その他の資産合計   2,523,706 18.6  3,558,116 26.8 

固定資産合計   4,369,771 32.2  5,317,762 40.1 

資産合計   13,562,138 100.0  13,256,838 100.0 
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第51期 

平成17年３月31日現在 
第52期 

平成18年３月31日現在 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）        

Ⅰ 流動負債        

１ 支払手形   46,440   －  

２ 買掛金 ※２  333,258   234,211  

３ 未払金 ※２  363,460   138,959  

４ 未払費用   97,532   99,856  

５ 未払法人税等   36,767   22,061  

６ 未払消費税等   26,905   31,298  

７ 賞与引当金   146,510   161,078  

８ 返品調整引当金   9,270   8,130  

９ 従業員預り金   5,080   5,729  

10 その他    8,160   －  

流動負債合計   1,073,385 7.9  701,325 5.3 

Ⅱ 固定負債        

１ 退職給付引当金   661,001   685,017  

２ 役員退職慰労引当金   15,913   17,701  

３ 預り保証金   286,226   268,102  

固定負債合計   963,141 7.1  970,821 7.3 

負債合計   2,036,526 15.0  1,672,146 12.6 

（資本の部）        

Ⅰ 資本金 ※１  5,262,480 38.8  5,262,480 39.7 

Ⅱ 資本剰余金        

１ 資本準備金   5,383,920   5,383,920  

資本剰余金合計   5,383,920 39.7  5,383,920 40.6 

Ⅲ 利益剰余金        

１ 利益準備金   183,400   183,400  

２ 任意積立金        

別途積立金  570,000 570,000  570,000 570,000  

３ 当期未処分利益   91,615   114,304  

利益剰余金合計   845,015 6.2  867,704 6.5 

Ⅳ その他有価証券 
評価差額金 

※３  40,338 0.3  78,169 0.6 

Ⅴ 自己株式 ※４  △6,141 △0.0  △7,582 △0.0 

資本合計   11,525,611 85.0  11,584,691 87.4 

負債・資本合計   13,562,138 100.0  13,256,838 100.0 
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(2）損益計算書 

  
第51期 

自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

第52期 
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（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高 
※１ 
※６ 

 5,069,895 100.0  4,991,150 100.0 

Ⅱ 売上原価        

１ 商品及び製品 
期首たな卸高 

 1,115,164   1,335,734   

２ 当期商品仕入高        

商品純仕入高 ※６ 1,711,389   1,155,688   

他勘定振替高 ※２ 27,922   142,751   

３ 当期製品製造原価  839,792   780,894   

合計  2,579,104   2,079,334   

４ 商品及び製品 
期末たな卸高 

 1,335,734 2,358,533 46.5 1,140,065 2,275,004 45.6 

売上総利益   2,711,361 53.5  2,716,146 54.4 

返品調整引当金 
戻入額 

 9,060   9,270   

返品調整引当金 
繰入額 

 9,270 210 0.0 8,130 △1,140 △0.0 

差引売上総利益   2,711,151 53.5  2,717,286 54.4 

Ⅲ 販売費及び一般管理費        

１ 運賃・広告費 
及び見本費 

 241,008   238,366   

２ 貸倒引当金繰入額  290   3,620   

３ 給与手当  707,190   728,127   

４ 賞与  131,991   128,407   

５ 賞与引当金繰入額  116,970   125,131   

６ 退職給付費用  93,113   102,384   

７ 役員退職慰労引当金 
繰入額 

 4,402   4,256   

８ 福利厚生費  120,186   116,601   

９ 旅費交通費  165,897   164,752   

10 地代家賃  153,606   151,794   

11 減価償却費  120,676   100,035   

12 研究開発費 
※６ 
※７ 

294,908   302,832   

13 その他  384,304 2,534,546 50.0 414,189 2,580,499 51.7 

営業利益   176,605 3.5  136,786 2.7 
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第51期 

自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

第52期 
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（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅳ 営業外収益        

