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平成１８年３月期  決算短信（連結）                     

平成 18 年 ５月 16 日 

会 社 名 東海アルミ箔株式会社                  上場取引所     ＪＡＳＤＡＱ 
コード番号 ５７５６                        本社所在都道府県  神奈川県 
（ＵＲＬ http://www.tokai-alumi.co.jp） 
代 表 者 役 職 名 取 締 役 社 長 
       氏    名 水  野    昭 
問い合わせ先 責任者役職名 経 営 企 画 室 長 
       氏    名 細  田    勝         ＴＥＬ（０４５）３１３－８３１３ 
決算取締役会開催日  平成 18 年 ５月 15 日 
親会社等の名称  日本軽金属株式会社（コード番号：５７０１）    親会社等における当社の議決権所有比率 53.17％ 
米国会計基準採用の有無  無 

１．18 年３月期の連結業績（平成 17 年４月１日～平成 18 年３月 31 日） 

（１）連結経営成績                    （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 

 
18 年３月期 
17 年３月期 

百万円   ％ 
16,775   (  △4.0 ) 
17,465   (    0.0 ) 

百万円   ％ 
633   (   49.0 ) 
425   (   34.0 ) 

百万円   ％ 
499   (  264.7 ) 
136   (   ―   ) 

 

 
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 ％ 
332 ( ― ) 

△2,009 ( ― ) 

円  銭
44  97 

△45  47 

円  銭
37  41 
―  ― 

％ 
― 
― 

％
4.2 
0.9 

％
3.0 
0.8 

（注）①持分法投資損益         18 年３月期    ― 百万円  17 年３月期    ― 百万円 
   ②期中平均株式数（連結）普通株式 18 年３月期 7,398,758 株  17 年３月期 44,197,802 株 
               優先株式 18 年３月期   170,000 株  17 年３月期     ― 株 
   ③平成 17 年４月 27 日付で普通株式 10 株を１株に併合しております。 
    18 年３月期の期中平均株式数は、併合が期首に行われたものとして計算しております。 
   ④平成 17 年５月 11 日付の第三者割当増資により、普通株式に係る発行済株式数が 3,250,000 株、優先株式に係る発行済 
    株式数が 170,000 株それぞれ増加しております。 
   ⑤会計処理方法の変更  有 
   ⑥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）連結財政状態 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本 

 
18 年３月期 
17 年３月期 

百万円  
12,415 
11,416 

百万円 
447 

△1,348 

％  
3.6 

△11.8 

円  銭 
△52  44 
△30  51 

（注）期末発行済株式数（連結）普通株式 18 年３月期 7,669,578 株  17 年３月期 44,196,888 株 
               優先株式 18 年３月期   170,000 株  17 年３月期     ― 株 

（３）連結キャッシュ・フローの状況 

 営 業 活 動 に よ る 
キャッシュ・フロー 

投 資 活 動 に よ る 
キャッシュ・フロー 

財 務 活 動 に よ る 
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期 末 残 高 

 
18 年３月期 
17 年３月期 

百万円  
△206 
677 

百万円 
△78 
1,123 

百万円  
1,136 

△1,584 

百万円 
1,418 
565 

（４）連結範囲及び持分法の適用に関する事項 
    連結子会社数 ４社  持分法適用非連結子会社数 ―社  持分法適用関連会社数 ―社 

（５）連結範囲及び持分法の適用の異動状況 
    連結（新規） ―社 （除外） ―社  持分法（新規） ―社 （除外） ―社 
 
２．19 年３月期の連結業績予想（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 

 
中 間 期 
通  期 

百万円 
 8,500 
18,200 

百万円 
 90 
150 

百万円 
 70 
 90 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 11 円 73 銭 
※業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は様々な要因の変化によ
り、記載の業績予想と異なる結果になる場合があります。なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料の６ページをご参
照ください。 
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  「期中平均株式数」 

 18 年３月期 17 年３月期 

普通株式 7,398,758 株 44,197,802 株

優先株式 170,000 株 ― 株

 

  「期末発行済株式数」 

 18 年３月期 17 年３月期 

普通株式 7,669,578 株 44,196,888 株

優先株式 170,000 株 ― 株

 

 

   「１．18 年３月期の連結業績」指標算式は以下のとおりであります。 

     ○１株当たり当期純利益 

普通株式に係る当期純利益 

普通株式の期中平均株式数 

 

     ○１株当たり株主資本 

資本の部の合計額－期末発行済優先株式数×発行価額 

普通株式の期末発行済株式数 

 

 

   「２．19 年３月期の連結業績予想」指標算式は以下のとおりであります。 

     ○１株当たり予想当期純利益（通期） 

普通株式に係る予想当期純利益 

普通株式の期末発行済株式数 
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当     社 

アルミニウム箔及び加工品 

得    意    先 

○アルファミック㈱

１．企業集団の状況 

   当グループは、当社と親会社、子会社５社及び関連会社１社で構成され、アルミニウム箔及びその加工品の製造販売を

主な内容とし、更に不動産の賃貸・管理等の事業活動を展開しております。 

   なお、平成 17 年５月 11 日付の第三者割当増資により、日本軽金属㈱は当社の親会社となっております。 

 

   当グループの事業に係る位置付けは次のとおりであります。 

 

    アルミニウム箔及びその加工品……… 当社が製造販売しておりますが、一部の作業工程については、子会社㈱東海

アルミ箔北海道、東海箔加工㈱及び東海アルミ工業㈱に下請させております。 

                      当社の使用する原材料の一部は、当社の親会社である日本軽金属㈱から購入

しております。なお、日本軽金属㈱から購入する原材料の一部については、そ

の原料を支給しております。当社の販売する製品の一部は、子会社アルファミ

ック㈱に販売しております。 

    不 動 産 賃 貸 ・ 管 理……… 東海アルミ工業㈱が賃貸・管理しております。 

 

   事業の系統図は次のとおりであります。 

 

子会社 

製 品

製 品

 

日本軽金属㈱ 

親会社 

製 

品 

製

品

外注加工

○東海箔加工㈱ 

○㈱東海アルミ箔北海道 

子会社 

出資

材料
○東海アルミ工業㈱

子会社

不動産賃貸・管理

外注加工 

東海アルミ産業㈱ 

その他 

子会社 

中川アルミ加工㈱ 

関連会社 

(注) ○ 連結子会社 
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２．経営方針 

 

（１）会社の経営の基本方針 

当グループは、アルミ箔製造の老舗として高い品質の製品を提供し、お客様の多様化するニーズにお応えすると

ともに、環境に優しい安全な製品づくりをすすめ、社会に貢献していくことを経営の基本方針としております。 

こうした基本方針を実現すべく、財務体質の改善等経営上の諸問題を解消するための「新再建計画」を策定し、

総力を挙げてその達成に向け精力的な取り組みを行っております。 

 

（２）会社の利益配分に関する基本方針 

当グループは、「新再建計画」の遂行により、収益力の向上及び財務体質の改善を図り、早期の復配を目指して

まいります。計画期間中には累積損失を解消し、利益配当が可能となる態勢を整えることを目標としております。 

 

（３）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

当社は、投資単位の引下げは投資家層の拡大や株式の流動性を高める上で、有効な施策の一つであると認識して

おります。投資単位の引下げにつきましては、今後の株価の状況や株式市場の動向などを総合的に勘案して適切に

対応していきたいと考えております。 

 

（４）目標とする経営指標 

当グループは「新再建計画」に沿い平成 18 年３月期には計画どおり債務超過を解消いたしました。さらに同計

画において平成 20 年３月期には累積損失の解消を予定しております。 

また、平成 18 年４月より「Ｔ－ＵＰ２００８」のスローガンのもと本社、営業、各工場ごとのアクションプラ

ンを定め収益増強運動をスタートさせました。計画最終年度である平成 22 年３月期には連結売上高 183 億円、営

業利益８億円の達成を目標としております。 

 

（５）中長期的な会社の経営戦略 

当グループは、平成 17 年度を初年度とし平成 21 年度を最終年度とする「新再建計画」をスタートしており、そ

の主要諸施策の着実な実行を図ってまいります。中でも東洋アルミニウム株式会社との業務提携によるシナジー効

果の実現はその中核をなすものであり、これにより収益力を高め、強固な経営基盤を確立してまいります。 

また、アルミ箔製造の老舗として、重点分野である加工箔において業界内での確固たる地位を確立すべく努力い

たします。 

 

