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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 （金額の表示：百万円未満切捨）

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 11,033 (△40.4) △881  (－) △1,025 (－)

17年３月期 18,506 (－) 2,032 (－) 1,824 (－)

当期純利益
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

株主資本
当期純利益率

総資本
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年３月期 △1,436 (－) △66 78 － － △17.0 △4.6 △9.3

17年３月期 1,386 (－) 71 42 52 41 17.7 8.3 9.9

（注）①期中平均株式数 18年３月期          21,503,885 株 17年３月期 19,413,709株

②会計処理の方法の変更 有

　　　③平成16年３月期は、決算期の変更に伴い６ヶ月決算となったため平成17年３月期の対前期増減率は表示してお

      　りません。

(2）配当状況  

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 0 00 0 00 0 00 － － －

17年３月期 15 00 7 00 8 00 305 21.0 3.3

(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

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年３月期 22,176 7,758 35.0 359 38

17年３月期 22,137 9,139 41.3 428 21

（注）①期末発行済株式数 18年３月期          21,587,944 株 17年３月期 21,343,118株

②期末自己株式数 18年３月期      38,818 株 17年３月期 38,362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）  

売上高 経常利益 当期利益
１株当たり年間配当金

中間 期末

百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭

中間期  9,000  710  700 0 00 － － － －

通  期  18,000  1,540  1,520 － － 20 00 20 00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　70 円 41銭

※　業績予想には、本資料発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれておりますので、今後の

経済情勢・市場の変動等に関わるリスクや不確定要因により、実際の業績は予想数値と異なる可能性があります。
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６．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

 
 

前事業年度

（平成17年３月31日）

当事業年度

（平成18年３月31日）
対前年比 

区分
注記

番号
金額（千円）

構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）

増減 

（千円） 

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金 ※１  6,611,633   5,875,704   

２．受取手形 ※７  436,317   504,176   

３．売掛金 ※1,2  4,539,721   5,037,157   

４．製品   600,223   49,243   

５．原材料   925,808   1,007,177   

６．仕掛品   1,493,876   2,635,124   

７．貯蔵品   18,400   10,896   

８．前払費用   25,842   32,821   

９．未収消費税等   －   112,873   

10．繰延税金資産   163,742   130,754   

11．その他   110,877   29,789   

12．貸倒引当金   －   △7,610   

流動資産合計   14,926,442 67.4  15,418,107 69.5 491,664

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1)建物 ※１ 4,746,158   4,720,006    

減価償却累計額  2,132,003 2,614,155  2,291,306 2,428,700   

(2)構築物 ※１ 182,687   182,687    

減価償却累計額  127,177 55,509  135,770 46,916   

(3)機械及び装置 ※１ 2,464,073   2,578,992    

減価償却累計額  1,534,556 929,516  1,886,169 692,822   

(4)車両及び運搬具  7,428   6,771    

減価償却累計額  5,324 2,104  5,512 1,259   

(5)工具器具及び備品 ※１ 330,186   371,139    

減価償却累計額  294,772 35,413  297,886 73,252   

(6)土地 ※１  2,050,282   1,654,076   

(7)建設仮勘定   50,000   30,854   

有形固定資産合計   5,736,981 25.9  4,927,882 22.2 △809,099
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前事業年度

（平成17年３月31日）

当事業年度

（平成18年３月31日）
対前年比 

区分
注記

番号
金額（千円）

構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）

増減 

（千円） 

２．無形固定資産         

(1)営業権   68,000   51,000   

(2)ソフトウェア   25,298   11,603   

(3)その他   16,972   16,271   

無形固定資産合計   110,271 0.5  78,874 0.4 △31,397

３．投資その他の資産         

(1)投資有価証券 ※１  613,042   774,933   

(2)関係会社株式   363,572   363,572   

(3)出資金   500   500   

(4)関係会社出資金   23,680   23,680   

(5)破産更生債権その他こ

れらに準ずる債権
  3,200   800   

(6)長期前払費用   51,584   47,110   

(7)長期性預金   －   226,000   

(8)その他   334,692   336,170   

貸倒引当金   △31,400   △27,811   

投資その他の資産合計   1,358,872 6.2  1,744,955 7.9 386,083

固定資産合計   7,206,125 32.6  6,751,712 30.5 △454,413

Ⅲ　繰延資産         

１．社債発行費   4,966   6,583   

繰延資産合計   4,966 0.0  6,583 0.0 1,616

資産合計   22,137,535 100.0  22,176,402 100.0 38,867

         

