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代  表  者    役職名 代 表 取 締 役 社 長 氏名 藤井 一郎 

問合せ先責任者    役職名 常務取締役管理部長 氏名 大原 和義          ＴＥＬ（075）463－8111 

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

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1,000株） 
配当支払開始予定日 平成 18年 6月 30日 
１．平成18年3月期の業績（平成17年4月1日～平成18年3月31日） 
(1)経営成績                                                                   百万円未満切捨 
 売上高 営業利益 経常利益 

 
平成18年3月期 
平成17年3月期 

百万円 
4,684 
4,843 

％ 
△3.3 
△6.3 

百万円 
3 
128 

％ 
△97.5 
△43.8 

百万円 
198 
284 

％ 
△30.1 
△17.7 

 
 

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 

 
平成18年3月期 
平成17年3月期 

百万円 
152 
228 

％ 
△33.5 
△8.8 

円  銭 
20.48 
30.86 

円  銭 
－ 
－ 

％ 
1.5 
2.4 

％ 
1.8 
2.6 

％ 
4.2 
5.9 

(注)① 期中平均株式数 平成18年3月期 7,315,897株   平成17年3月期 7,319,902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                                                                   百万円未満切捨 

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 

 

平成18年3月期 

平成17年3月期 

円  銭 

12.50 

12.50 

円  銭 

－ 

－ 

円  銭 

12.50 

12.50 

百万円 

91 

91 

％ 

61.0 

40.5 

％ 

0.9 

1.0 

                               

(3)財政状態                                                                   百万円未満切捨 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本 

 

平成18年3月期 

平成17年3月期 

百万円 

11,374 

10,599 

百万円 

10,099 

9,549 

％ 

88.8 

90.1 

円   銭 

1,380.26 

1,304.85 

(注)①期末発行済株式数 平成18年3月期  7,315,564株    平成17年3月期  7,316,264株 

②期末自己株式数   平成18年3月期     24,901株    平成17年3月期     24,201株 

 

２．平成19年3月期の業績予想（平成18年4月1日～平成19年3月31日） 

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 

2,300 

4,500 

百万円 

50 

180 

百万円 

20 

120 

円  銭 

－ 

－ 

円  銭 

－ 
12.50 

円  銭 

－ 

12.50 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）16円40銭 
＊上記の予想は本資料発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に
係る本資料発表日現在における仮定を前提としております。実際の業績は今後様々な要因によって大きく
異なる結果となる可能性があります。 
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(1) 貸借対照表 

  
第56期 

(平成17年３月31日) 

第57期 

(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   1,734,003   1,642,156  

２ 受取手形   699,338   644,701  

３ 売掛金   559,466   549,476  

４ 有価証券   599,647   999,656  

５ 商品   146,752   127,695  

６ 製品   855,344   779,785  

７ 原材料   107,821   122,953  

８ 仕掛品   837,500   868,459  

９ 貯蔵品   11,267   8,133  

10 前払費用   40,270   36,768  

11 繰延税金資産   53,653   47,222  

12 未収消費税等   15,237   -  

13 未収入金 ※３  113,445   105,428  

14 未収収益   3,408   1,881  

15 その他   8,520   3,209  

貸倒引当金   △8,339   △3,948  

流動資産合計   5,777,339 54.5  5,933,579 52.2 

Ⅱ 固定資産        

１ 有形固定資産        

(1) 建物  2,112,677   2,121,887   

減価償却累計額  1,518,405 594,271  1,565,559 556,327  

(2) 構築物  166,042   166,042   

減価償却累計額  141,559 24,482  144,754 21,287  

(3) 機械及び装置  193,526   249,153   

減価償却累計額  169,660 23,865  135,389 113,764  

(4) 車輌及び運搬具  29,587   12,190   

減価償却累計額  23,732 5,855  10,156 2,033  

(5) 工具器具及び備品  130,487   134,345   

減価償却累計額  98,714 31,772  105,171 29,173  

(6) 土地   266,959   266,959  

(7) 建設仮勘定   -   9,431  

有形固定資産合計   947,206 8.9  998,977 8.8 

２ 無形固定資産        

(1) 借地権   5,000   5,000  

(2) 商標権   22   -  

(3) ソフトウェア   152,836   160,578  

(4) 電話加入権   3,369   3,369  

無形固定資産合計   161,228 1.5  168,947 1.4 
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第56期 