（６）会社の対処すべき課題 

当グループの対処すべき課題は、「新再建計画」を着実に実行し事業の再構築、財務体質の改善を図ることによ

り信用力を高め企業価値を向上させることであります。「新再建計画」の重要な課題である財務基盤強化策につき

ましては、当連結会計年度で完了いたしました。また、東洋アルミニウム株式会社との業務提携につきましても、

生産、技術、管理、人事面をはじめとして、各部門で早期のシナジー効果実現のため具体策を積極的に推進いたし

ております。これらの活動を通じて引き続きコスト削減をはじめとする諸施策を着実に実行し、目標達成へ向け努

力してまいります。 

また、当グループは前連結会計年度は主として財務面において「継続企業の前提に関する重要な疑義」が存在し

ておりましたが、第三者割当増資等の財務基盤の強化策を実施したほか、損益面においても生産性の向上やコスト

削減に努め「新再建計画」を上回る収益を上げ得たことから、当中間連結会計期間において「継続企業の前提に関

する重要な疑義」は解消いたしました。 

なお、当社は、平成17年11月11日付で公正取引委員会より、アルミ箔の一部の販売に関して排除勧告を受け、平

成17年12月12日付の審決で排除措置を命じられました。当社といたしましてはこのような措置を受けたことを厳粛

かつ真摯に受け止め、今後は同様のことが再発しないように当社のコンプライアンス体制を徹底するとともに、内

部管理体制を強化し社会的信頼の早期回復に取り組んでまいる所存であります。 

 
（７）親会社等に関する事項 

① 親会社等の商号等 

親会社等 属性 
親会社等の議決権

所有割合(％) 

親会社等が発行する株式が上場されている証券

取引所等 

日本軽金属株式会社 親会社 53.17 株式会社東京証券取引所 市場第一部 

株式会社大阪証券取引所 市場第一部 

株式会社名古屋証券取引所 市場第一部 

証券会員制法人福岡証券取引所 

証券会員制法人札幌証券取引所 
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② 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けとその上場会社と親会社等との関係 

日本軽金属株式会社は、当社の議決権の 53.17％を所有する筆頭株主であります。 

当社は、日本軽金属株式会社より原材料を購入するとともに、同社より購入する原材料の一部についてその原料

を支給しております。また、当社の社外取締役１名は日本軽金属株式会社の執行役員経理部長が就任しております。 

また、社外取締役２名及び社外監査役１名は、日本軽金属株式会社の子会社である東洋アルミニウム株式会社の

取締役(うち１名は代表取締役)であり、同社との間には営業取引関係があり、且つ業務提携関係にあります。 

以上のように、当社と日本軽金属株式会社は資本、取引の面で緊密な関係にありますが、当社は当社の経営に関

しましては独自に意思決定を行っており、上場会社として独立性を確保しております。 

 

③ 親会社等との取引に関する事項 

当該項目につきましては、「関連当事者との取引」をご参照ください。 

 

（８）内部管理体制の整備・運用状況 

① 内部牽制、組織上の業務部門及び管理部門の配置状況、社内規定の整備状況その他内部管理体制の整備の状況 

当社の管理部門は総務部、財務部、経理部、事務合理化推進室等で構成され、それぞれが職務分掌規定により業

務分掌を明確に区分し、決裁権限規定等により権限を明確にし組織的な相互牽制を図っております。また、業務全

般にわたり整備されている諸規定につきましても、関係法令改正への適合や内部管理体制の更なる強化等を目的と

して適宜見直しを実施しております。 

 

② 内部管理体制の充実に向けた取り組みの最近１年間における実施状況 

法令や諸ルール遵守の徹底を図るためコンプライアンスマニュアルを平成 17 年７月に作成し、それに基づき社

内研修を実施いたしました。 

内部管理体制をより充実させるため、例示的に職務分掌規定等の諸規定については適宜整備、見直しを実施して

おります。 

 

（９）その他、会社の経営上の重要な事項 

平成 17 年５月 24 日付で東洋アルミニウム株式会社との間で「業務提携包括契約」を締結いたしました。 
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３．経営成績及び財政状態 

 

（１）経営成績 

当連結会計年度における日本経済は、企業収益の改善を背景に設備投資が増加し、また個人消費も堅調に推移す

るなど景気は緩やかな回復基調を辿りました。 

アルミ箔業界におきましては、出荷実績はコンデンサー用箔や医薬品を中心とする化学品が好調だったものの、

食料品・日用品・たばこ並びに輸出が減少し、全体で前年実績を下回る結果となりました。また、アルミ地金価格

の急騰等の要因が更なるコスト増を招来し極めて厳しい状況が続いております。 

こうした中、当グループでは機械改良工事等の影響によるコンデンサー用箔販売の減少と、日用品を中心とした

輸入廉価製品の流入による同材料箔販売の減少により、連結売上高は167億75百万円(前連結会計年度比６億90百万

円、4.0％の減少)と前期実績を若干下回りました(なお、現状ではコンデンサー用箔の当該改良工事は完了いたし

ております)。 

しかしながら、徹底したコスト削減と生産効率の改善、原材料費の上昇の影響を最小限に抑えたこと等により、

経常利益は４億99百万円(前連結会計年度比３億62百万円、264.7％の増加)となりました。 

また、投資有価証券の売却により特別利益を計上いたしましたが、一方で役員退職慰労金制度の廃止に伴う引当

金や公正取引委員会審決に係る課徴金等に対する引当金を特別損失として計上し、当期純利益は３億32百万円(前

連結会計年度比23億42百万円の改善)となりました。 

これを事業セグメント別に見ますと、アルミニウム箔事業については、売上高は166億34百万円(前連結会計年度

比６億91百万円、4.0％の減少)、営業利益は５億62百万円(前連結会計年度比１億97百万円、54.0％の改善)となり、

不動産事業については、売上高は１億40百万円(前連結会計年度比０百万円、0.2％の増加)、営業利益は71百万円(前

連結会計年度比11百万円、18.9％の改善)となりました。 

 

（２）財政状態 

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ

８億 52 百万円増加し、当連結会計年度末には、14 億 18 百万円となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動の結果減少した資金は２億６百万円となり、前連結会計年度に比べ８億 84 百万円減少いたしました。

これは、主に仕入債務の減少によるものであります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果減少した資金は 78 百万円となり、前連結会計年度に比べ 12 億１百万円減少いたしました。これ

は、主に投資有価証券の売却による収入と有形固定資産の取得による支出によるものであります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動の結果得られた資金は11億36百万円となり、前連結会計年度に比べ27億20百万円増加いたしました。

これは、主に新株発行による収入によるものであります。 

 

（３）次期の見通し 

国内の景気は回復の傾向が続くと思われますが、原油価格や原材料価格の高騰など、引き続き予断を許さない状

況が続くことが予想されます。特にアルミ地金価格の高止まりという厳しい状況が予想される中で、当グループと

いたしましては、地金価格上昇分の適正価格の確保はもちろん、徹底したコスト削減、東洋アルミニウム株式会社

との業務提携によるシナジー効果の実現、生産体制の再構築、新製品の拡充等による収益力の増強により企業体質

の強化を図ってまいります。 

 

＜連結業績の見通し＞ 

売 上 高 18,200 百万円 (前年比 1,424 百万円増) 

経 常 利 益    150 百万円 (前年比   349 百万円減) 

当期純利益     90 百万円 (前年比   242 百万円減) 

 

＜単体業績の見通し＞ 

売 上 高 15,100 百万円 (前年比 1,739 百万円増) 

経 常 利 益    130 百万円 (前年比   283 百万円減) 

当期純利益     80 百万円 (前年比   186 百万円減) 

 



－ 7 － 

 

（４）事業等のリスク 

当グループの事業等に係るリスクに関し、経営成績及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるものは、以下の

ような事項があると考えております。 

なお、当該リスク情報につきましては、決算短信提出日現在の判断によるものであり、また、当グループの事業

上のリスクの全てを網羅するものではありません。 

 

① 災害や大規模停電等による影響 

当グループの製造拠点は、静岡県静岡市、神奈川県茅ヶ崎市、北海道苫小牧市にあり、万一、これらの地区で

操業を中断するような大規模な地震や停電その他の事象が発生した場合、お取引先はもとより業績にも多大な影

響が見込まれます。 

当グループでは、こうした不慮の災害に対処するため工場の地域リスク分散を図る他、製造ラインの中断によ

る影響を最小化するため、全ての設備における定期的な災害防止検査と設備点検を行っております。また万一、

被災した場合の影響を最小限に抑えるべく、地震保険の付保、地震防災対策マニュアルの制定や危機管理委員会

の開催、外注先との協力体制の構築、原材料購入先の管理、製造データのバックアップ体制の整備など、事前に

取りうる対策を多方面にわたり講じております。 

 

