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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 17 日 

上 場会社 名         株式会社ゼンテック・テクノロジー・ジャパン 上場取引所(所属部) 大阪（ヘラクレス市場） 

コ ード番 号         ４２９６                本社所在地都道府県 東京都 

（ＵＲＬ http://www.zentek.co.jp/ ） 

代 表 者  役職名 代表取締役       氏名 大谷 省三 

問合せ先責任者  役職名 財務・ＩＲ担当取締役  氏名 吉村 一男  ＴＥＬ（ 03 ） 5298－ 8100 

決算取締役会開催日   平成 18 年５月 17 日             中間配当制度の有無   有 

配当支払開始予定日   未定              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  無 

 

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                              (百万円未満切捨表示) 

 売上高 営業利益 経常利益 

 百万円 （％） 百万円 (％) 百万円 (％)

1 8 年 ３ 月 期 2,705 (  54.9) 260 (  81.6) 368 (  22.1)

1 7 年 ３ 月 期 1,746 (  85.6) 143 (  －  ) 302 ( － )

 

 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 ％ ％ ％

1 8 年 ３ 月 期 237 (△18.9) 2,449 76 2,166 64 3.3 3.6 13.6 

1 7 年 ３ 月 期 292 ( － ) 3,569 46 2,943 21 7.0 4.7 17.3 

(注) 1. 期中平均株式数 18 年３月期 96,921 株 17 年３月期 82,031 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 

  (2)配当状況   

１株当たり年間配当額       

中 間 期 末 

配当金総額 

（年 間） 
配当性向 

株 主 資 本

配 当 率

 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％
1 8 年 ３ 月 期 － －  － － － － －  － － 

1 7 年 ３ 月 期 － －  － － － － －  － － 

 

 (3)財政状態 
１ 株 当 た り

 総 資 産 株 主 資 本 株 主 資 本 比 率 
株 主 資 本

 百万円 百万円 ％ 円   銭 

1 8 年 ３ 月 期 12,417 7,990 64.3 78,795 70 

1 7 年 ３ 月 期 8,176 6,253 76.5 66,813 71 

    (注) 期末発行済株式数 18 年３月期 101,407 株  17 年３月期 93,591 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） 

    当社は単体の業績予想は開示しない方針であります。 

 

http://www.zentek.co.jp/
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２【財務諸表等】 
(1）【財務諸表】 

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） 

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  1,089,002  733,861

２．売掛金 ※３ 637,569  816,051

３．商品  34,927  1,200

４．製品  －  12,917

５．原材料  －  16,403

６．仕掛品  42,836  26,026

７．貯蔵品  1,384  218

８．前渡金 ※３ 307,655  184,593

９．前払費用  7,658  23,581

10．繰延税金資産  －  10,300

11．未収入金  648,201  36,490

12．短期貸付金 ※３ 916,000  191,000

13．その他  20,402  31,968

流動資産合計  3,705,636 45.3  2,084,614 16.8

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産   

(1) 建物及び構築物   28,278 49,592 

減価償却累計額  10,810 17,468 17,202 32,389

(2) 機械及び装置  10,650 13,388 

減価償却累計額  1,828 8,821 4,044 9,343

(3）器具備品  37,527 67,606 

減価償却累計額  21,616 15,911 33,318 34,288

有形固定資産合計  42,201 0.5  76,022 0.6
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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） 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

２．無形固定資産   

(1) 営業権  －  327,723

(2) ソフトウェア  19,546  489,105

(3) ソフトウェア仮勘定  430,797  686,691

(4) その他  92  92

無形固定資産合計  450,436 5.5  1,503,612 12.1

３．投資その他の資産   

(1) 投資有価証券  715,699  2,709,208

(2) 関係会社株式  2,672,469  5,256,023

(3) 長期貸付金 ※３ 515,798  688,198

(4) 長期前払費用  －  9,024

(5) 敷金及び保証金  62,858  83,392

投資その他の資産合計  3,966,825 48.5  8,745,847 70.4

固定資産合計  4,459,463 54.5  10,325,482 83.1

Ⅲ 繰延資産   

１．新株発行費  2,801  5,065

２．社債発行費  9,050  2,025

繰延資産合計  11,852 0.2  7,091 0.1

資産合計  8,176,952 100.0  12,417,188 100.0

   