－ 32 －



 
 

前事業年度

（平成17年３月31日）

当事業年度

（平成18年３月31日）
対前年比 

区分
注記

番号
金額（千円）

構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）

増減 

（千円） 

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．支払手形   3,381,114   2,813,395   

２．買掛金 ※２  1,131,656   1,272,900   

３．短期借入金 ※１  2,889,908   5,062,908   

４．１年内償還予定社債   120,000   2,391,000   

５．未払金   631,915   336,886   

６．未払法人税等   49,174   22,229   

７．未払費用   59,836   66,649   

８．預り金   13,736   16,121   

９．前受収益   10,662   3,762   

10．賞与引当金   200,169   214,983   

11. 役員賞与引当金   25,000   －   

12. 製品保証引当金   154,252   67,331   

13．その他   3,546   6,722   

流動負債合計   8,670,975 39.2  12,274,891 55.3 3,603,916

Ⅱ　固定負債         

１．社債   3,111,000   890,000   

２．長期借入金 ※１  1,061,000   990,000   

３．退職給付引当金   50,641   129,228   

４．繰延税金負債   84,927   114,488   

５．その他   19,600   19,600   

固定負債合計   4,327,168 19.5  2,143,316 9.7 △2,183,851

負債合計   12,998,144 58.7  14,418,208 65.0 1,420,064

         

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※３  6,509,428 29.5  6,574,428 29.8 65,000

Ⅱ　資本剰余金         

１．資本準備金 ※５ 1,015,173   1,080,173    

資本剰余金合計   1,015,173 4.6  1,080,173 4.9 65,000

Ⅲ　利益剰余金         

１．利益準備金  19,200   36,300    

２．当期未処分利益又は当

期未処理損失（△）
 1,461,985   △161,964    

利益剰余金合計   1,481,186 6.7  △125,663 △0.7 △1,606,850

Ⅳ　その他有価証券評価差額

金
  143,648 0.5  239,570 1.0 95,921

Ⅴ　自己株式 ※４  △10,046 △0.0  △10,315 △0.0 △268

資本合計   9,139,391 41.3  7,758,194 35.0 △1,381,197

負債資本合計   22,137,535 100.0  22,176,402 100.0 38,867
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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）

 

対前年比

 

区分
注記

番号
金額（千円）

百分比

（％）
金額（千円）

百分比

（％）

増減 

（千円） 

Ⅰ　売上高   18,506,261 100.0  11,033,413 100.0 △7,472,848

Ⅱ　売上原価         

１．製品期首棚卸高  623,277   600,223    

２．当期製品製造原価  13,743,338   8,670,562    

合計  14,366,615   9,270,785    

３．製品期末棚卸高  600,223 13,766,391 74.4 49,243 9,221,542 83.6 △4,544,849

売上総利益   4,739,870 25.6  1,811,871 16.4 △2,927,999

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,2  2,707,098 14.6  2,693,397 24.4 △13,701

営業利益又は営業損失

（△）
  2,032,771 11.0  △881,525 △8.0 △2,914,297

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  438   459    

２．受取配当金  5,044   6,576    

３．有価証券売却益  1,719   －    

４．資産賃貸収入 ※３ 59,205   43,515    

５．業務受託料 ※３ 11,280   7,920    

６．有価証券利息  －   17,102    

７．その他  19,702 97,390 0.6 12,460 88,034 0.8 △9,355

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  159,328   138,922    

２．手形売却損  62,056   26,486    

３．社債利息  5,293   5,534    

４．社債発行費償却  12,364   4,533    

５．その他  67,093 306,136 1.7 56,704 232,181 2.1 △73,955

経常利益又は経常損失

（△）
  1,824,025 9.9  △1,025,672 △9.3 △2,849,697
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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）