② 製品の品質による影響 

当社は、ＩＳＯ９００１の認証を取得いたしており、品質第一をモットーに事業活動全般における品質保証を

確保するための体制には十分な配慮をしております。重点分野である加工箔の主な需要先は、食料品メーカー、

医薬品メーカー、化学品メーカーであり、製品の品質に問題が発生した場合には、当グループの業績、財務状況、

社会的評価等に悪影響を及ぼす可能性があります。また、万一の製造のトラブルに対処するため、製造物責任賠

償保険に加入しております。 

 

③ 顧客動向による影響 

当グループの事業は、アルミニウム箔及びその加工品の製造販売を主な内容としております。 

当社の重点分野である加工箔につきましては、食料品メーカーや化学品メーカー等が需要先であるため、比較

的安定した受注を確保させていただいております。 

一方、アルミニウム箔のうち、コンデンサー用箔などにつきましては、電器業界など需要の動向により月毎の

販売量は大きく変動し、当グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

④ たばこを取り巻く環境の変化による影響 

当グループの総販売実績に占める日本たばこ産業株式会社向け売上高の割合は、当連結会計年度で 14.3％と

なっております。 

今後、喫煙に関する健康上の懸念から、たばこに関する国内外の規制が強化されたような場合には、当グルー

プの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑤ 原料価格の変動による影響 

当グループの主原料であるアルミ地金の価格は、市場の動向により変動いたします。当該価格変動に対しては

製品販売価格に転嫁することを基本としておりますが、一部製品につきましては価格上昇部分を転嫁することが

困難となる場合があります。当グループは当該影響を軽減するため、市場価格に連動した販売価格の設定や徹底

したコスト削減策の実施等により対処を図っておりますが、原料価格の変動は当グループの業績に影響を及ぼす

可能性があります。 
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４．連結財務諸表等 

 (1) 連結貸借対照表 

  
前連結会計年度末 

(平成 17 年３月 31 日現在) 

当連結会計年度末 

(平成 18 年３月 31 日現在) 

増減 

(△は減) 

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  6,787,117 59.4 7,857,577 63.3 1,070,459

  1. 現金及び預金  565,861 1,418,111  852,250

  2. 受取手形及び売掛金  3,785,140 4,152,959  367,818

  3. たな卸資産  2,174,100 2,117,530  △56,569

  4. その他  377,425 276,607  △100,818

    貸倒引当金  △115,409 △107,631  7,777

 Ⅱ 固定資産  4,629,533 40.6 4,557,697 36.7 △71,835

  1. 有形固定資産  4,219,468 37.0 4,299,111 34.6 79,642

   (1) 建物及び構築物 ※4 914,620 910,929  △3,690

   (2) 機械装置及び運搬具 ※4 581,224 629,967  48,742

   (3) 土地 ※4,5 2,686,754 2,686,754  ―

  (4) 建設仮勘定  7,490 24,040  16,550

  (5) その他 ※4 29,379 47,420  18,040

  2. 無形固定資産  10,438 0.1 7,685 0.1 △2,753

  3. 投資その他の資産  399,625 3.5 250,900 2.0 △148,725

  (1) 投資有価証券 ※3 262,726 115,380  △147,345

  (2) 長期貸付金  38,879 40,557  1,678

  (3) その他  143,632 109,684  △33,947

    貸倒引当金  △45,611 △14,721  30,889

資産合計  11,416,651 100.0 12,415,275 100.0 998,623
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前連結会計年度末 

(平成 17 年３月 31 日現在) 

当連結会計年度末 

(平成 18 年３月 31 日現在) 

増減 

(△は減) 

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  5,931,718 52.0 5,771,690 46.5 △160,028

  1. 支払手形及び買掛金  4,541,395 3,871,223  △670,171

  2. 短期借入金 ※4 658,192 959,800  301,608

  3. 一年以内返済予定長期借入金 ※4 290,120 373,472  83,352

  4. 未払法人税等  27,545 24,898  △2,647

  5. 賞与引当金  98,571 101,479  2,907

  6. 課徴金納付引当金  ― 130,939  130,939

  7. その他  315,893 309,876  △6,017

 Ⅱ 固定負債  6,829,557 59.8 6,191,897 49.9 △637,660

  1. 長期借入金 ※4 5,257,470 4,509,327  △748,143

  2. 繰延税金負債  25,212 285  △24,926

  3. 再評価に係る繰延税金負債  521,536 521,536  ―

  4. 退職給付引当金  765,935 886,046  120,111

  5. 役員退職慰労引当金  ― 79,500  79,500

  6. リース資産減損勘定  192,049 124,016  △68,033

  7. その他  67,354 71,185  3,830

負債合計  12,761,276 111.8 11,963,587 96.4 △797,689

 少数株主持分  3,887 0.0 3,902 0.0 14

(資本の部)    

 Ⅰ 資本金 ※6 3,059,989 26.8 780,599 6.3 △2,279,389

 Ⅱ 資本剰余金  1,095,216 9.6 750,000 6.0 △345,216

 Ⅲ 利益剰余金  △6,302,082 △55.2 △1,844,770 △14.8 4,457,312

 Ⅳ 土地再評価差額金 ※5 761,771 6.7 761,771 6.1 ―

 Ⅴ その他有価証券評価差額金  36,729 0.3 398 0.0 △36,331

 Ⅵ 自己株式 ※7 △137 △0.0 △213 △0.0 △76

資本合計  △1,348,512 △11.8 447,785 3.6 1,796,298

負債、少数株主持分及び資本合計  11,416,651 100.0 12,415,275 100.0 998,623
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 (2) 連結損益計算書 

  

前連結会計年度 

(自 平成 16 年４月 １日 

 至 平成 17 年３月 31 日) 

当連結会計年度 

(自 平成 17 年４月 １日 

 至 平成 18 年３月 31 日) 

増減 

(△は減) 

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  17,465,983 100.0 16,775,143 100.0 △690,840

Ⅱ 売上原価 ※2 14,824,870 84.9 14,107,709 84.1 △717,161

売上総利益  2,641,112 15.1 2,667,433 15.9 26,321

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1,2 2,215,632 12.7 2,033,450 12.1 △182,181

営業利益  425,480 2.4 633,982 3.8 208,502

Ⅳ 営業外収益  59,933 0.4 61,398 0.4 1,464

 1. 受取利息  1,526 1,350  △175

 2. 受取配当金  15,154 7,724  △7,430

 3. 受取補償金  1,591 14,321  12,729

 4. 受取保険配当金  13,069 ―  △13,069

 5. 消費税等戻入益  9,666 ―  △9,666

 6. 預託金償還益  ― 5,000  5,000

 7. 保証債務取崩益  ― 15,139  15,139

 8. その他  18,924 17,862  △1,062

Ⅴ 営業外費用  348,508 2.0 196,097 1.2 △152,410

 1. 支払利息  272,595 137,599  △134,996

 2. 売上割引  ― 29,512  29,512

 3. 手形売却損  11,421 3,655  △7,765

 4. 新株発行費  ― 4,930  4,930

 5. その他  64,490 20,399  △44,090

経常利益  136,905 0.8 499,283 3.0 362,378

Ⅵ 特別利益  2,444,603 14.0 63,434 0.4 △2,381,169

 1. 投資有価証券売却益  144,603 63,434  △81,169

 2. 債務免除益  2,300,000 ―  △2,300,000

Ⅶ 特別損失  5,865,988 33.6 204,959 1.3 △5,661,029

  1. 固定資産売却損 ※3 10,824 ―  △10,824

  2. 固定資産除却損 ※4 2,909 ―  △2,909

  3. 投資有価証券評価損  37,756 ―  △37,756

  4. 投資有価証券売却損  114,582 390  △114,191

  5. 役員退職慰労金  2,400 11,730  9,330

  6. 過年度役員退職慰労 
    引当金繰入額 

 ― 61,900  61,900

  7. 課徴金納付引当金繰入額  ― 130,939  130,939

  8. 減損損失 ※5 5,505,803 ―  △5,505,803

  9. 貸倒引当金繰入額  4,500 ―  △4,500

  10. 施設等利用権評価損  71,300 ―  △71,300

  11. たな卸資産評価損 ※6 103,812 ―  △103,812

  12. 子会社清算損  12,101 ―  △12,101

税金等調整前当期純利益又は 
税金等調整前当期純損失(△) 

 