(平成17年３月31日) 
第57期 

(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 
(％) 

３ 投資その他の資産        

(1) 投資有価証券   1,152,594   2,182,286  

(2) 出資金   536   536  

(3) 関係会社出資金   685,487   685,487  

(4) 関係会社長期貸付金   97,200   64,800  

(5) 破産更生債権等   16,005   2,751  

(6) 長期前払費用   61,994   64,352  

(7) 差入保証金   46,628   43,586  

(8) 長期性預金   1,659,056   1,200,000  

(9) 保険積立金   -   23,005  

   (10) その他   8,469   8,469  

貸倒引当金   △14,522   △1,906  

投資その他の資産合計   3,713,450 35.1  4,273,369 37.6 

固定資産合計   4,821,884 45.5  5,441,294 47.8 

資産合計   10,599,224 100.0  11,374,874 100.0 
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第56期 

(平成17年３月31日) 
第57期 

(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 
(％) 

(負債の部)        

Ⅰ 流動負債        

１ 支払手形   106,983   89,487  

２ 買掛金   162,511   103,426  

３ 未払金   159,237   130,290  

４ 未払費用   30,581   29,198  

５ 未払法人税等   27,079   15,923  

６ 未払消費税等   ―   3,993  

７ 預り金   4,039   4,241  

８ 賞与引当金   99,314   89,140  

９ その他   6,307   6,307  

流動負債合計   596,053 5.6  472,007 4.1 

Ⅱ 固定負債        

１ 繰延税金負債   292,308   621,971  

２ 役員退職慰労引当金   153,480   171,480  

３ 預り保証金   7,877   9,752  

固定負債合計   453,665 4.3  803,204 7.1 

負債合計   1,049,719 9.9  1,275,212 11.2 

        

(資本の部)        

Ⅰ 資本金 ※１  923,325 8.7  923,325 8.1 

Ⅱ 資本剰余金        

１ 資本準備金  758,014   758,014   

資本剰余金合計   758,014 7.2  758,014 6.7 

Ⅲ 利益剰余金        

１ 利益準備金  209,238   209,238   

２ 任意積立金        

(1) 特別償却準備金  6,352   4,712   

(2) 固定資産圧縮積立金  5,114   4,737   

(3) 別途積立金  6,650,000   6,800,000   

３ 当期未処分利益  514,157   424,007   

利益剰余金合計   7,384,863 69.7  7,442,694 65.4 

Ⅳ その他有価証券評価差額金   493,484 4.6  986,321 8.7 

Ⅴ 自己株式 ※２  △10,182 △0.1  △10,693 △0.1 

資本合計   9,549,505 90.1  10,099,662 88.8 

負債及び資本合計   10,599,224 100.0  11,374,874 100.0 
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(2)損益計算書 
 

  
第56期 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第57期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高        