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１．買掛金 ※３ 128,050  63,594

２．短期借入金 ※４ 500,000  1,000,000

３．１年以内返済予定の 

  長期借入金 
※４ －  333,333

４．未払金  263,694  129,267

５．未払費用  5,045  7,334

６．未払法人税等  23,770  77,194

７．預り金  5,634  10,351

８．製品保証引当金  3,961  －

９．その他  11,421  88

流動負債合計  941,576 11.5  1,621,164 13.1
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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） 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

Ⅱ 固定負債   

１．社債  300,000  300,000

２．新株予約権付社債  670,000  －

３．長期借入金 ※４ －  2,166,666

４．繰延税金負債  1,352  338,111

５．その他  10,861  809

固定負債合計  982,213 12.0  2,805,587 22.6

負債合計  1,923,790 23.5  4,426,752 35.7

   

（資本の部）   

Ⅰ 資本金 ※１ 3,822,459 46.8  4,226,797 34.0

Ⅱ 資本剰余金   

資本準備金  2,798,428 3,140,015 

資本剰余金合計  2,798,428 34.2  3,140,015 25.3

Ⅲ 利益剰余金   

当期未処分利益又は 

当期未処理損失（△） 
 △99,542 137,890 

利益剰余金合計  △99,542 △1.2  137,890 1.1

Ⅳ その他有価証券評価差額

金 
 △261,621 △3.2  495,048 4.0

Ⅴ 自己株式 ※２ △6,561 △0.1  △9,316 △0.1

資本合計  6,253,161 76.5  7,990,435 64.3

負債・資本合計  8,176,952 100.0  12,417,188 100.0
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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） 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比

（％）

Ⅰ 売上高  1,746,899 100.0  2,705,447 100.0

Ⅱ 売上原価    

１．期首商品たな卸高  54,113 34,927  

２．当期商品仕入高  726,085 944,132  

３．当期製品製造原価  500,782 942,636  

合計  1,280,982 1,921,696  

４．期末商品たな卸高  34,927 1,200  

５．期末製品たな卸高  － 12,917  

５．他勘定振替高 ※２ 29,203 1,216,851 69.7 10,518 1,897,060 70.1

売上総利益  530,047 30.3  808,387 29.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

１．広告宣伝費  14,077 15,520  

２．旅費交通費  35,870 35,376  

３．採用費  12,972 16,190  

４．役員報酬  11,040 17,142  

５．給与手当  148,773 140,598  

６．福利厚生費  19,562 20,128  

７．消耗品費  5,809 7,747  

８．賃借料  25,499 26,614  

９．減価償却費  9,582 9,824  

10．営業権償却  － 81,930  

11．業務委託費  1,974 5,995  

12．支払手数料  8,465 92,127  

13．販売手数料  14,274 4,191  

14．研究開発費 ※３ 3,768 6,882  

15．租税公課  38,632 24,599  

16．その他  36,204 386,506 22.1 42,899 547,768 20.3

営業利益  143,541 8.2  260,618 9.6
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前事業年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

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．受取利息及び配当金 ※１ 13,047 29,693  

２．投資有価証券売却益  161,256 30,948  

３．為替差益  10,141 72,399  

４．その他  12,007 196,452 11.3 6,401 139,443 5.2

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  5,642 20,736  

２．新株発行費償却  4,558 2,558  

３．社債発行費償却  27,454 7,024  

４．その他  145 37,801 2.2 864 31,184 1.2

経常利益  302,192 17.3  368,877 13.6

Ⅵ 特別損失    

 １．固定資産除却損 ※４ 51 －  

 ２．社債転換損  280 1,131  

 ３．レイアウト変更工事費

用 
 2,490 2,822 0.2 10,096 11,227 0.4

税引前当期純利益  299,369 17.1  357,649 13.2

法人税、住民税及び事業

税 
 6,563 132,036  

法人税等調整額  － 6,563 0.4 △11,820 120,216 4.4

当期純利益  292,806 16.7  237,432 8.8

前期繰越損失  392,349  99,542 

当期未処分利益又は 

当期未処理損失（△） 
 △99,542  137,890 
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製造原価明細書 

   