 
△3,284,479 △18.8 357,758 2.1 3,642,238

法人税、住民税及び事業税  25,494 0.1 25,037 0.1 △456

法人税等調整額  △1,300,637 △7.4 ― ― 1,300,637

少数株主利益  367 0.0 14 0.0 △353

当期純利益又は当期純損失(△)  △2,009,704 △11.5 332,705 2.0 2,342,410
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 (3) 連結剰余金計算書 

  

前連結会計年度 

(自 平成 16 年４月 １日 

 至 平成 17 年３月 31 日) 

当連結会計年度 

(自 平成 17 年４月 １日 

 至 平成 18 年３月 31 日) 

増減 

(△は減) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

(資本剰余金の部)   

 Ⅰ 資本剰余金期首残高  1,095,216 1,095,216 ―

 Ⅱ 資本剰余金増加高   

  1. 増資による新株の発行  ― ― 750,000 750,000 750,000

 Ⅲ 資本剰余金減少高   

  1. 資本準備金取崩額  ― ― 1,095,216 1,095,216 1,095,216

 Ⅳ 資本剰余金期末残高  1,095,216 750,000 △345,216

(利益剰余金の部)   

 Ⅰ 利益剰余金期首残高  △6,185,756 △6,302,082 △116,325

 Ⅱ 利益剰余金増加高   

  1. 当期純利益  ― 332,705  

  2. 資本準備金取崩による増加高  ― 1,095,216  

  3. 資本金減少による欠損填補額  ― 3,029,389  

  4. 土地再評価差額金取崩額  1,899,750 1,899,750 ― 4,457,312 2,557,562

 Ⅲ 利益剰余金減少高   

  1. 当期純損失  2,009,704 ―  

  2. 連結子会社減少に伴う利益剰 

    余金減少高 
 

 

6,371 2,016,076 ― ― △2,016,076

 Ⅳ 利益剰余金期末残高  △6,302,082 △1,844,770 4,457,312
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 (4) 連結キャッシュ･フロー計算書 

  

前連結会計年度 

(自 平成 16 年４月 １日 

 至 平成 17 年３月 31 日) 

当連結会計年度 

(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(千円) 金額(千円) 

Ⅰ．営業活動によるキャッシュ・フロー    

 1．税金等調整前当期純利益又は税金等 

   調整前当期純損失(△) 
 △3,284,479 357,758 

 2．減価償却費  256,848 146,608 

 3．減損損失  5,505,803 ― 

 4．貸倒引当金の増加額(△減少額)  98,066 △38,667 

 5．賞与引当金の増加額  2,876 2,907 

 6. 課徴金納付引当金の増加額  ― 130,939 

 7．退職給付引当金の増加額  233,746 120,111 

 8. 役員退職慰労引当金の増加額  ― 79,500 

 9．受取利息及び受取配当金  △16,681 △9,074 

 10．支払利息  272,595 137,599 

 11．債務免除益 ※3 △2,300,000 ― 

 12．施設等利用権評価損  71,300 ― 

 13．固定資産売却損  10,824 ― 

 14．固定資産除却損  2,909 ― 

 15．投資有価証券評価損  37,756 ― 

 16．投資有価証券売却益  △144,603 △63,434 

 17．投資有価証券売却損  114,582 390 

 18．たな卸資産評価損  103,812 ― 

 19．子会社清算損  12,101 ― 

 20．売上債権の増加額  △28,211 △367,818 

 21．たな卸資産の減少額(△増加額)  △30,448 56,569 

 22．仕入債務の減少額  △26,837 △672,525 

 23．その他  55,763 67,128 

小   計  947,723 △52,007 

 24．利息及び配当金の受取額  16,789 9,093 

 25．利息の支払額  △261,169 △135,799 

 26．法人税等の支払額  △25,559 △27,684 

営業活動によるキャッシュ・フロー  677,784 △206,398 

Ⅱ．投資活動によるキャッシュ・フロー    

 1．定期預金の預入による支出  △1,800 △500,000 

 2．定期預金の払戻による収入  116,927 500,000 

 3．投資有価証券の取得による支出  △1,561 △1,344 

 4．投資有価証券の売却による収入  1,096,975 150,477 

 5．連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 
売却による収入 

※2 14,718 ― 

 6．有形固定資産の取得による支出  △111,584 △227,018 

 7．有形固定資産の売却による収入  6,449 ― 

 8．無形固定資産の取得による支出  △6,370 ― 

 9．貸付けによる支出  △10,500 △9,890 

 10．貸付金の回収による収入  20,179 9,683 

投資活動によるキャッシュ・フロー  1,123,434 △78,091 

Ⅲ．財務活動によるキャッシュ・フロー    

 1．短期借入金の純増減額  △1,443,384 301,608 

 2. 長期借入による収入  ― 20,000 

 3. 長期借入金の返済による支出  △140,684 △484,791 

 4. 株式の発行による収入  ― 1,300,000 

 5．自己株式の取得による支出  △89 △76 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △1,584,158 1,136,740 

Ⅳ．現金及び現金同等物に係る換算差額  ― ― 

Ⅴ．現金及び現金同等物増加額(△減少額)  217,061 852,250 

Ⅵ．現金及び現金同等物の期首残高  348,800 565,861 

565,861 1,418,111 Ⅶ．現金及び現金同等物の期末残高 ※1
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 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 

前連結会計年度 

(自 平成 16 年４月 １日 

 至 平成 17 年３月 31 日) 

当連結会計年度 

(自 平成 17 年４月 １日 

 至 平成 18 年３月 31 日) 

１．連結の範囲に関する事項 (1)連結子会社４社 

  東海アルミ工業㈱・㈱東海アルミ箔北

海道・東海箔加工㈱・アルファミック㈱

  なお、前連結会計年度まで連結子会社

でありました東名技建㈱は、平成 16 年

10 月 29 日に株式を売却したため、連結

子会社より除外いたしました。 

(1)連結子会社４社 

  東海アルミ工業㈱・㈱東海アルミ箔北

海道・東海箔加工㈱・アルファミック㈱

 (2)非連結子会社 

  東海アルミ産業㈱ 

  なお、前連結会計年度まで非連結子会

社でありました神崎運送㈱は、平成 16

年 10 月 22 日に清算を完了いたしまし

た。 

(連結の範囲から除いた理由) 

  非連結子会社は、小規模会社であり、

総資産、売上高、当期純損益及び利益剰

余金等は、いずれも連結財務諸表に重要

な影響を及ぼしていないためでありま

す。 

(2)非連結子会社 

  東海アルミ産業㈱ 

  なお、東海アルミ産業㈱は平成 18 年

４月 28 日開催の取締役会において解散

を決議し清算手続き中であります。 

 

(連結の範囲から除いた理由) 

    同左 

２．持分法の適用に関する事項 (1)持分法を適用していない非連結子会社

  東海アルミ産業㈱ 

 

 

 

(2)持分法を適用していない関連会社 

  中川アルミ加工㈱ 

(持分法を適用しない理由) 

  なお、持分法を適用していない非連結

子会社及び関連会社は、それぞれ当期純

損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が

軽微であり、かつ、全体としても重要性

がないためであります。 

(1)持分法を適用していない非連結子会社

  東海アルミ産業㈱ 

  なお、東海アルミ産業㈱は平成 18 年

４月 28 日開催の取締役会において解散

を決議し清算手続き中であります。 

(2)持分法を適用していない関連会社 

    同左 

(持分法を適用しない理由) 

    同左 

３．連結子会社の事業年度等に

  関する事項 

  連結子会社の事業年度末日と連結決

算日は一致しております。 

    同左 

４．会計処理基準に関する事項 (1)重要な資産の評価基準及び評価方法 

 ①有価証券 

 その他有価証券 

  時価のあるもの 

   連結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 

 製品及び仕掛品 

  主として総平均法による低価法 

 原材料 

  主として移動平均法による低価法 

 貯蔵品 

  総平均法による原価法 

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法 

 ①有価証券 

 その他有価証券 

  時価のあるもの 

    同左 

 

 

 

  時価のないもの 

    同左 

 ②たな卸資産 

    同左 
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項目 

前連結会計年度 

(自 平成 16 年４月 １日 

 至 平成 17 年３月 31 日) 

当連結会計年度 

(自 平成 17 年４月 １日 

 至 平成 18 年３月 31 日) 

 (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法

 ①有形固定資産………定額法 

 ②無形固定資産………定額法 

  なお、営業権については、商法施行規

則に規定する最長期間(５年間)にわた

り均等償却し、自社利用のソフトウェア

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おります。 

 ③長期前払費用………定額法 

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法

 ①有形固定資産………定額法 

 ②無形固定資産………定額法 

    同左 

 

 

 

 