１ 製品売上高  4,017,593   3,826,000   

２ 商品売上高  826,384 4,843,977 100.0 858,114 4,684,115 100.0 

Ⅱ 売上原価        

１ 製品期首たな卸高  822,473   855,344   

２ 商品期首たな卸高  128,202   146,752   

３ 他勘定からの振替高 ※１ 270,004   286,489   

４ 当期製品製造原価 ※３ 2,622,188   2,526,129   

５ 当期商品仕入高  592,101   560,023   

合計  4,434,970   4,374,740   

６ 他勘定への振替高 ※２ 6,373   64,050   

７ 製品期末たな卸高  855,344   779,785   

８ 商品期末たな卸高  146,752 3,426,500 70.7 127,695 3,403,209 72.7 

売上総利益   1,417,477 29.3  1,280,906 27.3 

Ⅲ 販売費及び一般管理費        

１ 荷造運賃  89,719   90,410   

２ 広告宣伝費  14,675   14,817   

３ 販売促進費  79,731   110,429   

４ 役員報酬  51,312   47,712   

５ 給与手当  396,689   394,886   

６ 賞与  108,807   86,412   

７ 賞与引当金繰入額  53,564   49,634   

８ 退職給付費用  50,960   47,010   

９ 役員退職慰労引当金繰入額  18,000   18,000   

10 法定福利費  70,469   70,838   

11 福利厚生費  7,885   2,519   

12 賃借料  18,961   16,352   

13 水道光熱費  8,501   8,331   

14 支払手数料  46,108   41,032   

15 保険料  13,038   11,842   

16 修繕費  21,489   24,221   

17 租税公課  26,872   25,154   

18 事業所税  3,129   3,129   

19 長期前払費用償却費  396   395   

20 消耗品費  29,858   15,182   

21 旅費交通費  41,336   42,040   

22 通信費  17,900   18,255   

23 交際費  5,710   4,878   

24 減価償却費  48,867   65,461   

25 研究開発費 ※３ 53,089   57,624   

26 その他  11,472 1,288,547 26.6 11,150 1,277,723 27.2 

営業利益   128,929 2.7  3,182 0.1 
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第56期 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第57期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

Ⅳ 営業外収益        

１ 受取利息  19,422   21,306   

２ 受取配当金 ※４ 117,989   112,389   

３ 為替差益  8,046   45,033   

４ 賃貸料収入  9,070   9,070   

５ その他  7,314 161,842 3.3 11,512 199,312 4.3 

Ⅴ 営業外費用        

１ 賃貸料収入原価  3,058   2,951   

２ その他  3,383 6,442 0.1 844 3,795 0.1 

経常利益   284,330 5.9  198,698 4.2 

Ⅵ 特別利益        

１ 固定資産売却益 ※５ ―   4,071   

２ 貸倒引当金戻入益  773 773 0.0 4,673 8,744 0.2 

Ⅶ 特別損失        

１ 固定資産売却損 ※６ 141   1,692   

２ 固定資産除却損 ※７ 8,228   1,183   

 ３ リース解約損  ― 8,369 0.2 3,106 5,982 0.1 

税引前当期純利益   276,733 5.7  201,460 4.3 

法人税、住民税 
及び事業税 

 51,191   50,037   

法人税等調整額  △3,261 47,930 1.0 △761 49,276 1.1 

当期純利益   228,803 4.7  152,184 3.2 

前期繰越利益   285,353   271,822  

当期未処分利益   514,157   424,007  
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(3)利益処分(案) 

 

  
第56期 

(平成17年６月29日) 
第57期 

(平成18年６月29日予定) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 当期未処分利益   514,157  424,007 

Ⅱ 任意積立金取崩額      

１ 特別償却準備金取崩額  1,640  1,640  

２ 固定資産圧縮積立金 
取崩額 

 377 2,018 350 1,991 

合計   516,176  425,998 

Ⅲ 利益処分額      

１ 利益配当金  91,453  91,444  

２ 役員賞与金  2,900  2,300  

(うち監査役賞与金)  (800)  (700)  

３ 任意積立金      

別途積立金  150,000 244,353 100,000 193,744 

Ⅳ 次期繰越利益   271,822  232,254 

      

 (注) １ 特別償却準備金及び固定資産圧縮積立金取崩額は、租税特別措置法の規定に基づくものであります。 

２ 日付は株主総会承認年月日であります。 
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重要な会計方針 

 

項目 
第56期 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第57期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1) 満期保有目的の債券 

   償却原価法(定額法) 

(1) 満期保有目的の債券 

同左 

 (2) 子会社出資金 

   移動平均法による原価法 

(2) 子会社出資金 

同左 

 (3) その他有価証券 

時価のあるもの 

決算期末日の市場価格等に基づ

く時価法(評価差額は部分資本

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。) 