１ 受取利息 ※６ 11,198   11,970   

２ 有価証券利息  28,369   24,003   

３ 受取配当金  683   752   

４ 有価証券償還益  2,945   －   

５ 雑収入  9,904 53,101 1.0 2,467 39,194 0.8 

Ⅴ 営業外費用        

１ 支払利息  2,963   2,664   

２ たな卸資産廃棄損  41,768   －   

３ たな卸資産評価損  5,006   －   

４ 品質保証費  24,531   12,840   

５ 為替差損  －   3,962   

６ 雑損失   27,768 102,037 2.0 1,548 21,016 0.4 

経常利益   127,669 2.5  154,964 3.1 

Ⅵ 特別利益        

１ 固定資産売却益 ※３ 88,507   1   

２ 投資有価証券売却益  5,993 94,500 1.9 － 1 0.0 

Ⅶ 特別損失        

１ 固定資産売却損 ※４ 42,262   126   

２ 固定資産除却損 ※５ 19,708   16,510   

３ 減損損失  －   6,467   

４ 退職給付会計基準 
変更時差異償却 

 5,382   －   

５ ゴルフ会員権評価損   － 67,352 1.3 340 23,444 0.5 

税引前当期純利益   154,817 3.1  131,522 2.6 

法人税、住民税 
及び事業税 

 8,709   7,600   

法人税等調整額  58,892 67,601 1.4 56,264 63,864 1.2 

当期純利益   87,216 1.7  67,657 1.4 

前期繰越利益   4,399   46,647  

当期未処分利益   91,615   114,304  

        

-5-



製造原価明細書 

(3）利益処分案 

  
第51期 

自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

第52期 
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（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ 材料費  373,152 43.9 359,050 44.6 

Ⅱ 労務費  219,092 25.7 218,559 27.1 

Ⅲ 経費 ※１ 258,505 30.4 227,993 28.3 

当期総製造費用  850,751 100.0 805,603 100.0 

期首仕掛品たな卸高  107,126  95,027  

合計  957,877  900,631  

期末仕掛品たな卸高  95,027  102,762  

他勘定振替高 ※２ 23,057  16,974  

当期製品製造原価  839,792  780,894  

      

(注）   

第51期 
自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

第52期 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

※１ 経費の主な内訳は次のとおりであります。 ※１ 経費の主な内訳は次のとおりであります。 

減価償却費      154,842千円

水道光熱費       18,977千円

減価償却費    132,973千円

水道光熱費      18,084千円

※２ 他勘定振替高は製品の再投入等であります。 ※２ 他勘定振替高は製品の再投入等であります。 

３ 原価計算方法 ３ 原価計算方法 

工程別総合原価計算を採用しております。 同左 

  
第51期 

株主総会承認年月日 
平成17年６月23日 

第52期 
株主総会承認年月日 
平成18年６月22日 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益   91,615  114,304 

Ⅱ 利益処分額      

配当金  44,968 44,968   53,951

Ⅲ 次期繰越利益   46,647  60,353 
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重要な会計方針 

項目 
第51期 

自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

第52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 

満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法） 

満期保有目的の債券 

同左 

 子会社株式 

移動平均法による原価法 

子会社株式 

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 

時価のないもの 

同左 

２ たな卸資産の評価基準 

及び評価方法 

商品・製品・原材料・仕掛品・貯蔵品 

…総平均法による原価法 

同左 

３ 固定資産の減価償却の 

方法 

有形固定資産 

 定率法によっております。 

 ただし、平成10年４月１日以降取

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     ３～65年 

機械装置     ７年 

工具器具備品 ２～20年 

有形固定資産 

 定率法によっております。 

 ただし、平成10年４月１日以降取

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     ３～65年 

機械装置     ７年 

工具器具備品 ２～20年 

４ 外貨建資産又は負債の 

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 引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 売上債権等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 

 (2）賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の支

出に充てるため、支給見込額のうち

当期の負担額を計上しております。 

(2）賞与引当金 

同左 
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項目 
第51期 

自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

第52期 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

 (3）返品調整引当金 

 販売済製品・商品の決算日後に予

想される返品による損失に備えるた

め、決算日における売上債権残高に

直近２事業年度平均の返品率及び当

期の利益率を乗じた金額を計上して

おります。 

(3）返品調整引当金 

同左 

 (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、決算日に

おいて発生していると認められる額

を計上しております。 

 なお、会計基準変更時差異

（44,885千円）については５年の按

分額を特別損失として処理しており

ます。 

（追加情報） 

 前連結会計年度に早期退職優遇制

度の実施により大量の退職者が生じ

たため、当連結会計期間における当

該会計基準変更時差異に係る償却額

は5,382千円であり、特別損失として

計上しております。 

(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、決算日に

おいて発生していると認められる額

を計上しております。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 (5）役員退職慰労引当金 

 役員（執行役員を含む）の退職慰

労金の支出に備えるため、内規に基

づく当期末要支給額を計上しており

ます。 

(5）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。 

同左 

７ 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。 

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 

51期 
  自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

52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))および「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

より営業利益および経常利益は266千円増加し、税引前当

期純利益は6,200千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、減価償却累計額に含めております。   

 第51期 
  自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

 第52期 
  自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

 ────── 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

 (損益計算書関係) 