前事業年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

構成比 

（％） 
金額（千円） 

構成比 

（％） 

Ⅰ 材料費  7,261 0.9 20,472 1.2

Ⅱ 労務費  196,968 25.2 298,921 17.4

Ⅲ 経費 ※１ 578,683 73.9 1,396,942 81.4

当期総製造費用  782,912 100.0 1,716,335 100.0

期首仕掛品たな卸高  38,363  42,836  

合計  821,275  1,759,171  

期末仕掛品たな卸高  42,836  26,026  

他勘定振替高 ※２ 277,656  790,508  

当期製品製造原価  500,782  942,636  

 

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） 

原価計算の方法 原価計算の方法 

 原価計算の方法は、個別原価計算によっております。 同左 

※１．主な内容は次のとおりであります。 ※１．主な内容は次のとおりであります。 
  

外注費 328,925千円

ソフトウェア償却額 23,063千円

地代家賃 32,350千円
  

  

外注費 1,154,972千円

ソフトウェア償却額 78,011千円

地代家賃 47,891千円
  

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

ソフトウェア仮勘定 273,801千円

研究開発費 3,838千円

その他 16千円

計 277,656千円
  

  

ソフトウェア仮勘定 798,583千円

その他 △8,075千円

計 790,508千円
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③【利益処分計算書及び損失処理計算書】 

 損失処理計算書                   利益処分計算書 

  

前事業年度 

株主総会承認日 

（平成17年６月28日） 

  

当事業年度 

株主総会承認日 

（平成18年６月27日）

区分 
注 記

番 号 
金額（千円） 区分 

注 記

番 号 
金額（千円） 

Ⅰ 当期未処理損失   99,542 Ⅰ 当期未処分利益   137,890

Ⅱ 次期繰越損失   99,542 Ⅱ 次期繰越利益   137,890
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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） 

満期保有目的債券             １．有価証券の評価基準及び

評価方法  償却原価法(定額法）  

 子会社株式 子会社株式 

  移動平均法による原価法 同左 

 その他有価証券 その他有価証券 

  時価のあるもの  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）を採用しております。 

 

 時価のないもの 時価のないもの 

   移動平均法による原価法 同左 

商品 商品 ２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法  移動平均法による原価法 同左 

           製品 

  移動平均法による原価法 

           原材料 

  移動平均法による原価法 

 仕掛品 仕掛品 

  個別法による原価法 同左 

 貯蔵品 貯蔵品 

  終仕入原価法 同左 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 ３．固定資産の減価償却の方

法   定率法   定率法 

  なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

 建物    ３～18年 

機械及び装置  10年 

器具備品  ３～15年 

建物    ３～18年 

機械及び装置８～10年 

器具備品  ３～15年 

 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

 ソフトウェア ソフトウェア 

 ① 自社利用目的 ① 自社利用目的 

  社内における利用可能期間（５年）

に基づく定額法 

同左 

 ② 市場販売目的 ② 市場販売目的 

  市場における見込販売数量又は見

込販売収益に基づく償却額と、残存

見積販売有効期間に基づく償却額と

のいずれか大きい金額を計上してお

ります。 

 見込販売有効期間はおおむね２～

３年であります。 

同左 
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項目 

前事業年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

４．繰延資産の処理方法 新株発行費 新株発行費 

  商法施行規則に基づき３年で均等償却

しております。 

同左 

 社債発行費 社債発行費 

 商法施行規則に基づき３年で均等償却

しております。 

同左 

５．引当金の計上基準 貸倒引当金 貸倒引当金 

  売上債権、貸付金等の貸倒損失に備え

るため、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、回収

不能見込額を計上することとしておりま

す。 

同左 

 製品保証引当金 製品保証引当金 

  ソフトウェア製品の販売後における技

術サービス費用の支出に備えるため、発

生見込額を個別に見積り計上しておりま

す。 

            

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. 重要なヘッジ会計の方法 （1）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。但し、為替予約のうち、振当処理の

要件を充たしている場合には、振当処理

を採用しております。 

同左 

 （2）ヘッジ手段とヘッジ対象 （2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段  為替予約取引 ヘッジ手段  同左 

 ヘッジ対象  外貨建債務 ヘッジ対象  同左 

 （3）ヘッジ方針 （3）ヘッジ方針 

 為替予約取引については外貨建取引

の為替相場の変動によるリスクをヘッ

ジするために行っております。 

同左 

 （4）ヘッジ有効性評価の方法 （4）ヘッジ有効性評価の方法 

   外貨建予定取引（ヘッジ対象）とその

外貨建予定取引の為替リスクをヘッジ

する為替予約（ヘッジ手段）とは重要な

条件が同一であり、ヘッジに高い有効性

があるため有効性の評価を省略してお

ります。 

同左 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 ８．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項  消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜方式によっております。 

