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セキテクノトロン株式会社 上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ
本社所在都道府県 東京都

（ＵＲＬ　http://www.sekitech.co.jp）
取締役社長
関　　信
取締役経営管理部長
大木 知明 ＴＥＬ （０３）３８２０－１７１１

決算取締役会開催日 中間配当制度の有無 有
配当支払開始予定日 定時株主総会開催日
単元株制度採用の有無 有（１単元 1,000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 (百万円未満切り捨て）

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 （ ） （ ） （ ）
１７年３月期 （ ） （ ） （ ）

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

１８年３月期 （ ）
１７年３月期 （ ）
(注)①期中平均株式数 18年３月期　5,089,217株　　 17年３月期　5,091,826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

中　間 期　末
円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

１８年３月期
１７年３月期

(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
１７年３月期
(注)①期末発行済株式数 18年３月期　5,087,093株　　17年３月期　5,090,953株
　　②期末自己株式数 18年３月期     96,907株    17年３月期     93,047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）

中　間 期　末
百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭

0 0 0
7 50 7 50

(参考) １株当たり予想当期純利益（通期）15円73銭

　業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後
起こりうる様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。
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１　個別財務諸表等

　（1）貸借対照表

前事業年度 当事業年度 増減
平成17年３月31日 平成18年３月31日 (△印は減)

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
　１　現金及び預金 1,956,024 1,528,804
  ２　受取手形 49,433 24,205
　３　売掛金 ※１ 1,867,138 2,893,033
　４　商品 1,018,442 521,066
　５　原材料 199,132 245,460
　６　貯蔵品 539 338
　７　前渡金 ※１ 269,429 10,347
　８　前払費用 21,993 23,663
　９　未収入金 196,570 171,139
　10　関係会社短期貸付金 386,818 346,051
　11　繰延税金資産 33,352 80,367
　12　その他 19,474 66,882
　13　貸倒引当金 △7,741 △7,681
　　　流動資産合計 6,010,609 78.5 5,903,679 75.1 △106,930
Ⅱ　固定資産
　１　有形固定資産
　 (1)　建物 351,910 353,355
　　　　減価償却累計額 219,555 132,354 235,827 117,528
　 (2)　機械及び装置 60,977 60,977
　　　　減価償却累計額 41,035 19,941 43,568 17,409
　 (3)　工具器具及び備品 559,135 641,063
　　　　減価償却累計額 433,485 125,650 486,303 154,759
　 (4)　土地 684 684
　    有形固定資産合計 278,631 3.6 290,381 3.7 11,749
　２　無形固定資産
　 (1)　ソフトウェア 4,431 2,407
　 (2)　電話加入権 5,311 5,311
　 (3)　その他 90 75
      無形固定資産合計 9,833 0.1 7,794 0.1 △2,039
　３　投資その他の資産
　 (1)　投資有価証券 375,099 568,319
　 (2)　関係会社株式 754,939 754,939
　 (3)　長期貸付金 25,800 159,711
　 (4)　関係会社長期貸付金 107,390 117,470
　 (5)　破産更生債権等 36,953 36,953
　 (6)　長期前払費用 23,541 18,286
　 (7)　敷金・保証金 32,780 33,089
　 (8)　繰延税金資産 241,629 100,583
　 (9)　その他 2,077 41,788
　(10)　投資損失引当金 △100,933 －
　(11)　貸倒引当金 △137,030 △168,953
　　　　投資その他の資産合計 1,362,248 17.8 1,662,188 21.1 299,940
　　　固定資産合計 1,650,713 21.5 1,960,363 24.9 309,650
　　　資産合計 7,661,323 100.0 7,864,042 100.0 202,719

－ ２ －



前事業年度 当事業年度 増減
平成17年３月31日 平成18年３月31日 (△印は減)

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
　１　買掛金 ※１ 290,679 750,541
  ２　一年以内償還予定社債 220,000 520,000
　３　短期借入金 1,430,000 1,400,000
　４　一年以内返済予定
　　　長期借入金