(3) その他有価証券 

   時価のあるもの 

同左 

   時価のないもの 

   移動平均法による原価法 

   時価のないもの 

同左 

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

(1) 商品 

  総平均法による低価法 

(2) 製品、原材料、仕掛品 

   後入先出法による低価法 

(3) 貯蔵品 

   最終仕入原価法 

(1) 商品 

同左 

(2) 製品、原材料、仕掛品 

同左 

(3) 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(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、耐用年数及び残存価額につ

いては、法人税法に規定する方法

と同一の基準によっております。 

(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。 

  なお、耐用年数については、法人

税法に規定する方法と同一の基準

によっております。 

ただし、ソフトウェア(自社利用

分)については、社内における利用

可能期間(５年)に基づく定額法に

よっております。 

(2) 無形固定資産 

同左 

 (3) 長期前払費用 

  均等償却を行っております。 

  なお、償却期間については、法人

税法に規定する方法と同一の基準

によっております。 

(3) 長期前払費用 

同左 

４ 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、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能

性を検討し、回収不能見込額を計

上しております。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 (2) 賞与引当金 

  従業員に対して支給する賞与の支

出に備えるため、支給見込額基準

に基づき計上しております。 

(2) 賞与引当金 

同左 
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項目 
第56期 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第57期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (3) 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、当事業年度末において発生し

ていると認められる額を計上して

おります。 

過去勤務債務は、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の一

定年数(７年)による定額法により

費用処理しております。 

数理計算上の差異は、各事業年度

の発生時における従業員の平均残

存勤務期間以内の一定年数(７年)

による定額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。

なお、当事業年度末においては、

年金掛金が退職給付費用を超過し

たため超過額を前払年金費用とし

て処理しております。 

(3) 退職給付引当金 

同左 

 (4) 役員退職慰労引当金 

役員の退職に伴う退職慰労金の支

給に備えるため、内規に基づく期

末要支給額を計上しております。 

(4) 役員退職慰労引当金 

同左 

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

めの基本となる重要な事

項 

消費税等の処理方法 

税抜方式によっております。 

消費税等の処理方法 

同左 
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会計処理方法の変更 

 

第56期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第57期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

――― (固定資産の減損に係る会計基準) 

当期から「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。 

これによる損益に与える影響はありません。 

 
 
 
追加情報 

 

第56期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第57期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

「地方税法等の一部を改正する法律」(平成15年法律第

9号)が平成15年3月31日に公布され、平成16年4月1日以

後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入さ

れたことに伴い、当事業年度から「法人事業税におけ

る外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての

実務上の取扱い」(平成16年2月13日企業会計基準委員

会 実務対応報告第12号)に従い、法人事業税の付加価

値割及び資本割については、販売費及び一般管理費に

計上しております。 

この結果、販売費及び一般管理費が9,007千円増加し、

営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が9,007千円

減少しております。 

 

――― 
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注記事項 

(貸借対照表関係) 

 

第56期 
(平成17年３月31日) 

第57期 
(平成18年３月31日) 

※１ 会社が発行する株式の総数 

普通株式 19,945,000株

   発行済株式の総数 

普通株式 7,340,465株
 

※１ 会社が発行する株式の総数 

普通株式 19,945,000株

   発行済株式の総数 

普通株式 7,340,465株
 

※２ 当社が保有する自己株式の数 
普通株式 24,201株

 

※２ 当社が保有する自己株式の数 
普通株式 24,901株

 
※３ 関係会社に対する事項 

未収入金 111,108千円
 

※３ 関係会社に対する事項 

未収入金 105,201千円
 

 ４ 偶発債務(保証債務) 

   下記の会社の借入金に対し保証をしております。 

   上海富士克制線有限公司 

21,464千円(200千US＄) 

 ４ 偶発債務(保証債務) 

   下記の会社の借入金に対し保証をしております。 

   上海富士克制線有限公司 

23,496千円(200千US＄) 