 ③長期前払費用………定額法 

 (3)重要な引当金の計上基準 

 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。 

 ②賞与引当金 

  従業員に対する賞与の支払に備える

ため、支給見込額のうち当連結会計年度

の負担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、当連

結会計年度末における退職給付債務及

び年金資産の額に基づき計上しており

ます。 

  なお、親会社は会計基準変更時差異

(821,092 千円)については、15 年による

按分額を費用処理しております。 

 ⑤     ――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)重要な引当金の計上基準 

 ①貸倒引当金 

    同左 

 

 

 

 

 ②賞与引当金 

    同左 

 

 

 ③課徴金納付引当金 

  独占禁止法の規定に基づく排除勧告

を応諾したことを受け、課徴金納付引当

金を計上しております。 

 ④退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務及

び年金資産の額に基づき計上しており

ます。 

  なお、当社は会計基準変更時差異

(821,092 千円)については、15 年による

按分額を費用処理しております。 

 ⑤役員退職慰労引当金 

  当社は平成18年４月28日開催の取締

役会において、平成18年３月期に係る定

時株主総会の日をもって役員退職慰労

金制度を廃止することとし、当連結会計

年度までの在任期間中の職務遂行の対

価部分相当を、支給すべき退職慰労金の

額として決定したことにより、当該金額

を引当計上しております。 

 (4)重要な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。 

(4)重要なリース取引の処理方法 

    同左 

 (5)その他連結財務諸表作成のための重要

  な事項 

   消費税等の会計処理 

    税抜方式によっております。 

(5)その他連結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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項目 

前連結会計年度 

(自 平成 16 年４月 １日 

 至 平成 17 年３月 31 日) 

当連結会計年度 

(自 平成 17 年４月 １日 

 至 平成 18 年３月 31 日) 

５．連結子会社の資産及び負債

  の評価に関する事項 

  全面時価評価法を採用しております。     同左 

６．利益処分項目等の取扱いに

  関する事項 

  連結剰余金計算書は、連結会社の利益

処分について連結会計年度中に確定し

た利益処分に基づいて作成しておりま

す。 

    同左 

７．連結キャッシュ・フロー計

  算書における資金の範囲 

  連結キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金(現金及び現金同等物)は、手許現

金、随時引き出し可能な預金及び容易に

換金可能であり、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する

短期投資からなっております。 

    同左 

 

 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前連結会計年度 

(自 平成 16 年４月 １日 

 至 平成 17 年３月 31 日) 

当連結会計年度 

(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) 

 当連結会計年度から「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。 

 これにより税金等調整前当期純利益が 5,505,803 千円減

少しております。 

 なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務諸

表規則に基づき当該各資産の金額から直接控除しておりま

す。 

―――――― 

―――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (役員退職慰労引当金) 

 役員退職慰労金については、従来退任時に計上しており

ましたが、当社は平成18年４月28日開催の取締役会におい

て、平成18年３月期に係る定時株主総会の日をもって役員

退職慰労金制度を廃止することとし、当連結会計年度まで

の在任期間中の職務遂行の対価部分相当を、支給すべき退

職慰労金の額として決定したことにより、当該金額を引当

計上することに変更しております。 

 この変更により、当連結会計年度の発生額17,600千円は

一般管理費に計上し、過年度対応額61,900千円は特別損失

に計上しております。 

 この結果、従来の方法と比較して、営業利益及び経常利

益はそれぞれ 17,600 千円減少し、税金等調整前当期純利益

は 79,500 千円減少しております。 

 なお、当社の取締役会の決定が平成 18 年４月 28 日であ

ったことから当中間連結会計期間においては従来の方法に

よっております。変更後の方法によった場合と比較して、

営業利益及び経常利益が 8,600 千円、税金等調整前中間純

利益が 70,500 千円多く計上されております。 
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注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度末 

(平成 17 年３月 31 日現在) 

当連結会計年度末 

(平成 18 年３月 31 日現在) 

 １ 有形固定資産の減価償却累計額 11,472,387千円  １ 有形固定資産の減価償却累計額 11,603,535千円 

 ２ 受取手形割引高 664,981 千円  ２ 受取手形割引高 199,093 千円 

※３ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとお

りであります。 

投資有価証券 10,190 千円 

※３ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとお

りであります。 

投資有価証券 10,190 千円 

※４ 担保資産及び対応債務 

   担保に供されている資産は次のとおりであります。 

 千円 千円

土地 2,681,885 (2,590,311)

建物及び構築物 815,172 (617,683)

機械装置及び運搬具 536,488 (536,488)

有形固定資産その他 14,499 (14,499)

計 4,048,045 (3,758,982)

 上記に対応する債務は次のとおりであります。 

 千円 千円

短期借入金 658,192 (―)

長期借入金 

(一年以内返済予定

分を含む) 

5,547,590 (3,758,982)

計 6,205,782 (3,758,982)

 上記のうち（ ）内書は工場財団抵当並びに当該債務を示

しております。 

※４ 担保資産及び対応債務 

   担保に供されている資産は次のとおりであります。 

 千円 千円

土地 2,681,885 (2,590,311)

建物及び構築物 815,870 (629,260)

機械装置及び運搬具 546,298 (546,298)

有形固定資産その他 22,276 (22,276)

計 4,066,331 (3,788,146)

 上記に対応する債務は次のとおりであります。 

 千円 千円

短期借入金 629,800 (―)

長期借入金 

(一年以内返済予定

分を含む) 

4,867,839 (4,846,071)

計 5,497,639 (4,846,071)

 上記のうち（ ）内書は工場財団抵当並びに当該債務を示

しております。 

※５ 土地の再評価 

   土地の再評価に関する法律(平成 10 年３月 31 日公布

法律第 34 号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、

土地再評価差額金を資本の部に計上しております。 

  再評価の方法 

   土地の再評価に関する法律施行令(平成 10 年３月 31

日公布政令第 119 号)第２条第３号に定める地方税法

(昭和25年法律第226号)第 341条第10号の土地課税台

帳又は同条第 11 号の土地補充課税台帳に登録されてい

る価格に基づいて、奥行補正等合理的な調整を行って算

定するほか、第４号に定める地価税法(平成３年法律第

69 号)第 16 条に規定する地価税の課税価格の計算の基

礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定

めて公表した方法により算定した価額に基づいて算定

しております。 

  再評価を行った年月日     平成 12 年３月 31 日 

※５ 土地の再評価 

   土地の再評価に関する法律(平成 10 年３月 31 日公布

法律第 34 号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、

土地再評価差額金を資本の部に計上しております。 

  再評価の方法 

   土地の再評価に関する法律施行令(平成 10 年３月 31

日公布政令第 119 号)第２条第３号に定める地方税法

(昭和25年法律第226号)第 341条第10号の土地課税台

帳又は同条第 11 号の土地補充課税台帳に登録されてい

る価格に基づいて、奥行補正等合理的な調整を行って算

定するほか、第４号に定める地価税法(平成３年法律第

69 号)第 16 条に規定する地価税の課税価格の計算の基

礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定

めて公表した方法により算定した価額に基づいて算定

しております。 

  再評価を行った年月日     平成 12 年３月 31 日 

※６ 発行済株式総数 

普通株式 44,199,792 株 

※６ 発行済株式総数 

普通株式 

優先株式 

7,669,979 株

170,000 株 

※７ 自己株式の保有数 

   連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式の

数は、以下のとおりであります。 

普通株式 2,904 株 

※７ 自己株式の保有数 

   連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式の

数は、以下のとおりであります。 

普通株式 401 株 
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（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 

(自 平成 16 年４月 １日 

 至 平成 17 年３月 31 日) 

