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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 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        中間配当制度の有無  有 

配当支払開始予定日  平成 ―年 ―月 ―日        定時株主総会開催日  平成 18 年 ６月 29 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   ％ 

13,360   (  △4.5 ) 

13,983   (    2.4 ) 

百万円   ％ 

487   (   44.9 ) 

336   (   34.5 ) 

百万円   ％ 

413   (  255.6 ) 

116   (   ―   ) 
 

 
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 ％ 

266 ( ― ) 

△2,497 ( ― ) 

円  銭

36  04 

△56  50 

円  銭

29  99 

―  ― 

％ 

108.8 

△419.9 

％ 

3.9 

0.8 

％

3.1 

0.8 

（注）①期中平均株式数 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 

   ②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。 

   ③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。 

   ④会計処理方法の変更  有 

   ⑤売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 

（２）配当状況 

1 株当たり年間配当金  

 中 間 期 末 

配当金総額 

(年 間) 
配当性向 

株主資本 

配 当 率 

 

18 年３月期 

17 年３月期 

円  銭 

0     0 

0     0 

円  銭

0     0 

0     0 

円  銭

0     0 

0     0 

百万円

― 

― 

％ 

― 

― 

％

― 

― 

（３）財政状態 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本 

 

18 年３月期 

17 年３月期 

百万円  

11,126 

10,266 

百万円 

1,109 

△619 

％  

10.0 

△6.0 

円  銭 

33  90 

△14  03 

（注）①期末発行済株式数 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 

   ②期末自己株式数  普通株式 18 年３月期       401 株  17 年３月期   2,904 株 

             優先株式 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  

7,200 

15,100 

百万円 

 80 

130 

百万円 

 60 

 80 

円  銭 

0  0 

―  ― 

円  銭 

―  ― 

0  0 

円  銭

―  ― 

0  0 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 10 円 43 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。 



－ 31 － 

 

  「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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１．個別財務諸表等 

 (1) 貸借対照表 

  
前事業年度末 

(平成 17 年３月 31 日現在) 

当事業年度末 

(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  5,883,868 57.3 6,802,813 61.1 918,945

  1. 現金及び預金  422,549 1,372,712  950,163

  2. 受取手形 ※4 897,156 1,036,167  139,010

  3. 売掛金 ※4 2,814,195 2,903,927  89,732

  4. たな卸資産  1,567,064 1,523,696  △43,367

  5. 短期貸付金  182,457 199,514  17,057

  6. 未収入金 ※4 412,623 345,733  △66,890

  7. その他  49,168 36,499  △12,669

    貸倒引当金  △461,346 △615,438  △154,091

 Ⅱ 固定資産  4,383,055 42.7 4,323,641 38.9 △59,414

  1. 有形固定資産 ※3 3,815,270 37.2 3,871,452 34.8 56,181

   (1) 建物  636,125 647,023  10,898

   (2) 構築物  3,213 3,619  406

   (3) 機械及び装置  561,115 580,908  19,792

   (4) 車両及び運搬具  1,070 957  △113

   (5) 工具器具及び備品  15,944 24,591  8,647

   (6) 土地 ※8 2,590,311 2,590,311  ―

   (7) 建設仮勘定  7,490 24,040  16,550

  2. 無形固定資産  8,545 0.1 5,815 0.1 △2,730

  3. 投資その他の資産  559,240 5.4 446,373 4.0 △112,866

   (1) 投資有価証券 ※3 251,726 103,229  △148,496

   (2) 関係会社株式  210,000 210,000  ―

   (3) 従業員長期貸付金  38,879 38,588  △290

   (4) 関係会社長期貸付金  187,060 162,500  △24,560

   (5) その他  104,296 67,475  △36,820

     貸倒引当金  △232,722 △135,421  97,300

資産合計  10,266,924 100.0 11,126,455 100.0 859,530
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前事業年度末 

(平成 17 年３月 31 日現在) 

当事業年度末 

(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  4,300,857 41.9 4,052,288 36.4 △248,569