 ５ 配当制限 

有価証券の時価評価により、純資産額が493,484

千円増加しております。 

なお、当該金額は商法施行規則第124条第3号の規

定により、配当に充当することが制限されている

ものであります。 

 ５ 配当制限 

有価証券の時価評価により、純資産額が986,321  

千円増加しております。 

なお、当該金額は商法施行規則第124条第3号の規

定により、配当に充当することが制限されている

ものであります。 
 
(損益計算書関係) 

第56期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第57期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 他勘定からの振替高の内訳は、次のとおりであり

ます。 
原材料 61,858千円
仕掛品 208,146千円

計 270,004千円
 

※１ 他勘定からの振替高の内訳は、次のとおりであり

ます。 
原材料 78,708千円
仕掛品 207,781千円

計 286,489千円
 

※２ 他勘定への振替高の内訳は、次のとおりでありま
す。 
販売費及び一般管理費 6,373千円
 

※２ 他勘定への振替高の内訳は、次のとおりでありま
す。 
販売費及び一般管理費 6,515千円
製造原価 57,534千円

計 64,050千円
 

※３ 研究開発費の総額 

     販売費及び一般管理費並びに当期製造費用に含

まれる研究開発費             70,625千円 

※３ 研究開発費の総額 

     販売費及び一般管理費並びに当期製造費用に含

まれる研究開発費             73,945千円 

※４ 関係会社に対する事項 

受取配当金 111,108千円
 

※４ 関係会社に対する事項 

受取配当金 105,201千円
 

※５  

―― 

※５ 固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。 
機械及び装置 3,805千円
車両及び運搬具 265千円

計 4,071千円
 

※６ 固定資産売却損の内訳は、次のとおりであります。 
車両及び運搬具 141千円

 

※６ 固定資産売却損の内訳は、次のとおりであります。 
機械及び装置 1,692千円

 
※７ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。 

建物 964千円
構築物 1,508千円
車両及び運搬具 79千円
工具器具及び備品 218千円
ソフトウェア 561千円
解体撤去費用 4,896千円

計 8,228千円
 

※７ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。 
機械及び装置 657千円
車両及び運搬具 102千円
工具器具及び備品 88千円
解体撤去費用 335千円

計 1,183千円
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(リース取引関係) 

 

項目 
第56期 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第57期 
(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) 

機械及び 
装置 

162,986 99,125 63,861 

工具器具 
及び備品 

34,015 23,873 10,141 

合計 197,001 122,998 74,002 

  

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 

 

 
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) 

機械及び 
装置 

174,715 122,061 52,654 

工具器具 
及び備品 

13,170 9,261 3,908 

合計 187,885 131,322 56,562 

  

 ２ 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 33,135千円 

１年超 43,194千円 

計 76,330千円 
 

２ 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 32,578千円 

１年超 25,599千円 

計 58,178千円 
 

 ３ 支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額 

支払リース料 52,522千円

減価償却費相当額 49,582千円

支払利息相当額 1,924千円
 

３ 支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額 

支払リース料 36,327千円

減価償却費相当額 34,540千円

支払利息相当額 1,157千円
 

 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 

 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。 

５ 利息相当額の算定方法 

同左 

 

 

 

 

(減損損失について) 

リース資産に配分された減損損失はあ 

りませんので、項目等の記載は省略し 

ております。 
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(有価証券関係) 

 

第56期 
(平成17年３月31日) 

第57期 
(平成18年３月31日) 

子会社出資金で時価のあるものはありません。 同左 

 

(税効果会計関係) 

 

第56期 
(平成17年３月31日) 

第57期 
(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  
 未払法定福利費損金不算入 4,558千円