当連結会計年度 

(自 平成 17 年４月 １日 

 至 平成 18 年３月 31 日) 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は、次の

とおりであります。 

荷造・運送費 631,222 千円

貸倒引当金繰入額 101,004 

給料手当 556,050 

賞与引当金繰入額 40,558 

退職給付費用 97,054 

減価償却費 35,960  

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は、次の

とおりであります。 

荷造・運送費 609,095 千円

貸倒引当金繰入額 2,362 

給料手当 415,900 

賞与引当金繰入額 12,245 

退職給付費用 69,827 

役員退職慰労引当金繰入額 17,600 

減価償却費 14,735  

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 

 97,273 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 

 82,261 千円 

※３ 固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。 

土地 5,123 千円

電話加入権 5,700 

計 10,824  

※３         ――――― 

※４ 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。 

建物及び構築物 1,404 千円

機械装置及び運搬具 1,467 

その他 37 

計 2,909  

※４         ――――― 

※５ 減損損失 

   当グループは、以下の資産グループについて減損損失

を計上いたしました。 

場所 用途 種類 

蒲原 

工場 

アルミニウム

箔圧延設備 

土地・建物及び構築物・機械装置及

び運搬具・有形固定資産その他・無

形固定資産・リース資産 

茅ヶ崎 

工場 

アルミニウム

箔加工設備 

土地・建物及び構築物・機械装置及

び運搬具・有形固定資産その他・無

形固定資産・リース資産 

矢畑 

工場 

アルミニウム

箔加工設備 

土地・建物及び構築物・機械装置及

び運搬具・有形固定資産その他・無

形固定資産・リース資産 

苫小牧 

工場 

アルミニウム

箔加工設備 

建物及び構築物・機械装置及び運搬

具・有形固定資産その他 

  当グループは、アルミニウム箔事業においては、圧延箔

と加工箔の製造設備を、不動産事業においては、賃貸用

不動産を、それぞれ独立したキャッシュ・フローを生み

出す単位として資産のグルーピングを行っております。 

  帳簿価額に対する時価の著しい下落及び収益性の低下

により、当該資産グループの帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額を減損損失(5,505,803 千円)として

特別損失に計上いたしました。 

※５         ――――― 
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前連結会計年度 

(自 平成 16 年４月 １日 

 至 平成 17 年３月 31 日) 

当連結会計年度 

(自 平成 17 年４月 １日 

 至 平成 18 年３月 31 日) 

  減損損失の内訳は、土地 3,195,800 千円、建物及び構築

物 1,590,017 千円、機械装置及び運搬具 319,561 千円、そ

の他 133,824 千円、無形固定資産 21,818 千円、リース資

産 244,782 千円であります。 

  なお、当資産グループの回収可能価額は使用価値により

測定しており、将来キャッシュ・フローを 11.5％で割り

引いて算定しております。 

 

※６ たな卸資産評価損の内容は、次のとおりであります。

製品 18,944 千円

仕掛品 57,719 

貯蔵品 27,149 

計 103,812  

※６         ――――― 

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度 

(自 平成 16 年４月 １日 

 至 平成 17 年３月 31 日) 

当連結会計年度 

(自 平成 17 年４月 １日 

 至 平成 18 年３月 31 日) 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 565,861 千円

預入期間が３ヶ月を 

超える定期預金 
― 

現金及び現金同等物 565,861 
 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 1,418,111 千円

預入期間が３ヶ月を 

超える定期預金 
― 

現金及び現金同等物 1,418,111 
 

※２ 株式の売却により連結範囲から除外となった会社の

資産及び負債の主な内訳 

 株式の売却により東名技建㈱を連結範囲から除外し

たことに伴う資産及び負債の内訳並びに株式の売却価

額と株式の売却による収入(純額)との関係は次のとお

りであります。 

流動資産 197,695 千円

固定資産 7,713 

流動負債 △137,815 

固定負債 △5,020 

少数株主持分 △1,985 

連結除外に伴う利益 
剰余金減少高 

△6,371 

投資有価証券売却損 △28,081 

売却後簿価 △3,533 

株式の譲渡価額 22,600 

現金及び現金同等物 △7,881 

譲渡による収入 14,718 
 

 
※２         ――――― 

※３ 重要な非資金取引の内容 

債務免除による短期 

借入金減少額 
1,932,282 千円

債務免除による長期 

借入金減少額 
367,717 

計 2,300,000 
 

 
※３         ――――― 
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（セグメント情報） 

１．事業の種類別セグメント情報 

 前連結会計年度(自 平成 16 年４月１日 至 平成 17 年３月 31 日) 

 
ｱﾙﾐﾆｳﾑ箔事業

(千円) 

不動産事業 

(千円) 
計(千円) 

消去又は全社 

(千円) 
連結(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益 

  売上高 

  (1)外部顧客に対する売上高 

  (2)ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上高又は振替高 

 

 

17,325,361 

― 

 

 

140,621 

― 

 

 

17,465,983 

― 

 

 

― 

― 

 

 

17,465,983 

― 

計 17,325,361 140,621 17,465,983 ― 17,465,983 

  営業費用 16,960,099 80,404 17,040,503 ― 17,040,503 

  営業利益 365,262 60,217 425,480 ― 425,480 

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失及び 
資本的支出 

     

  資産 10,276,273 325,515 10,601,788 814,862 11,416,651 

  減価償却費 236,816 20,031 256,848 ― 256,848 

  減損損失 5,505,803 ― 5,505,803 ― 5,505,803 

  資本的支出 81,652 527 82,180 ― 82,180 

（注）１．事業区分は内部管理上採用している区分によっております。 

   ２．各事業の主な内容 

    (1) アルミニウム箔事業……アルミニウム箔及びその関連製品の製造及び販売 

    (2) 不動産事業………………ビルの賃貸及び管理 

   ３．資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産(814,862 千円)の主なものは、当グループでの余資運用資金(現預

金)及び長期投資資金(投資有価証券)に係る資産等であります。 

   ４．減価償却費には長期前払費用に係る償却額が含まれております。 

 

 当連結会計年度(自 平成 17 年４月１日 至 平成 18 年３月 31 日) 

 
ｱﾙﾐﾆｳﾑ箔事業

(千円) 

不動産事業 

(千円) 
計(千円) 

消去又は全社 

(千円) 
連結(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益 

  売上高 

  (1)外部顧客に対する売上高 

  (2)ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上高又は振替高 

 

 

16,634,296 

― 

 

 

140,846 

― 

 

 

16,775,143 

― 

 

 

― 

― 

 

 

16,775,143 

― 

計 16,634,296 140,846 16,775,143 ― 16,775,143 

  営業費用 16,071,886 69,273 16,141,160 ― 16,141,160 

  営業利益 562,410 71,572 633,982 ― 633,982 

Ⅱ 資産、減価償却費及び 
資本的支出 

      

  資産 10,579,663 315,843 10,895,507 1,519,767 12,415,274 

  減価償却費 133,591 12,937 146,528 ― 146,528 

  資本的支出 221,980 1,491 223,471 ― 223,471 

（注）１．事業区分は内部管理上採用している区分によっております。 

   ２．各事業の主な内容 

    (1) アルミニウム箔事業……アルミニウム箔及びその関連製品の製造及び販売 

    (2) 不動産事業………………ビルの賃貸及び管理 

   ３．資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産(1,519,767 千円)の主なものは、当グループでの余資運用資金(現

預金)及び長期投資資金(投資有価証券)に係る資産等であります。 

   ４．減価償却費には長期前払費用に係る償却額が含まれております。 
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２．所在地別セグメント情報 

   前連結会計年度(自 平成 16 年４月１日 至 平成 17 年３月 31 日)、当連結会計年度(自 平成 17 年４月１日 至 平成 18

年３月 31 日) 

   本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当する事項はありません。 

 

３．海外売上高 
   前連結会計年度(自 平成 16 年４月１日 至 平成 17 年３月 31 日)、当連結会計年度(自 平成 17 年４月１日 至 平成 18

年３月 31 日) 

   海外売上高が、いずれも連結売上高の 10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 
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（リース取引関係） 

前連結会計年度 

(自 平成 16 年４月 １日 

 至 平成 17 年３月 31 日) 

当連結会計年度 

(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、

減損損失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、

減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

 取得価額

相当額 

 

(千円) 

減価償却

累計額相

当額 

(千円) 

減損損失

累計額相

当額 

(千円) 

期末残高

相当額 

 

(千円) 

機械装置

及び運搬

具 

1,007,654 812,897 124,711 70,045

(有形固定

資産)その

他 

171,920 112,129 59,791 ―

無形固定

資産 
42,090 34,543 7,546 ―

合計 1,221,664 959,569 192,049 70,045
 

 取得価額

相当額 

 

(千円) 

減価償却

累計額相

当額 

(千円) 

減損損失

累計額相

当額 

(千円) 

期末残高

相当額 

 

(千円) 

機械装置

及び運搬

具 

827,361 520,200 85,210 221,950

(有形固定

資産)その

他 

189,590 124,761 33,580 31,248

無形固定

資産 
11,610 6,385 5,224 ―

合計 1,028,562 651,347 124,016 253,198
 

  (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等 

１年以内 79,960 千円

１年超 182,134 

合計 262,094 
 

リース資産減損勘定期末残高 192,049 千円
 

２．未経過リース料期末残高相当額等 

１年以内 91,354 千円

１年超 285,859 

合計 377,214 
 

リース資産減損勘定期末残高 124,016 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、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額及び減損損失 