  1. 支払手形 ※4 1,306,443 1,306,990  547

  2. 買掛金 ※4 2,346,184 1,898,057  △448,127

  3. 短期借入金  266,000 340,000  74,000

  4. 未払金  173,681 146,843  △26,837

  5. 未払法人税等  19,952 21,633  1,681

  6. 賞与引当金  46,486 50,676  4,189

  7. 課徴金納付引当金  ― 130,939  130,939

  8. その他  142,109 157,147  15,038

 Ⅱ 固定負債  6,586,020 64.1 5,964,174 53.6 △621,846

  1. 長期借入金 ※3 5,070,022 4,340,391  △729,631

  2. 繰延税金負債  25,212 54  △25,158

  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  630,133 749,544  119,411

  5. 役員退職慰労引当金  ― 79,500  79,500

  6. 債務保証損失等引当金  147,067 149,131  2,064

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

負債合計  10,886,878 106.0 10,016,462 90.0 △870,416

(資本の部)    

 Ⅰ 資本金 ※5 3,059,989 29.8 780,599 7.0 △2,279,389

 Ⅱ 資本剰余金  1,095,216 10.7 750,000 6.7 △345,216

    資本準備金  1,095,216 10.7 750,000 6.7 △345,216

 Ⅲ 利益剰余金  △5,573,523 △54.3 △1,182,243 △10.6 4,391,280

  1. 利益準備金  60,000 0.6 ― ― △60,000

  2. 当期未処理損失  5,633,523 △54.9 1,182,243 △10.6 △4,451,280

 Ⅳ 土地再評価差額金 ※8 761,771 7.4 761,771 6.9 ―

 Ⅴ その他有価証券評価差額金  36,729 0.4 79 0.0 △36,650

 Ⅵ 自己株式 ※6 △137 △0.0 △213 △0.0 △76

資本合計  △619,954 △6.0 1,109,992 10.0 1,729,946

負債・資本合計  10,266,924 100.0 11,126,455 100.0 859,530
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 (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) 

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 ※3 13,983,949 100.0 13,360,760 100.0 △623,188

 Ⅱ 売上原価 ※1,3 12,206,700 87.3 11,454,772 85.7 △751,927

売上総利益  1,777,248 12.7 1,905,987 14.3 128,738

 Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1,2 1,440,893 10.3 1,418,503 10.7 △22,390

営業利益  336,355 2.4 487,484 3.6 151,128

 Ⅳ 営業外収益  66,417 0.4 62,165 0.5 △4,251

 1. 受取利息 ※3 14,605 11,407  △3,198

 2. 受取配当金  15,154 7,724  △7,430

 3. 受取補償金 ※3 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  12,328 8,572  △3,755

Ⅴ 営業外費用  286,571 2.0 136,432 1.0 △150,138

  1. 支払利息  250,858 110,805  △140,053

  2. 手形売却損  11,421 3,655  △7,765

  3. 新株発行費  ― 4,930  4,930

  4. その他  24,290 17,041  △7,249

経常利益  116,201 0.8 413,216 3.1 297,015

Ⅵ 特別利益  2,447,009 17.5 63,434 0.5 △2,383,575

  1. 投資有価証券売却益  147,009 63,434  △83,575

  2. 債務免除益  2,300,000 ―  △2,300,000

Ⅶ 特別損失  6,349,912 45.4 193,229 1.5 △6,156,683

  1. 固定資産売却損  10,824 ―  △10,824

  2. 固定資産除却損  972 ―  △972

  3. 投資有価証券評価損  37,756 ―  △37,756

  4. 投資有価証券売却損  88,906 390  △88,515

  5. 役員退職慰労金  2,400 ―  △2,400

  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 ※4 5,318,994 ―  △5,318,994

  9. 貸倒引当金繰入額  465,778 ―  △465,778

  10. 債務保証損失等引当金繰入額  147,067 ―  △147,067

  11. 施設等利用権評価損  71,300 ―  △71,300

  12. 債権放棄損  90,000 ―  △90,000

  13. たな卸資産評価損  103,812 ―  △103,812

  14. 子会社清算損  12,101 ―  △12,101

税引前当期純利益又は 
税引前当期純損失(△) 