 

対前年比

 

区分
注記

番号
金額（千円）

百分比

（％）
金額（千円）

百分比

（％）

増減 

（千円） 

Ⅵ　特別利益         

１．固定資産売却益 ※４ 6   －    

２．貸倒引当金戻入益  5,674   1,900    

３．賞与引当金戻入益  －   27,939    

４．役員賞与引当金戻入

　　益
 －   850    

５．その他  0 5,680 0.0 248 30,937 0.3 25,257

Ⅶ　特別損失         

１．固定資産売却損 ※５ 61,703   －    

２．投資有価証券売却損  33,913   －    

３. 減損損失 ※６ －   396,205    

４. リース契約解約損  14,184   －    

５. 役員退職慰労金  19,625   10,700    

６. その他  34 129,461 0.7 19,653 426,558 3.9 297,097

税引前当期純利益又は

税引前当期純損失

（△）

  1,700,244 9.2  △1,421,293 △12.9 △3,121,537

法人税、住民税及び事

業税
 14,230   18,070    

法人税等調整額  299,549 313,779 1.7 △3,258 14,811 0.1 △298,967

当期純利益又は当期純

損失（△）
  1,386,465 7.5  △1,436,105 △13.0 △2,822,570

前期繰越利益   224,031   1,274,140   

中間配当額   135,009   －   

中間配当に伴う

利益準備金積立額
  13,500   －   

当期未処分利益又は当

期未処理損失（△）
  1,461,985   △161,964   
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(3）利益処分案（前事業年度）及び損失処理案（当事業年度）

  
前事業年度

（平成17年３月期）
  

当事業年度
（平成18年３月期）

区分
注記
番号

金額（千円） 区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　当期未処分利益   1,461,985 Ⅰ　当期未処理損失   161,964

Ⅱ　利益処分額        

１．利益準備金  17,100      

２．配当金  170,744 187,844     

Ⅲ　次期繰越利益   1,274,140 Ⅱ　次期繰越損失   161,964
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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

　移動平均法による原価法

(1)子会社株式

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）

(2)その他有価証券

　時価のあるもの

同左

２．棚卸資産の評価基準及び

評価方法

(1)製品・仕掛品

　個別法による原価法

(1)製品・仕掛品

同左

 (2)主要原材料

　移動平均法による原価法

(2)主要原材料

同左

 (3)補助原材料

　総平均法による原価法

(3)補助原材料

同左

 (4)貯蔵品

　最終仕入原価法による原価法

(4)貯蔵品

同左

３．固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産

　定率法（ただし、平成10年4月1日以降

に取得した建物（建物附属設備を除く）

については定額法）を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

　建物…………………3年～47年

　構築物………………7年～40年

　機械及び装置………2年～15年

　車両及び運搬具……4年～ 7年

　工具器具及び備品…2年～20年

(1)有形固定資産

　　　　　　　 同左

 

 

 

　   　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　

　

 

　

　

　

 (2)無形固定資産

　定額法を採用しております。

　営業権については5年で毎期均等償却

する方法によっております。

　なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間（5

年）に基づく定額法を採用しております。

(2)無形固定資産

　　　　　　　同左

　

 

　

 

 

 

４．繰延資産の処理方法 社債発行費

　商法施行規則に規定する3年で毎期均

等償却する方法によっております。

社債発行費

同左

５．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は決算日の直物等

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
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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．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金