160,000 560,000

　５　未払金 4,251 5,513
　６　未払費用 92,936 89,882
　７　未払法人税等 15,064 7,143
　８　未払消費税等 － 25,827
　９　前受金 532,524 13,818
　10　預り金 3,137 3,660
　11　その他 11,332 48,695
　　　流動負債合計 2,759,926 36.0 3,425,082 43.6 665,155
Ⅱ　固定負債
　１　社債 1,180,000 660,000
　２　長期借入金 440,000 420,000
　３　退職給付引当金 342,541 361,377
　４　役員退職慰労引当金 52,841 53,843
　５　その他 2,077 41,788
　　　固定負債合計 2,017,459 26.4 1,537,008 19.5 △480,450
　　　負債合計 4,777,386 62.4 4,962,091 63.1 184,705

（資本の部）
Ⅰ　資本金 ※２ 913,400 11.9 913,400 11.6 －
Ⅱ　資本剰余金
　１　資本準備金 1,315,680 1,315,680
　２　その他資本剰余金
　 (1)　自己株式処分差益 751 751 1,120 1,120
　　　資本剰余金合計 1,316,431 17.2 1,316,800 16.7 369
Ⅲ　利益剰余金
　１　利益準備金 67,200 67,200
　２　任意積立金
　 (1)　配当平均積立金 157,000 157,000
　 (2)　別途積立金 66,000 223,000 166,000 323,000
　３　当期未処分利益 321,162 180,587
　　　利益剰余金合計 611,362 8.0 570,787 7.3 △40,574
Ⅳ　その他有価証券評価差額金 57,460 0.7 117,500 1.5 60,039
Ⅴ　自己株式 ※３ △14,716 △0.2 △16,536 △0.2 △1,820
　　　資本合計 2,883,937 37.6 2,901,951 36.9 18,014
　　　負債・資本合計 7,661,323 100.0 7,864,042 100.0 202,719

－ ３ －



　（2）損益計算書

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

金額(千円)

Ⅰ　売上高 6,703,195 100.0 6,592,295 100.0 △110,899
Ⅱ　売上原価
　１　商品期首たな卸高 420,930 1,018,442
　２　当期商品仕入高 ※１ 5,441,057 4,552,502
　３　他勘定より振替 ※２ 299,383 242,700
　　　合計 6,161,371 5,813,644
　４　他勘定へ振替 ※２ － 15,399
　５　商品期末たな卸高 1,018,442 5,142,929 76.7 521,066 5,277,178 80.1 134,249
　　　売上総利益 1,560,265 23.3 1,315,116 19.9 △245,148
Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※３ 1,237,163 18.5 1,288,045 19.5 50,882
　　  営業利益 323,102 4.8 27,070 0.4 △296,031
Ⅳ　営業外収益
　１　受取利息 ※１ 6,275 23,357
　２　受取配当金 ※１ 27,679 18,031
　３　為替差益 － 54,746
　４　受取賃貸料 4,250 －
　５　その他 1,749 39,955 0.6 4,318 100,454 1.5 60,499
Ⅴ　営業外費用
　１　支払利息 65,466 49,664
　２　為替差損 468 －
　３　社債発行費 23,350 －
　４　支払手数料 16,646 17,703
　５　支払保証料 － 10,801
　６　その他 12,108 118,039 1.7 5,659 83,829 1.2 △34,209
　　  経常利益 245,018 3.7 43,695 0.7 △201,322
Ⅵ　特別利益
　１　貸倒引当金戻入益 1,989 137
　２　投資有価証券売却益 452,482 66,670
　３　固定資産売却益 ※４ 1,142 455,614 6.7 － 66,807 1.0 △388,806
Ⅶ　特別損失
　１　貸倒引当金繰入額 100,000 32,000
　２　投資有価証券評価損 89,662 325
　３　退職給付会計基準
　　　変更時差異

36,208 －

　４　固定資産除却損 ※５ 3,168 229,040 3.4 439 32,764 0.5 △196,276
　　　税引前当期純利益 471,591 7.0 77,739 1.2 △393,852
　　  法人税、住民税
　　  及び事業税

4,767 4,762

　　　法人税等調整額 158,349 163,116 2.4 52,823 57,585 0.9 △105,530
　　　当期純利益 308,475 4.6 20,153 0.3 △288,321
　　　前期繰越利益 12,686 160,434 147,747
　　　当期未処分利益 321,162 180,587 △140,574

増減
(△印は減)