 

 
△3,786,702 △27.1 283,421 2.1 4,070,123

法人税、住民税及び事業税  11,244 0.1 16,748 0.1 5,504

法人税等調整額  △1,300,637 △9.3 ― ― 1,300,637

当期純利益又は当期純損失(△)  △2,497,308 △17.9 266,673 2.0 2,763,981

前期繰越損失  5,035,965 4,478,306  △557,658

資本金減少による欠損填補額  ― 3,029,389  3,029,389

土地再評価差額金取崩額  △1,899,750 ―  1,899,750

当期未処理損失  5,633,523 1,182,243  △4,451,280
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 (3) 損失処理案 

  

前事業年度 

株主総会承認日 

(平成 17 年６月 29 日) 

当事業年度 

株主総会開催予定日 

(平成 18 年６月 29 日) 

増減 

(△は減) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 当期未処理損失  5,633,523  1,182,243 △4,451,280

Ⅱ 損失処理額     

 1. 利益準備金取崩額  60,000  ―  

 2. 資本準備金取崩額  1,095,216 1,155,216 750,000 750,000 △405,216

4,478,306 432,243 Ⅲ 次期繰越損失  

 

 

 

△4,046,063
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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．有価証券の評価基準及び評

  価方法 

(1)子会社株式及び関連会社株式 

 移動平均法による原価法 

(1)子会社株式及び関連会社株式 

    同左 

 (2)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)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．たな卸資産の評価基準及び

  評価方法 

製品及び仕掛品 

 総平均法による低価法 

原材料 

 移動平均法による低価法 

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 (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。 

(1)有形固定資産………定額法 

(2)無形固定資産………定額法 

    同左 

４．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事業年度の負担

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、当事

業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、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)     ――――― 

 

(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 

    同左 

 

 

 

 

 

(5)役員退職慰労引当金 

  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、当事業年度までの在

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。 
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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)債務保証損失等引当金 

  関係会社への債務保証等に係る損失に

備えるため、関係会社の財政状態等を勘

案し、損失負担額を計上しております。

 (追加情報) 

  当事業年度より減損会計の早期適用に

伴い、関係会社の中期経営計画の進捗状

況を見直した結果、財政状態の回復に相

当期間を要することが判明したため、財

務健全性の観点から損失見込額を債務保

証損失等引当金として計上しておりま

す。 

(6)債務保証損失等引当金 

  関係会社への債務保証等に係る損失に

備えるため、関係会社の財政状態等を勘

案し、損失負担額を計上しております。

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．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 

  税抜方式によっております。 

    同左 

 

 会計処理方法の変更 

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) 

 当事業年度から「固定資産の減損に係る会計基準」(「固

定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業

会計審議会 平成 14 年８月９日))及び「固定資産の減損に

係る会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成 15

年 10 月 31 日 企業会計基準適用指針第６号)を適用してお

ります。 

 これにより税引前当期純利益が 5,318,994 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、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、当事業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、当事業年度の発生額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、税引前当期純利益は 79,500

千円減少しております。 

 なお、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、税引前中間純利益が 70,500 千円多く

計上されております。 
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度末 

（平成 17 年３月 31 日現在） 

当事業年度末 

（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 11,223,964 千円  １ 有形固定資産の減価償却累計額 11,324,026 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 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 2,590,311 (2,590,311)

建物 613,822 (613,822)

構築物 3,861 (3,861)

機械及び装置 536,488 (536,488)

工具器具及び備品 14,499 (14,499)

計 3,758,982 (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

長期借入金 

(一年以内返済予定

分を含む) 

5,336,022 (3,569,182)

計 5,336,022 (3,569,182)

  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。 

  このほか、担保提供資産に対応する債務として、関係会

社の金融機関からの借入金 189,800 千円があります。 

※３ 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 2,590,311 (2,590,311)