同左 
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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。これによる損益に与える影響

はありません。 

 
表示方法の変更 

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） 

（損益計算書）  

 「租税公課」は前期まで販売費及び一般管理費の「そ

の他」に含めて表示しておりましたが、販売費及び一般

管理費の100分の10を超えたため区分掲記しております。

 なお、前期における「租税公課」の金額は1,731千円で

あります。 
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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．授権株式数及び発行済株式総数 ※１．授権株式数及び発行済株式総数 
  

会社が発行する株式 普通株式 269,280株

発行済株式総数 普通株式 93,607.49株
  

  

会社が発行する株式 普通株式 300,000株

発行済株式総数 普通株式 101,428.78株
  

※２．自己株式 ※２．自己株式 

    当社が保有する自己株式の数は、普通株式16.49

株であります。 

    当社が保有する自己株式の数は、普通株式21.78

株であります。 

※３．関係会社に対する資産及び負債には区分掲記され

たもののほか次のものがあります。 

※３．関係会社に対する資産及び負債には区分掲記され

たもののほか次のものがあります。 
  

売掛金 149,052千円

短期貸付金 916,000千円

長期貸付金 458,663千円

買掛金 102,576千円
  

  

短期貸付金 191,000千円

長期貸付金 688,198千円
  

※４．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行ＵＦＪ銀行と当座貸越契約を締結している。 

   当連結会計年度末における当座貸越契約に係る借

入金残高は次のとおりであります。 

※４．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行３行（みずほ銀行・三菱東京ＵＦＪ銀行・あお

ぞら銀行）貸出コミットメント契約を締結するとと

もに、３行（三菱東京ＵＦＪ銀行・りそな銀行・東

京都民銀行）と当座貸越契約を締結している。 

   当事業年度における当座貸越契約及び貸出コミッ

トメント契約に係る借入金残高は次のとおりであり

ます。 
  

当座貸越極度額 200,000千円

借入実行残高 200,000千円

差引額 －

  

  
当座貸越極度額 

及び貸出コミット

メントの総額 

3,700,000千円

貸出実行残高 3,200,000千円

差引額 500,000千円

   

 ５．受取手形割引高 10,173千円
  

 

 ５．受取手形割引高 6,316千円
  

 ６．               ６．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495,048

千円であります。 

 ７．資本の欠損の額は106,103千円であります。  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．関係会社との取引 

関係会社よりの受取利息 24,935千円 

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

資産への振替高 26,983千円

一般管理費への振替高 2,220千円

計 29,203千円
  

  

資産への振替高 10,484千円

原価経費への振替高 34千円

計 10,518千円
  

※３．一般管理費に含まれる研究開発費の総額 ※３．一般管理費に含まれる研究開発費の総額 
  

 3,768千円
  

  

 6,882千円
  

※４．固定資産除却損 ※４．             
  

器具備品 51千円

合計 51千円
  

    

 

 
当事業年度における発行株式数の増加 

発行形態 発行株式数 発行価額 資本組入額 

新株引受権の行使 5,020.00 株 12,500 円 62,750 千円

新株予約権の行使 73.00 株 134,610 円 4,913 千円

2008 年 3 月 31 日満期円貨

建転換社債型新株予約権付

社債の新株予約権の行使 

2,728.29 株 246,800 円 336,675 千円
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（リース取引関係） 

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） 

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) 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） 

期末残高 

相当額 

（千円） 

器具備品 3,150 350 2,800 

ソフトウェア 11,000 4,759 6,240 

合 計 14,150 5,110 9,040 
  

  

 

取得価額 

相当額 

（千円） 

減価償却

累計額相

当額 

（千円） 

期末残高 

相当額 

（千円） 

器具備品 16,133 5,727 10,405 

ソフトウェア 11,000 6,959 4,040 

合 計 27,133 12,687 14,445 
  

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

  未経過リース料期末残高相当額 
  

１年以内 3,240千円 

１年超 6,303千円 

合計 9,544千円 
  

  

１年以内 7,694千円 

１年超 7,391千円 

合計 15,085千円 
  

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 

(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支払利息相当額及び減損損失 
  

支払リース料 2,822千円 

減価償却費相当額 2,550千円 

支払利息相当額 367千円 
  

  