－ ４ －



　（3）利益処分案

前事業年度 当事業年度 増減
平成17年６月28日 平成18年６月27日 (△印は減)

区分
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ　当期未処分利益 321,162 180,587 △140,574 

Ⅱ　利益処分額

　１　配当金 40,727 38,153

　２　役員賞与金 20,000 － 

　　　（内監査役賞与金） (2,000) (－)

　３　任意積立金

　 (1)　別途積立金 100,000 160,727 － 38,153 △122,574 

Ⅲ　次期繰越利益 160,434 142,434 △17,999 

(注)日付は、株主総会承認日及びその予定日であります。

－ ５ －



　（4）重要な会計方針

前事業年度 当事業年度
項目 自　平成16年４月１日 自　平成17年４月１日

至　平成17年３月31日 至　平成18年３月31日

１　有価証券の評価基準及び (1) 子会社株式及び関連会社株式 (1) 子会社株式及び関連会社株式
　　評価方法 　　移動平均法による原価法 　　　　　同左

(2) その他有価証券 (2) その他有価証券
　　時価のあるもの 　　時価のあるもの
　　　期末日の市場価格等に基づく 　　　　　同左
　　　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）
　　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

２　デリバティブ取引の評価 　時価法 　　　　　同左
　　基準及び評価方法
３　たな卸資産の評価基準及 (1) 商品 (1) 商品
　　び評価方法 　　総平均法による原価法 　　　　　同左

(2) 原材料 (2) 原材料
　　移動平均法による原価法 　　　　　同左
(3) 貯蔵品 (3) 貯蔵品
　　最終仕入原価法 　　　　　同左

４　固定資産の減価償却の方 (1) 有形固定資産 (1) 有形固定資産
　　法 　　定率法によっております。 　　　　　同左

　　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。
(2) 無形固定資産 (2) 無形固定資産
　　定額法によっております。 　　　　　同左
　　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)
　　については、社内における見込利
　  用可能期間(５年)による定額法を
　　採用しております。
(3) 長期前払費用 (3) 長期前払費用
　　均等償却によっております。 　　　　　同左
　　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。

５　繰延資産の処理方法   社債発行費 ――――――――
　　支出時に全額費用処理しており
　　ます。

６　引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 (1) 貸倒引当金
　　債権の貸倒れによる損失に備える 　　　　　同左
　　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。

－ ６ －



前事業年度 当事業年度
項目 自　平成16年４月１日 自　平成17年４月１日

至　平成17年３月31日 至　平成18年３月31日
(2) 投資損失引当金 (2) 投資損失引当金
　　投資等について、将来発生する可 ――――――――
　　能性のある損失に備えるため、必
　　要と認められる額を計上しており
　　ます。
(3) 退職給付引当金 (3) 退職給付引当金
　　従業員の退職給付に備えるため、 　　従業員の退職給付に備えるため、
　　当期末における退職給付債務及び 　　当期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、当期 　　年金資産の見込額に基づき、当期
　　末において発生していると認めら 　　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。 　　れる額を計上しております。
　　なお、会計基準変更時差異につい
　　ては５年による按分額を費用処理
　　しております。
(4) 役員退職慰労引当金 (4) 役員退職慰労引当金
    役員の退職慰労金の支給に備える 　　　　　同左
    ため、内規に基づく期末要支給額
    を計上しております。

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 　　　　　同左
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。

８　ヘッジ会計の方法 (1) 繰延ヘッジ等のヘッジ会計の方法 (1) 繰延ヘッジ等のヘッジ会計の方法
　　繰延ヘッジ処理によっておりま 　　　　　同左
　す。
　　為替予約が付されている外貨建金
　銭債権債務等については、振当処理
　を行っております。
　　ヘッジ会計の要件を満たす金利ス
　ワップについては、特例処理を採用
　しております。
(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 　  ・ヘッジ手段
        ……デリバティブ取引（為替 　　　　　同左
            予約取引及び金利スワッ
            プ取引）
    ・ヘッジ対象     ・ヘッジ対象
　　　　……相場変動等による損失の 　　　　　同左
　　　　　　可能性があり、相場変動
　　　　　　等が評価に反映されてい
　　　　　　ないもの及びキャッシュ
　　　　　　・フローが固定され、
　　　　　　その変動が回避されるも
　　　　　　の。
(3) ヘッジ方針 (3) ヘッジ方針
　　当社はデリバティブ取引を行う場 　　　　　同左
　合には実需に伴う取引に限定してヘ
　ッジすることとし、売買益を目的と
　した投機的な取引は行わない方針と
　しております。