　債権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、

貸倒懸念債権及び破産更生債権等特定の

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しております。

(1)貸倒引当金

同左

 (2)賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるため、賞

与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

 (3)役員賞与引当金

役員賞与の支給に備えるため、支給見

込額を計上しております。なお当該引当

金は、商法施行規則第43条の規定に基づ

くものであります。

（追加情報）

役員賞与は、従来利益処分により未処

分利益の減少とする処理を行っておりま

したが、当事業年度から、「役員賞与の

会計処理に関する当面の取り扱い」（企

業会計基準委員会実務対応報告第13号　

平成16年3月9日）に基づき、発生時に会

計処理することとしております。この結

果、従来の方法と比較して、「営業利

益」、「経常利益」、および「税引前当

期純利益」はそれぞれ25,000千円減少し

ております。

(3)役員賞与引当金

役員賞与の支給に備えるため、支給見

込額を計上しております。当該引当金は、

商法施行規則第43条の規定に基づくもの

であります。

　なお当事業年度における計上はありま

せん。

 (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

資産の見込額に基づき計上しております。

数理計算上の差異は、各事業年度の発

生時の従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（5年）による定率法により

按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度

から費用処理することとしております。

(4)退職給付引当金

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）

 (5)製品保証引当金

製品販売後の無償サービス費用の支出

に備えるため、売上高を基準として過去

の実績に基づき計上しております。

（追加情報）

製品販売後の無償サービスについては、

従来支出時の費用として処理しておりま

したが、海外売上高増大とともに将来に

おける無償サービス費用の負担額の重要

性が増してきたため、当事業年度より過

去の実績に基づいて算定した見積額を製

品保証引当金に計上しております。この

変更に伴い、従来の方法によった場合に

比べ、「売上原価」が154,252千円増加

するため、「売上総利益」、「営業利

益」、「経常利益」、「税引前当期純利

益」がそれぞれ同額減少しております。

(5)製品保証引当金

製品販売後の無償サービス費用の支出

に備えるため、売上高を基準として過去

の実績に基づき計上しております。

７．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

８．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、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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財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前事業年度
（自　平成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）

当事業年度より、固定資産の減損に係る会計基準「固定

資産の増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。これにより税引

前当期純損失は396,205千円増加しております。

　なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表規

則に基づき各資産の金額から直接控除しております。 

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）

 （貸借対照表）

───────

 （貸借対照表）

前事業年度まで投資その他の資産の「その他」に含めて

表示しておりました「長期性預金」は当事業年度末におい

て、資産の総額の100分の1を超えたため区分掲記しました。

　なお、前事業年度末において投資その他の資産の「その

他」に含まれていた長期性預金の残高は14,000千円であり

ます。

　

  （損益計算書）

───────

 （損益計算書）

前事業年度まで営業外収益の「その他」に含めて表示し

ておりました「有価証券利息」は当事業年度末において、

営業外収益の総額の100分の10を超えたため区分掲記しまし

た。

　なお、前事業年度末において営業外収益の「その他」に

含まれていた有価証券利息の金額は3,596千円であります。
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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．担保に提供している資産とこれに対応する債務は次