建物 625,644 (625,644)

構築物 3,615 (3,615)

機械及び装置 546,298 (546,298)

工具器具及び備品 22,276 (22,276)

計 3,788,146 (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

長期借入金 

(一年以内返済予定分

を含む) 

4,680,391 (4,680,391)

計 4,680,391 (4,680,391)

  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。 

  このほか、担保提供資産に対応する債務として、関係会

社の金融機関からの借入金 165,680 千円があります。 

※４ 区分掲記されたもの以外の関係会社に対する主な資

産及び負債は次のとおりであります。 

                    受取手形 664,193 千円

売掛金 306,399 

未収入金 275,215 

支払手形 33,218 

買掛金 1,717,377 

※４ 区分掲記されたもの以外の関係会社に対する主な資

産及び負債は次のとおりであります。  

受取手形 398,256 千円

売掛金 287,791 

未収入金 259,431 

支払手形 26,263 

買掛金 1,181,530 

※５ 会社が発行する株式の総数 

普通株式 160,000,000 株

 

   発行済株式の総数 

普通株式 44,199,792 株

  

※５ 会社が発行する株式の総数 

普通株式 15,830,000 株

優先株式 170,000 株

   発行済株式の総数 

普通株式 7,669,979 株

優先株式 170,000 株 

※６ 自己株式の保有数 

普通株式 2,904 株 

※６ 自己株式の保有数 

普通株式 401 株 

 ７ 偶発債務 

    債務保証 

    次の会社について金融機関からの借入に対して債

務保証を行っております。 

㈱東海アルミ箔北海道 74,397 千円 

 ７ 偶発債務 

    債務保証 

    次の会社について金融機関からの借入に対して債

務保証を行っております。 

㈱東海アルミ箔北海道 45,714 千円 
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前事業年度末 

（平成 17 年３月 31 日現在） 

当事業年度末 

（平成 18 年３月 31 日現在） 

※８ 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 

   なお、土地再評価差額金は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)の規定により、

配当に充当することが制限されております。 

※８ 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 

   なお、土地再評価差額金は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)の規定により、

配当に充当することが制限されております。 

 ９ 資本の欠損の額 

 5,633,661 千円 

 ９ 資本の欠損の額 

 1,182,457 千円 

 10 配当制限 

   商法施行規則第 124 条第３号に規定する金額は

36,729 千円であります。 

 10 配当制限 

   商法施行規則第 124 条第３号に規定する金額は 79 千

円であります。 
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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 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 

 97,273 千円 

※１ 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 

 82,261 千円 

※２ 販売費に属する費用のおおよその割合は 72％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は 28％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。

荷造・運送費 417,202 千円

貸倒引当金繰入額 110,660 

給料手当 291,235 

賃借料 69,617 

賞与引当金繰入額 9,855 

退職給付費用 91,750 

減価償却費 22,272  

※２ 販売費に属する費用のおおよその割合は 69％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は 31％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。

荷造・運送費 402,600 千円

貸倒引当金繰入額 99,885 

給料手当 256,113 

賃借料 62,317 

賞与引当金繰入額 10,287 

退職給付費用 65,204 

役員退職慰労引当金繰入額 17,600 

減価償却費 6,130  

※３ 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。 

関係会社への売上高 3,050,129 千円

関係会社からの仕入高 6,453,415 

受取利息 13,079  

※３ 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。 

関係会社への売上高 2,428,517 千円

関係会社からの仕入高 5,535,892 

受取利息 11,371  

※４ 減損損失 

   当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上

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・構築物・機械及び装置・

車両及び運搬具・工具器具及び備

品・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・構築物・機械及び装置・

車両及び運搬具・工具器具及び備

品・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・構築物・機械及び装置・

車両及び運搬具・工具器具及び備

品・無形固定資産・リース資産 

  当社は、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(5,318,994 千円)として特

別損失に計上いたしました。 

  減損損失の内訳は、土地3,195,800千円、建物1,434,580

千円、構築物 32,437 千円、機械及び装置 253,729 千円、

車両及び運搬具 5,528 千円、工具器具及び備品 130,639

千円、無形固定資産 21,498 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。 

※４         ――――― 
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（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) 