未払事業税等損金不算入 6,559千円

 賞与引当金損金不算入 40,321千円

 貸倒引当金繰入限度超過額 2,855千円

 減価償却限度超過額 7,526千円

 有価証券評価損損金不算入 2,269千円

 役員退職慰労引当金損金不算入 62,312千円

 IT税制繰越控除 2,123千円

 その他 312千円

繰延税金資産合計 128,839千円

繰延税金負債 

 前払年金費用に係る一時差異 △20,360千円

 特別償却準備金に係る一時差異 △3,364千円
 固定資産圧縮積立金に係る一時 

差異 
△3,327千円

 その他有価証券評価差額金 △337,297千円

 その他 △3,144千円

 繰延税金負債合計 △367,495千円

繰延税金負債の純額 △238,655千円
  

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  
 未払法定福利費損金不算入 4,184千円

未払事業税等損金不算入 6,569千円

 賞与引当金損金不算入 36,190千円

 貸倒引当金繰入限度超過額 696千円

 減価償却限度超過額 7,186千円

 有価証券評価損損金不算入 2,269千円

 役員退職慰労引当金損金不算入 69,620千円

 その他 447千円

繰延税金資産合計 127,165千円

繰延税金負債 

 前払年金費用に係る一時差異 △22,430千円

 特別償却準備金に係る一時差異 △2,243千円

 固定資産圧縮積立金に係る一時 
差異 

△3,088千円

 その他有価証券評価差額金 △674,152千円

 繰延税金負債合計 △701,914千円

繰延税金負債の純額 △574,749千円
  

  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 
 
法定実効税率 40.6％

(調整)  
 交際費等永久に損金に 
 算入されない額 

0.8 

 法人住民税均等割額 1.7 
 受取配当等永久に益金に 
 算入されない額 

△0.5 

 外国税額控除 △19.9 

 IT税制特別控除等 △6.3 

同族会社の留保金額に係る法人税額 1.2 

 その他 △0.3 
 税効果会計適用後の法人税等の 
 負担率 

17.3％

   

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 
 算入されない額 

1.0 

 法人住民税均等割額 2.3 
 受取配当等永久に益金に 
 算入されない額 

△0.7 

 外国税額控除 △15.5 

 IT税制特別控除等 △4.2 

 その他 1.0 
 税効果会計適用後の法人税等の 
 負担率 

24.5％
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(１株当たり情報) 

 

第56期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第57期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額 1,304円85銭
 

１株当たり純資産額 1,380円26銭
 

１株当たり当期純利益金額 30円86銭
 

１株当たり当期純利益金額 20円48銭
 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい
ては、潜在株式がないため、記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい
ては、潜在株式がないため、記載しておりません。 
 

 (注) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
第56期 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第57期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当期純利益(千円) 228,803 152,184 

普通株主に帰属しない金額(千円) 2,900 2,300 

(うち利益処分による役員賞与金) (2,900) (   2,300)

普通株式に係る当期純利益(千円) 225,903 149,884 

普通株式の期中平均株式数(株) 7,319,902 7,315,897 

 
(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

 

 

（品目別売上高） 
      （単位：千円） 

第56期 
（自 平成16年4月 1 日 

  至 平成17年3月31日） 

第57期 
（自 平成17年4月 1 日 

 至 平成18年3月31日） 

                
              

品    目 
金     額 構成比(%) 金     額 構成比(%) 

絹糸 412,563 8.5 385,938 8.2 家庭糸 
合繊糸 1,489,698 30.8 1,467,809 31.4 

小        計 1,902,261 39.3 1,853,747 39.6 

工業糸 合繊糸 2,672,527 55.2 2,546,071 54.4 

その他 原材料及び半製品 269,188 5.5 284,296 6.0 

合    計 4,843,977 100.0 4,684.115 100.0 

（注）１．商品売上高が家庭糸の絹糸に第56期 887千円、第57期 457千円、合繊糸に第56期 90,839千円、第57期 

95,856千円及び工業糸の合繊糸に第56期 734,657千円、第57期 761,800千円含まれております。 

２. 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 
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役員の異動（平成 18年６月２９日付） 
 

（１） 代表取締役の異動 
 

該当事項はありません。 
 
（２） その他の役員の異動 
 

① 退任予定取締役 
 

取締役生産改革部長  山崎  博（顧問就任予定） 
 

② 役付取締役の異動（昇格） 
 

専務取締役管理部長  大原 和義（現 常務取締役管理部長） 
 

以 上 
 