  前事業年度まで営業外費用の「その他」に含まれてお

りました「為替差損」は、営業外費用の総額の100分の10

を超えたため、当事業年度において区分掲記することに

変更しました。 

 なお、前事業年度の「その他」に含まれている「為替

差損」は9,976千円であります。 

  

  前事業年度まで区分掲記しておりました「たな卸廃棄

損」は金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度に

おいて、営業外費用の「その他」に含めております。 

 なお、当事業年度の「その他」に含まれている「たな

卸廃棄損」は1,167千円であります。 
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追加情報 

注記事項 

（貸借対照表関係） 

第51期 
自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

第52期 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

（外形標準課税） ────── 

 法人事業税の付加価値割及び資本割については、実務

対応報告第12号「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」（企

業会計基準委員会（平成16年２月13日））に基づき、

「販売費及び一般管理費」に28,058千円計上しておりま

す。  

  

  

  

  

  

   

第51期 
平成17年３月31日現在 

第52期 
平成18年３月31日現在 

※１ 資本金 

会社が発行する株式の総数  

 普通株式 23,000,000株

発行済株式総数  

 普通株式 17,999,560株

※１ 資本金 

会社が発行する株式の総数  

 普通株式      23,000,000株

発行済株式総数  

 普通株式 17,999,560株

※２ 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

関係会社に対する主なものは、次のとおりでありま

す。 

売掛金    487千円

未収入金        2,639千円

預け金     3,025,430千円

その他流動資産       26,920千円

買掛金      5千円

未払金       271,833千円

※２ 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

関係会社に対する主なものは、次のとおりでありま

す。 

売掛金     262千円

未収入金     1,027千円

預け金  2,237,106千円

買掛金 1千円

未払金 68,001千円

※３ 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40,338千

円であります。 

※３ 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78,169千

円であります。 

※４ 当社が保有する自己株式の数は、普通株式12,291

株であります。 

※４ 当社が保有する自己株式の数は、普通株式15,811

株であります 
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（損益計算書関係） 

第51期 
自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

第52期 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

※１ 製品・商品別売上高の区分は困難ですが、リベー

ト控除前売上高の比率は次のとおりであります。 

製品売上高 58.6％

商品売上高 41.4％

※１ 製品・商品別売上高の区分は困難ですが、リベー

ト控除前売上高の比率は次のとおりであります。 

製品売上高 60.0％

商品売上高 40.0％

※２ 他勘定振替高 

 主に見本費、研究費であります。 

 また、エーザイ株式会社に対するロイヤリティー

の支払額が252,904千円含まれております。 

※２ 他勘定振替高 

 主に見本費、研究費であります。 

 また、エーザイ株式会社に対するロイヤリティー

の支払額が253,846千円含まれております。 

※３ 固定資産売却益の内訳 

工具器具備品      134千円

土地       88,372千円

   計       88,507千円

※３ 固定資産売却益の内訳 

工具器具備品         1千円

   計             1千円

※４ 固定資産売却損の内訳 

建物       3,733千円

構築物 239千円

工具器具備品   111千円

土地 30,163千円

借地権 1,529千円

電話加入権 6,485千円

   計       42,262千円

※４ 固定資産売却損の内訳 

工具器具備品      126千円

   計            126千円

※５ 固定資産除却損の内訳 

工具器具備品      9,543千円

長期前払費用       10,164千円

   計        19,708千円

※５ 固定資産除却損の内訳 

建物及び構築物         1,192千円

機械装置及び運搬具 635千円

工具器具備品  12,737千円

廃棄処理費用  1,943千円

   計 16,510千円

※６ 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

関係会社に対する主なものは、次のとおりでありま

す。 

売上高    1,843千円

商品純仕入高       7,465千円

研究負担の受入       25,639千円

受取利息       11,133千円

※６ 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

関係会社に対する主なものは、次のとおりでありま

す。 

受取利息    11,675千円

※７ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる 

研究開発費の総額       294,908千円

※７ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる 

研究開発費の総額 302,832千円
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（リース取引関係） 

  

第51期 
自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

第52期 
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 

 
工具器具

備品 
 合計 

 千円 千円

取得価額相当額 80,760 80,760

減価償却累計額相当額 21,872 21,872

期末残高相当額 58,887 58,887

(１）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当 

  額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

 
工具器具

備品 
 合計 

 千円 千円

取得価額相当額 280,876 280,876

減価償却累計額相当額 62,324 62,324

期末残高相当額 218,552 218,552

(２）未経過リース料期末残高相当額 

１年内      20,048千円

１年超      39,362千円

合計      59,411千円

(２）未経過リース料期末残高相当額等 

１年内 59,483千円

１年超 160,428千円

合計 219,911千円

(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      27,624千円

減価償却費相当額      26,482千円

支払利息相当額      1,205千円

(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     41,944千円

減価償却費相当額       40,451千円

支払利息相当額     2,329千円

(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

定額法によっている。 

(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、利息法によっている。 

(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。 
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（有価証券関係） 