支払リース料 134,041 千円

リース資産減損勘定の取崩額 52,733 

減価償却費相当額 134,041 

減損損失 244,782 
 

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額及び減損損失 

支払リース料 98,243 千円

リース資産減損勘定の取崩額 68,033 

減価償却費相当額 98,243 

減損損失 ― 
 

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。 

４．減価償却費相当額の算定方法 

   同 左 
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（関連当事者との取引） 

前連結会計年度(自 平成 16 年４月１日 至 平成 17 年３月 31 日) 

親会社及び法人主要株主等 

関係内容 
属性 

会社等 

の名称 
住所 資本金 事業の内容 

議決権等の

被所有割合 役員の兼任等 事業上の関係

日本軽金属

株式会社 
東京都品川区 

千円

39,084,654

アルミナ、アルミ

ニウム地金、アル

ミニウム板、押出

材の製造・販売 

直接 間接

19％ ０％
転籍２名 

原材料の購入

及び支給他 

取引の内容 取引金額 科目 期末残高 

 原材料の購入 4,719,086 千円  支払手形及び買掛金 1,646,404 千円

 受取手形及び売掛金 289,481 千円

その他
の関係
会社 

 原材料の支給他 2,063,871 千円
 その他 136,479 千円

 

 取引条件ないし取引条件の決定基準等 

  原材料の購入及び支給他については、価格その他の取引条件は、市況を勘案し、当社と関連を有しない他の当事者と同様の 

 条件によっております。 

 

 

当連結会計年度(自 平成 17 年４月１日 至 平成 18 年３月 31 日) 

親会社及び法人主要株主等 

関係内容 
属性 

会社等 

の名称 
住所 資本金 事業の内容 

議決権等の

被所有割合 役員の兼任等 事業上の関係

日本軽金属

株式会社 
東京都品川区 

千円

39,084,654

アルミナ、アルミ

ニウム地金、アル

ミニウム板、押出

材の製造・販売 

直接 間接

53％ ０％
転籍２名 

原材料の購入

及び支給他 

取引の内容 取引金額 科目 期末残高 

 支払手形及び買掛金 1,093,005 千円
 原材料の購入 3,892,020 千円

 その他 387 千円

 受取手形及び売掛金 132,634 千円

親会社 

 原材料の支給他 1,627,716 千円
 その他 111,681 千円

 

 取引条件ないし取引条件の決定基準等 

  原材料の購入及び支給他については、価格その他の取引条件は、市況を勘案し、当社と関連を有しない他の当事者と同様の 

 条件によっております。 
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（税効果会計関係） 

前連結会計年度末 

(平成 17 年３月 31 日現在) 

当連結会計年度末 

(平成 18 年３月 31 日現在) 

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) 

 投資有価証券 38,576 千円

 退職給付引当金 305,770 

 繰越欠損金 1,366,028 

 貸倒引当金 56,469 

 その他 105,155 

 繰延税金資産小計 1,872,001 

 評価性引当額 △1,872,001 

 繰延税金資産合計 ―  

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 361,522 千円

 繰越欠損金 220,732 

 貸倒引当金 25,859 

 課徴金納付引当金 53,213 

 役員退職慰労引当金 31,536 

 その他 145,661 

 繰延税金資産小計 838,526 

 評価性引当額 △838,526 

 繰延税金資産合計 ―  

 

(繰延税金負債) 

 その他有価証券評価差額金 25,212 千円

  

(再評価に係る繰延税金負債)  

 土地再評価差額金 521,536 千円 

 

(繰延税金負債) 

 その他有価証券評価差額金 285 千円

  

(再評価に係る繰延税金負債)  

 土地再評価差額金 521,536 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 

   当期純損失を計上しているため記載を省略しており

ます。 

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 40.6 ％

 （調整） 

 交際費等永久に損金 
 に算入されない項目 1.7 ％

 住民税均等割等 3.2 ％

 評価性引当額の増減 △38.6 ％

 その他 0.0 ％

 税効果会計適用後の 
 法人税等の負担率 

7.0 ％
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（有価証券関係） 

 有価証券 

 １．その他有価証券で時価のあるもの 

前連結会計年度 

(平成 17 年３月 31 日現在) 

当連結会計年度 

(平成 18 年３月 31 日現在) 

区分 

 

 

取得原価 

 

(千円) 

連結決算日

における連

結貸借対照

表計上額 

(千円) 

 

 

差額 

 

(千円) 

 

 

取得原価 

 

(千円) 

連結決算日 

における連 

結貸借対照 

表計上額 

(千円) 

 

 

差額 

 

(千円) 

連結貸借対照表計上 

額が取得原価を超え 

るもの 

 ① 株式 

 ② 債券 

 ③ その他 

 

 

 

81,492 

― 

― 

 

 

 

143,530 

― 

― 

 

 

 

62,038 

― 

― 

 

 

 

2,401 

― 

― 

 

 

 

3,085 

― 

― 

 

 

 

683 

― 

― 

小計 81,492 143,530 62,038 2,401 3,085 683 

連結貸借対照表計上 

額が取得原価を超え 

ないもの 

 ① 株式 

 ② 債券 

 ③ その他 

 

 

 

6,996 

― 

― 

 

 

 

6,900 

― 

― 

 

 

 

△96 

― 

― 

 

 

 

― 

― 

― 

 

 

 

― 

― 

― 

 

 

 

― 

― 

― 

小計 6,996 6,900 △96 ― ― ― 

合計 88,488 150,430 61,941 2,401 3,085 683 

 

 

 ２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

区分 

前連結会計年度 

(自 平成 16 年４月 １日 

 至 平成 17 年３月 31 日) 

当連結会計年度 

(自 平成 17 年４月 １日 

 至 平成 18 年３月 31 日) 

売却額(千円) 1,096,975 150,477 

売却益の合計額(千円) 144,603 63,434 

売却損の合計額(千円) 114,582 390 

 

 

 ３．時価評価されていない主な有価証券 

前連結会計年度 

(平成 17 年３月 31 日現在) 

当連結会計年度 

(平成 18 年３月 31 日現在) 
区分 

連結貸借対照表計上額(千円) 連結貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券 

 ① 非上場株式 

 ② 非上場外国債券 

 ③ ＭＭＦ 

 

102,295 

― 

― 

 

102,295 

― 

― 

合計 102,295 102,295 

 

 

 

（デリバティブ取引関係） 

  当グループはデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 
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（退職給付関係） 

前連結会計年度 

(自 平成 16 年４月 １日 

 至 平成 17 年３月 31 日) 

当連結会計年度 

(自 平成 17 年４月 １日 

 至 平成 18 年３月 31 日) 

１．採用している退職給付制度の概要 

   親会社及び一部の連結子会社は、確定給付型の制度

として、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設け

ております。 

１．採用している退職給付制度の概要 

   当社及び一部の連結子会社は、確定給付型の制度と

して、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けて

おります。 

２．退職給付債務に関する事項 

退職給付債務 △1,333,194千円

年金資産 19,864 

退職給付引当金 △765,935 

会計基準変更時差異の未処理額 547,395 
 

２．退職給付債務に関する事項 

退職給付債務 △1,419,295千円

年金資産 40,593 

退職給付引当金 △886,046 

会計基準変更時差異の未処理額 492,655 
 

   なお、親会社及び連結子会社は退職給付債務の算定

にあたり、簡便法を採用しております。 

   なお、当社及び連結子会社は退職給付債務の算定に

あたり、簡便法を採用しております。 

３．退職給付費用に関する事項 

勤務費用 319,644千円

会計基準変更時差異の費用処理額 54,739 

退職給付費用 374,384 
 

３．退職給付費用に関する事項 

勤務費用 198,395千円

会計基準変更時差異の費用処理額 54,739 

退職給付費用 253,134 
 

   なお、親会社及び連結子会社は退職給付費用の算定

にあたり、簡便法を採用しております。 

   なお、当社及び連結子会社は退職給付費用の算定に

あたり、簡便法を採用しております。 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

   親会社及び連結子会社は退職給付費用の算定にあた

り、簡便法を採用しておりますので基礎率等について

は記載しておりません。 

   会計基準変更時差異の処理年数      15年 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

   当社及び連結子会社は退職給付費用の算定にあた

り、簡便法を採用しておりますので基礎率等について

は記載しておりません。 

   会計基準変更時差異の処理年数      15年 
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（継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況） 

前連結会計年度 

(自 平成 16 年４月 １日 

 至 平成 17 年３月 31 日) 

当連結会計年度 

(自 平成 17 年４月 １日 

 至 平成 18 年３月 31 日) 