支払リース料 8,082千円 

減価償却費相当額 7,577千円 

支払利息相当額 640千円 
  

(4) 減価償却費相当額の算定方法 (4) 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 

同左 

(5) 利息相当額の算定方法 (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。 

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）及び当事業年度（平成 18 年３月 31 日）における子会社株式及び関連会

社株式で時価のあるものはありません。 
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（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．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 １．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 
  

（繰延税金資産） 

 未払事業税 7,020千円

 製品保証引当金繰入額 1,611千円

ソフトウェア 5,678千円

その他 508千円

繰越欠損金 17,823千円

繰延税金資産小計 32,642千円

評価性引当金 △32,642千円

繰延税金資産合計 －千円

（繰延税金負債） 

 その他有価証券評価差額金 1,352千円

繰延税金負債合計 1,352千円

繰延税金負債の純額 1,352千円
  

  

（繰延税金資産） 

 未払事業税 10,277千円

 減価償却限度超過額 1,226千円

ソフトウェア 147千円

その他 129千円

繰延税金資産小計 11,780千円

評価性引当金 －千円

繰延税金資産合計 11,780千円

（繰延税金負債） 

 その他有価証券評価差額金 339,591千円

繰延税金負債合計 339,591千円

繰延税金負債の純額 327,811千円
  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に差異があるときの、当該差異の原因となっ

た主要な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に差異があるときの、当該差異の原因となっ

た主要な項目別の内訳 

法定実効税率 40.7％

（調 整）  

住民税均等割 2.2 

交際費の損金不算入額 1.9 

未払事業税 5.8 

ソフトウェア 4.7 

製品保証引当金繰入額 1.3 

その他 0.4 

評価性引当額減少 △54.8 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 2.2％
  

法定実効税率 40.7％

（調 整）  

住民税均等割 2.0 

交際費の損金不算入額 0.9 

受取配当金 △0.1 

前期評価性引当額戻し △9.9 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 33.6％
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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 66,813円71銭

１株当たり当期純利益 3,569円46銭

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益 
2,943円21銭

  

  

１株当たり純資産額 78,795円70銭

１株当たり当期純利益 2,449円76銭

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益 
2,166円64銭

  
 
 （注） １株当たり当期純損益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

前事業年度 

(自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

当期純利益（千円） 292,806 237,432 

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又は当期純損

失（△）（千円） 
292,806 237,432 

期中平均株式数（株） 82,031 96,921 

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（千円） △987 － 

 （うち転換社債） （△987） （  －）

普通株式増加額（株） 17,119 12,665 

 （うち転換社債） （1,281） （  －）

 （うちストックオプション）  （15,838） （12,665）

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めなか

った潜在株式の概要 

新株予約権１種類 

（新株予約権の目的となる株式の

数50株） 

新株予約権付社債１種類 
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（重要な後発事象） 

前事業年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

（新株予約権の付与）                

平成17年６月28日開催の定時株主総会及び平成17年５月

18日開催の取締役会において、当社及び当社子会社の役

員、従業員、および社外協力者の意欲・志気を高め、ま

た優秀な人材を確保するため、商法第280条の20及び第

280条の21の規定に基づき、以下の要領によりストックオ

プションとして新株予約権を発行することを決議いたし

ました。 

 

(1）新株予約権の割当を受ける者  

 当社及び当社子会社の取締役、監査役、従業員およ

び社外協力者 

 

(2）新株予約権の目的たる株式の種類及び数  

 当社普通株式2,500株を上限とする。  

(3）新株予約権の発行価額  

 無償とする。  

(4）新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額  

 各新株予約権の行使により発行または移転する株式

１株当りの払込金額（以下「行使価額」という。）は、

以下のとおりとする。 

 新株予約権発行の日の前10営業日（終値のない日を

除く。）の各日における大阪証券取引所における当社

普通株式の普通取引の終値の単純平均に1.05を乗じた

金額とし、これにより生じた１円未満の端数は切り上

げる。ただし、その価額が新株予約権発行の日の終値

（終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値）を

下回る場合は、当該終値とする。 

 

(5) 新株予約権の権利行使期間  

 新株予約権発行日から10年を経過する日までの範囲

内で、当社取締役会において決定する。 
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