 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) 

機械及び

装置 
1,007,654 812,897 124,711 70,045

工具器具

及び備品 
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) 

機械及び

装置 
827,361 520,200 85,210 221,950

工具器具

及び備品 
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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（有価証券関係） 

  前事業年度(平成 17 年３月 31 日現在) 

   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 日現在) 

   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。 

 

 

（税効果会計関係） 

前事業年度末 

（平成 17 年３月 31 日現在） 

当事業年度末 

（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 252,852 

 債務保証損失等引当金 59,768 

 繰越欠損金 1,265,777 

 貸倒引当金 269,129 

 その他 62,862 

 繰延税金資産小計 1,948,966 

 評価性引当額 △1,948,966 

 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 304,615 千円

 債務保証損失等引当金 52,429 

 繰越欠損金 133,125 

 貸倒引当金 309,204 

 課徴金納付引当金 53,213 

 役員退職慰労引当金 31,536 

 その他 72,470 

 繰延税金資産小計 956,597 

 評価性引当額 △956,597 

 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 54 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 

   税引前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 

1.9 ％

 住民税均等割等 3.5 ％

 評価性引当額の増減 △40.2 ％

 その他 0.0 ％

 税効果会計適用後の 
 法人税等の負担率 

5.9 ％
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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) 

 当社は、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、全社及び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、経常損益での黒字が

定着し、平成 15 年度には当期純利益も僅かながら黒字を計

上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、当事業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、

6,349,912 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 2,497,308 千円の当期純損失を計上し 619,954

千円の債務超過となりましたので、当社には継続企業の前

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、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 △14.03円

 

１株当たり純資産額 33.90円

 

１株当たり当期純損失 56.50円

 

 

１株当たり当期純利益 36.04円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 29.99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

前事業年度の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 △140.27円

１株当たり当期純損失 565.03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株当たり当期純利益又は当期純損失(△)  

 損益計算書上の当期純利益 

 又は当期純損失(△) 
(千円) △2,497,308 266,673

 普通株式に係る当期純利益 

 又は当期純損失(△) 
(千円) △2,497,308 266,673

 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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 （当事業年度中の発行済株式数の増加及び減少内訳） 

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．         ―――――  １．平成 17 年４月 27 日付株式併合による普通株式の減少 

 (1) 併合比率 

    10：１ 

 (2) 減少する発行株式数 

    普通株式 39,779,813 株 

 ２．         ―――――  ２．平成 17 年５月 11 日付普通株式に係る第三者割当増資 

     による新株の発行 

 (1) 発行株式数 

    普通株式 3,250,000 株 

 (2) 資本組入額 

    １株につき 100 円 

 (3) 資本組入額の総額 

       325,000 千円 

 ３．         ―――――  ３．平成 17 年５月 11 日付優先株式に係る第三者割当増資 

     による新株の発行 

 (1) 発行株式数 

    優先株式  170,000 株 

 (2) 資本組入額 

    １株につき 2,500 円 

 (3) 資本組入額の総額 

       425,000 千円 
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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。 

 

 

 当事業年度(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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２．役員の異動 

 

 (１) 代表者の異動 

 

     該当事項はありません。 

 

 

 

 (２) その他の役員の異動（平成 18 年６月 29 日付予定） 

 

  ① 新任取締役候補 

 

    取 締 役     宮 川 恒 司 

          （現 当社執行役員第一営業部長兼物流センター所長兼業務グループリーダー） 

 

 

  ② 退任予定取締役 

 

    取締役会長     西 島 瑞 毅（当社顧問に就任予定） 

 

    取 締 役     山 田 和 範（当社顧問に就任予定） 

 

 

  ③ 新任監査役候補 

 

     該当事項はありません。 

 

 

  ④ 退任予定監査役 

 

     該当事項はありません。 
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