第51期（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日）及び第52期（自 平成17年４月１日 至 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。 

第51期 
自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

第52期 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

 ──────  （貸主側） 

 (１）リース物件の取得価額、減価償却累計額、減損損失 

   累計額及び期末残高 

 
工具器具 

備品 
 合計 

  

取得価額 

 千円

18,727
 

 千円

18,727

減価償却累計額 9,102 9,102

期末残高 9,625 9,625

 (２）未経過リース料期末残高 

１年内 2,351千円

１年超    9,050千円

合計 11,402千円

 (３）受取リース料、減価償却費 

受取リース料 357千円

減価償却費 630千円

 (４）利息相当額の算定方法 

  未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料 

 期末残高及び見積残存価額の残高の合計額が営業債権 

 の期末残高等に占める割合が低いため、受取利子込み 

 法により算定している。 

  

 (減損損失) 

 リース資産に配分された減損損失はありません。 
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（税効果会計関係） 

第51期 
自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

第52期 
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 

(1）流動の部 

（繰延税金資産） 

賞与引当金   59,190千円

未払社会保険料    7,727千円

未払事業税等   12,586千円

繰越欠損金   85,772千円

その他  17,400千円

繰延税金資産の合計  182,676千円

(1）流動の部 

（繰延税金資産） 

賞与引当金    65,075千円

未払社会保険料  7,959千円

未払事業税等   7,068千円

繰越欠損金  73,671千円

その他  20,779千円

繰延税金資産の合計 174,555千円

(2）固定の部 

（繰延税金資産） 

投資有価証券評価損    9,898千円

退職給付引当金  250,156千円

役員退職慰労引当金    6,428千円

繰越欠損金  804,297千円

その他   63,063千円

繰延税金資産の小計 1,133,845千円

評価性引当額 △132,865千円

繰延税金資産の合計 1,000,979千円

(2）固定の部 

（繰延税金資産） 

税務上の繰延資産 58,887千円

退職給付引当金  276,747千円

役員退職慰労引当金  7,151千円

繰越欠損金  597,760千円

その他  12,540千円

繰延税金資産の合計 953,087千円

（繰延税金負債） 

その他有価証券評価差額金 △27,343千円

繰延税金負債の合計 △27,343千円

繰延税金資産の純額   973,636千円

（繰延税金負債） 

株式等評価差額金 △53,237千円

繰延税金負債の合計  △53,237千円

繰延税金資産の純額 899,849千円

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な項目別の内訳 

法定実効税率 40.4％

（調整）  

交際費等永久に損金に 

算入されない項目 
4.6％

受取配当金等永久に益金に 

算入されない項目 
△0.1％

住民税均等割 5.6％

評価性引当額 △6.8％

その他 0.0％

税効果会計適用後の法人税等の 

負担率 
43.7％

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 40.4％

（調整）  

交際費等永久に損金に 

算入されない項目 
6.7％

受取配当金等永久に益金に 

算入されない項目 
△0.1％

住民税均等割 5.8％

繰越欠損金 △4.2％

その他 0.0％

税効果会計適用後の法人税等の 

負担率 
48.6％
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（１株当たり情報） 

 （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。 

（重要な後発事象） 

第51期（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日）及び第52期（自 平成17年４月１日 至 平成18年３

月31日） 

該当事項はありません。 

第51期 
自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

第52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 640.76円

１株当たり当期純利益金額      4.85円

１株当たり純資産額 644.18円

１株当たり当期純利益金額       3.76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。 

  
第51期 

自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

第52期 
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） 87,216 67,657 

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） 87,216 67,657 

普通株式の期中平均株式数 （株） 17,988,276 17,985,545 
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７．役員等の異動 

（平成18年６月22日予定） 

（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新任取締役候補 

取締役（非常勤） 大原 松雄            （現 エーザイ株式会社常務執行役国内医薬品事業担当）    

②退任予定取締役 

取締役（非常勤） 間口  肇       （現 エーザイ株式会社内部統制推進部担当課長） 

③昇格予定執行役員候補 

常務執行役員   大塚 悦朗      （現 当社執行役員営業本部長） 

（営業本部長）    

    

注）上記のうち、大原松雄氏は会社法第２条第15項に定める社外取締役の候補者であります。 

以上
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