のとおりであります。

担保提供資産

※１．担保に提供している資産とこれに対応する債務は次

のとおりであります。

担保提供資産

現金及び預金 1,259,600千円

建物 2,581,315千円

 （157,271千円）

構築物 1,511千円

 （1,511千円）

機械及び装置 44,510千円

 （44,510千円）

工具器具及び備品 1,238千円

 （1,238千円）

土地 2,049,798千円

 （121,320千円）

投資有価証券 498,281千円

　計 6,436,254千円

 （325,851千円）

現金及び預金 1,259,600千円

売掛金 837,816千円

建物 2,415,139千円

 （147,912千円）

構築物 1,275千円

 （1,275千円）

機械及び装置 31,293千円

 （31,293千円）

工具器具及び備品 990千円

 （990千円）

土地 1,653,592千円

 （121,320千円）

投資有価証券 620,148千円

　計 6,819,857千円

 （302,792千円）

上記のうち（ ）内書は、工場財団の担保に供して

いる資産であります。

上記に対応する債務

上記のうち（ ）内書は、工場財団の担保に供して

いる資産であります。

上記に対応する債務

短期借入金 2,618,033千円

長期借入金 939,125千円

　計 3,557,158千円

短期借入金 3,762,908千円

長期借入金 715,000千円

　計 4,477,908千円

※２．区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関

係会社に対するものは、次のとおりであります。

※２．区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関

係会社に対するものは、次のとおりであります。

売掛金 98,505千円

買掛金 462,402千円

売掛金 596,089千円

買掛金 36,649千円

※３．会社の発行する株式の総数及び発行済株式数は、次

のとおりであります。

※３．会社の発行する株式の総数及び発行済株式数は、次

のとおりであります。

授権株式数 普通株式 40,000,000株 授権株式数 普通株式 40,000,000株

　ただし、「株式の消却が行われた場合には、これに

相当する株式数を減ずる」旨を定款に定めております。

　ただし、「株式の消却が行われた場合には、これに

相当する株式数を減ずる」旨を定款に定めております。

発行済株式総数 普通株式 21,381,480株 発行済株式総数 普通株式 21,626,762株

※４．自己株式 ※４．自己株式

普通株式 38,362株 普通株式 38,818株
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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）

※５．平成14年12月20日開催の第24回定時株主総会の決議

により、下記の欠損填補を行っております。

※５．平成15年12月19日開催の第25回定時株主総会の決議

により、下記の欠損填補を行っております。

資本準備金 3,438,549千円 その他資本剰余金 179,705千円

資本準備金 1,271,808千円

計 1,451,514千円

平成15年12月19日開催の第25回定時株主総会の決議

により、下記の欠損填補を行っております。

その他資本剰余金 179,705千円

資本準備金 1,271,808千円

計 1,451,514千円

　６．受取手形割引高 1,224,370千円 　６．受取手形割引高 374,050千円

※７．売上債権流動化に伴う遡及義務

受取手形 707,450千円

※７．　　　　　　──────

　８．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143,648千円

であります。

　８．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239,570千円

であります。

　９．　　　　────── 　９．資本の欠損の額は172,279千円であります。

　10．運転資金の効率的な調達を行うため株式会社東京都

民銀行他６行と貸出コミットメントライン契約を締結

しております。

　当事業年度末における借入未実行残高は次のとおり

であります。

貸出コミットメントの総額 1,600,000千円

借入実行残高 300,000千円

借入未実行残高 1,300,000千円

　10．平成14年７月に発行した2006年満期円貨建転換社債

型新株予約権付社債の一部が未転換であり、その償還

期限が平成18年9月30日となっていることから、同社

債償還のバックアップラインとして、平成17年9月30

日付けで、株式会社東京都民銀行他16行と総額

2,200,000千円の貸出コミットメントライン契約を締

結しております。

　なお、本契約の当事業年度末における借入実行残高

はありまん。

　運転資金の効率的な調達を行うため、株式会社りそ

な銀行と総額500,000千円の貸出コミットメントライ

ン契約を締結しております。

　なお、本契約の当事業年度末における借入実行残高

はありません。　
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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．販売費に属する費用のおおよその割合は、19％であ

り、一般管理費に属する費用のおおよその割合は、

81％であります。主な費用及び金額は、次のとおりで

あります。

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は、14％であ

り、一般管理費に属する費用のおおよその割合は、

86％であります。主な費用及び金額は、次のとおりで

あります。

販売手数料 110,504千円

荷造運賃 262,365千円

役員報酬 163,250千円

給料手当 391,628千円

賞与引当金繰入額 42,912千円

役員賞与引当金繰入額 25,000千円

退職給付費用 24,078千円

減価償却費 69,687千円

研究開発費 783,806千円

荷造運賃 193,113千円

役員報酬 155,461千円

給料手当 409,894千円

賞与引当金繰入額 44,684千円

退職給付費用 36,163千円

減価償却費 44,695千円

研究開発費 938,069千円

貸倒損失 54,100千円

貸倒引当金繰入額 7,610千円

※２．研究開発費の総額 ※２．研究開発費の総額

一般管理費 783,806千円 一般管理費 938,069千円

※３．関係会社との取引にかかるものが次のとおり含まれ

ております。

※３．関係会社との取引にかかるものが次のとおり含まれ

ております。

関係会社よりの資産賃貸収入 23,335千円

関係会社よりの業務受託料 11,280千円

関係会社よりの資産賃貸収入　 8,297千円　

関係会社よりの業務受託料　 7,920千円　

  

※４．固定資産売却益の内容は以下のとおりであります。

車両及び運搬具 6千円

※４．　　───────

　 　

  

※５．固定資産売却損の内容は以下のとおりであります。

  