 当グループは、平成 12 年度を初年度とする「再建３カ年

計画」をはじめ、平成 15 年４月からは「新中期経営計画」

をスタートさせるなど、グループ一丸となって業績の回復

に努めてまいりました。その結果、個別では経常損益での

黒字が定着し、平成 15 年度には連結でも経常損益が黒字転

換するなど収益構造は大幅に改善してまいりました。しか

し、当社がアルミニウム箔のパイオニアとして長期的な競

争力を備えたメーカーとしての使命を全うするには、早急

に過剰債務の解消や資本増強等、抜本的な財務体質改善策

を実施し、強固な経営基盤を確立することが必要と判断す

るに至り、平成 16 年 11 月 22 日に「新再建計画」を策定し

公表いたしました。 

 同計画に沿い、当連結会計年度では減損会計の早期適用

を実施するなど、保有する資産の見直しを行うことによっ

て、5,865,988 千円の特別損失を計上いたしましたが、一方

では「私的整理に関するガイドライン」に基づく金融支援

の一環として株式会社横浜銀行から 2,300,000 千円の債務

免除を受けるなどの特別利益も計上いたしました。それら

の結果、最終的に 2,009,704 千円の当期純損失を計上し

1,348,512 千円の債務超過となりましたので、当グループに

は継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しておりま

す。 

 しかしながら、上記「新再建計画」による財務基盤強化

策として、株式会社横浜銀行及び日本軽金属株式会社を引

受先とし平成 17 年５月 11 日を払込期日とする合計

1,500,000 千円の第三者割当増資を実施いたしましたので、

債務超過の状況は既に解消しております。また、今後も引

き続き「新再建計画」を確実に実行していくことにより、

さらなる財務体質の改善を図る予定であります。 

 従って、連結財務諸表は継続企業を前提として作成され

ており、前述の重要な疑義の影響を連結財務諸表には反映

しておりません。 

――――― 
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 （１株当たり情報） 

前連結会計年度 

(自 平成 16 年４月 １日 

 至 平成 17 年３月 31 日) 

当連結会計年度 

(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 △30.51円

 

１株当たり純資産額 △52.44円

 

１株当たり当期純損失 45.47円

 

 

１株当たり当期純利益 44.97円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 37.41円

 
 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

１株当たり当期純損失であり、また、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４月27日付で普通株式10株を１株に併合

しております。 

 なお、当該株式併合が前期首に行われたと仮定した場合の

前連結会計年度の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 △305.11円

１株当たり当期純損失 454.71円

  (注) なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につ

いては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在

株式が存在しないため記載しておりません。 

  (注) １株当たり当期純利益又は当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎 

項目 

前連結会計年度 

(自 平成 16 年４月 １日 

 至 平成 17 年３月 31 日)

当連結会計年度 

(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又は当期純損失(△)  

 連結損益計算書上の当期純利益 

 又は当期純損失(△) 
(千円) △2,009,704 332,705

 普通株式に係る当期純利益 

 又は当期純損失(△) 
(千円) △2,009,704 332,705

 普通株主に帰属しない金額 (千円) ― ―

 普通株式の期中平均株式数 (株) 44,197,802 7,398,758

潜在株式調整後１株当たり当期純利益  

 当期純利益調整額 (千円) ― ―

 普通株式増加数 (株) ― 1,493,849

 (うち優先株式) (株) ― (1,493,849)

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

純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要 
― ―
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（重要な後発事象） 

 前連結会計年度(自 平成 16 年４月１日 至 平成 17 年３月 31 日) 

  親会社は「新再建計画」に基づき、以下の施策を実施いたしました。 

  ① 資本減少 

平成17年３月24日開催の臨時株主総会決議において、資本の減少について承認することが決議され、平成17年４月27

日に資本の減少を行いました。 

資本の減少に関する事項の概要は次のとおりであります。 

   Ａ．減資の目的 

     欠損の補填を行い、財務体質の改善を図るため。 

   Ｂ．減少すべき資本の額 

     資本の額3,059,989,600円を3,029,389,704円減少して、30,599,896円とする。 

   Ｃ．資本減少の方法 

     資本の額3,029,389,704円を無償で減少する。 

   Ｄ．減資の日程 

    ａ．株主総会決議日      平成17年３月24日 

    ｂ．債権者異議申述最終期日  平成17年４月26日 

    ｃ．減資の効力発生日     平成17年４月27日 

 

  ② 第三者割当増資 

   Ａ．平成17年３月24日開催の臨時株主総会決議に基づき、以下のとおり第三者割当による新株式を有利発行し、平成17

年５月11日に払込が完了いたしました。 

    ａ．発 行 株 式 数     普通株式 3,250,000株 

    ｂ．発 行 価 格     １株につき金200円 

    ｃ．発行価額の総額     650,000,000円 

    ｄ．発行価額中資本組入額  １株につき100円 

    ｅ．申 込 期 間     平成17年５月11日 

    ｆ．払 込 期 日     平成17年５月11日 

    ｇ．配 当 起 算 日     平成17年４月１日 

    ｈ．割当先及び株式数    日本軽金属株式会社 3,250,000株 

    ｉ．資 金 の 使 途     運転資金 

 

   Ｂ．平成17年３月24日開催の取締役会決議に基づき、以下のとおり第三者割当による優先株式を発行し、平成17年５月11

日に払込が完了いたしました。 

    ａ．発 行 株 式 数     優先株式 170,000株 

    ｂ．発 行 価 格     １株につき金5,000円 

    ｃ．発行価額の総額     850,000,000円 

    ｄ．発行価額中資本組入額  １株につき2,500円 

    ｅ．申 込 期 間     平成17年５月11日 

    ｆ．払 込 期 日     平成17年５月11日 

    ｇ．配 当 起 算 日     平成17年５月11日 

    ｈ．割当先及び株式数    日本軽金属株式会社    130,000株 

                  株式会社横浜銀行       40,000株 ※ 

    ｉ．資 金 の 使 途     運転資金 

※デット・エクイティ・スワップ(債務の株式化)による。 

 

     以上の結果、平成 17 年５月 11 日付で、発行済株式総数は普通株式 7,669,979 株、優先株式 170,000 株、資本金は

780,599,896 円となりました。 

 

 

 当連結会計年度(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。 
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５．生産、受注及び販売の状況 

 (1) 生産実績 
   当連結会計年度における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

前連結会計年度 

(自 平成 16 年４月 １日 

 至 平成 17 年３月 31 日) 

当連結会計年度 

(自 平成 17 年４月 １日 

 至 平成 18 年３月 31 日) 

増減 

(△は減) 事業の種類別セグメ

ントの名称 

生産高(千円) 生産高(千円) 生産高(千円) 前年同期比(％)

アルミニウム箔事業 17,657,383 16,933,204 △724,179 △4.1 

（注）１．金額は平均販売価格によっております。 
   ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

 (2) 受注実績 
   当連結会計年度における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

前連結会計年度 

(自 平成 16 年４月 １日 

 至 平成 17 年３月 31 日) 

当連結会計年度 

(自 平成 17 年４月 １日 

 至 平成 18 年３月 31 日) 

増減 

(△は減) 事業の種類別セグメ

ントの名称 
受注高 

(千円) 

受注残高 

(千円) 

受注高 

(千円) 

受注残高 

(千円) 

受注高 

(千円) 

受注残高 

(千円) 

アルミニウム箔事業 16,554,389 864,397 16,166,084 895,476 △388,305 31,079 

（注）  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

 (3) 販売実績 
   当連結会計年度における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

前連結会計年度 

(自 平成 16 年４月 １日 

 至 平成 17 年３月 31 日) 

当連結会計年度 

(自 平成 17 年４月 １日 

 至 平成 18 年３月 31 日) 

増減 

(△は減) 事業の種類別セグメ

ントの名称 

販売高(千円) 構成比(％) 販売高(千円) 構成比(％) 販売高(千円) 前年同期比(％)

アルミニウム箔事業 

不動産事業 

17,325,361 

140,621 

99.2 

0.8 

16,634,296 

140,846 

99.2 

0.8 

△691,064 

224 

△4.0 

0.2 

合計 17,465,983 100.0 16,775,143 100.0 △690,840 △4.0 

(うち輸出高) (132,122) (0.8) (75,656) (0.5) (△56,465) (△42.7)

（注）１．最近２連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりでありま 

     す。 

前連結会計年度 

(自 平成 16 年４月 １日 

 至 平成 17 年３月 31 日) 

当連結会計年度 

(自 平成 17 年４月 １日 

 至 平成 18 年３月 31 日) 相手先 

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％) 

日本たばこ産業株式会社 2,567,729 14.7 2,407,157 14.3 

   ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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