機械及び装置 61,509千円

車両及び運搬具 194千円

合計 61,703千円

※５．　　───────

  

　 　

　 　

　 　

※６．　　　　　――――――― ※６．減損損失

　減損損失を把握するにあたっては、生産設備、

販売管理設備、賃貸設備（賃貸物件ごと）、遊休　　

設備にグルーピングして実施しております。

　京都府京都市に所有する土地は、近年の地価下落　

により帳簿価額を現時点での不動産鑑定評価に基づく

正味売却価額（256,990千円）まで減額し、345,351千

円の減損損失を計上しております。

　三重県津市に所有する土地は、現在遊休資産になっ

ているため、帳簿価額を現時点での路線価に基づく正

味売却価額（10,725千円）まで減額し、50,854千円の

減損損失を計上しております。
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①　リース取引

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

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

および期末残高相当額

　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および期末残高相当額

 
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）

建物 5,124 1,647 3,477

車両及び運搬具 12,000 － 12,000

工具器具及び備
品

206,952 127,365 79,587

ソフトウェア 33,968 28,090 5,877

合計 258,045 157,103 100,942

 
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）

建物 5,124 2,379 2,745

車両及び運搬具 12,000 2,400 9,600

工具器具及び備
品

189,657 114,029 75,627

ソフトウェア 26,825 17,744 9,080

合計 233,606 136,553 97,053

　なお、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。

同左

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 44,914千円

１年超 56,027千円

　合計 100,942千円

１年以内 33,868千円

１年超 63,185千円

　合計 97,053千円

　なお、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。

同左

３．支払リース料および減価償却費相当額 ３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価　　

　償却費相当額および減損損失

支払リース料 47,978千円

減価償却費相当額 47,978千円

支払リース料 52,861千円

減価償却費相当額 52,861千円

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

法によっております。

４．減価償却費相当額の算定方法

　　　　　　　　　　　 同左

 

（減損損失について）

　リース資産に分配された減損損失はありません。 

②　有価証券

　前事業年度（自 平成16年４月１日　至 平成17年３月31日）および当事業年度（自 平成17年４月１日　至 平成

18年３月31日）における子会社株式で時価のあるものはありません。
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③　税効果会計

前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（平成18年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産

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

　欠損金 1,997,922千円

　研究開発資産否認額 10,401

　賞与引当金損金算入限度超過額 81,449

　製品保証引当金損金算入限度超

過額

62,765

　退職給付引当金損金算入限度超

過額

12,269

　その他 10,480

繰延税金資産小計 2,175,288

　評価性引当金 △1,997,922

繰延税金資産合計 177,366

　欠損金 2,367,848千円

　研究開発資産否認額 5,845

　賞与引当金損金算入限度超過額 87,476

　製品保証引当金損金算入限度超

過額

27,397

　退職給付引当金損金算入限度超

過額

49,010

　その他 10,894

繰延税金資産小計 2,548,472

　評価性引当金 △2,367,848

繰延税金資産合計 180,624

繰延税金負債 繰延税金負債

　その他有価証券評価差額金 △98,551千円

繰延税金負債合計 △98,551

繰延税金資産（負債）の純額 78,815

　その他有価証券評価差額金 △164,358千円

繰延税金負債合計 △164,358

繰延税金資産（負債）の純額 16,266

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.7％

　（調整）  

交際費等永久に損金に算入されな

い項目
0.6

住民税均等割 0.8

外形標準課税 2.1

繰延税金資産の評価性引当金 △25.0

その他 △0.7

税効果会計適用後の法人税等の負担

率
18.5

法定実効税率 40.7％

　（調整）  

交際費等永久に損金に算入されな

い項目
△0.7

住民税均等割 △1.3

外形標準課税 1.1

長期滞留債権回収費用引当金否認 △0.7

減損損失 △11.3

見積原価否認 △1.3

繰延税金資産の評価性引当金 △26.0

貸倒損失否認 △1.5

その他 0.0

税効果会計適用後の法人税等の負担

率
△1.0

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

７．役員の異動
 

該当事項はありません。 
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