－ ７ －



前事業年度 当事業年度
項目 自　平成16年４月１日 自　平成17年４月１日

至　平成17年３月31日 至　平成18年３月31日
(4) ヘッジの有効性評価の方法 (4) ヘッジの有効性評価の方法
　　為替予約取引については、振当処 　　　　　同左
　理の要件に該当すると判定されるた
  め、当該判定をもって有効性の判定
　にかえております。
　　また、金利スワップ取引について
　は、ヘッジ手段の想定元本等とヘッ
　ジ対象の元本等が一致しており、金
　利スワップの特例処理の要件に該当
　すると判定されるため、当該判定を
　もって有効性の判定にかえておりま
　す。
(5) その他リスク管理方法のうちヘッ (5) その他リスク管理方法のうちヘッ
　ジ会計に係るもの 　ジ会計に係るもの
　　当社におけるデリバティブ取引の 　　　　　同左
　リスク管理体制に係る基本方針は取
　締役会で決定され、取引権限、取引
　限度額及び管理手続を定めた社内規
　定に基づき経営管理部が取引の実行
　及び管理を行っております。
　　経営管理部は取引高、取引残高及
　び損益状況について経営会議、取締
　役会に定期的に報告しております。

９　その他財務諸表作成のた (1) 商品売上の計上基準 (1) 商品売上の計上基準
　　めの重要な事項 　　原則として出荷基準によっており 　　原則として出荷基準によっており

　ます。 　ます。
　　ただし、商品納入後設置据付完了 　　ただし、商品納入後設置据付完了
　までに相当期間を要する商品につい 　までに相当期間を要する商品につい
　ては、設置据付完了をもって売上計 　ては、設置据付完了をもって売上計
  上を行うこととしております。   上を行うこととしております。
　（会計処理の変更） ――――――――――
    従来、商品売上については商品の
  出荷時点で売上計上を行っておりま
  したが、当期より、商品納入後設置
  据付完了までに相当期間を要する商
  品については、設置据付完了をもっ
  て売上計上を行うことといたしまし
  た。
    この変更は、大型液晶製造装置の
  出荷から設置据付完了に要する期間
  の長期化傾向が顕著となったため、
  売上債権の確実性を確保することお
  よび期間損益の正確性を高めること
  を目的として行ったものです。
　　この変更の結果、従来の方法によ
　った場合と比較して、売上高は
　879,500千円、営業利益、経常利益
　および税引前当期純利益はそれぞれ
　87,874千円減少しております。

－ ８ －



前事業年度 当事業年度
項目 自　平成16年４月１日 自　平成17年４月１日

至　平成17年３月31日 至　平成18年３月31日
  　なお、この変更は上記の長期化傾
  向が当下半期に顕著となったことか
　ら、当下半期に会計処理方法を変更
　いたしました。当中間期にこの変更
　を適用した場合は､売上高は694,000
　千円、営業利益、経常利益および税
　引前中間純利益はそれぞれ24,999千
　円減少することとなります。
(2) 消費税等の会計処理　　　 (2) 消費税等の会計処理　　　
　　税抜方式によっております。 　　　　　同左
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　（5）会計処理の変更

前事業年度 当事業年度
自　平成16年４月１日 自　平成17年４月１日
至　平成17年３月31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。
　これによる損益に与える影響はありません。

　（6）表示方法の変更

前事業年度 当事業年度
自　平成16年４月１日 自　平成17年４月１日
至　平成17年３月31日 至　平成18年３月31日

（損益計算書） （損益計算書）
  前期に独立科目で掲記した「売上債権譲渡損」（当   前事業年度に独立科目で掲記した「受取賃貸料｣(当
期7,262千円）は、当期において営業外費用総額の100 事業年度 2,150千円）は、当事業年度において営業外
分の10以下となったため、営業外費用の「その他」に 収益総額の 100分の10以下となったため、営業外収益
含めて表示しております。 の「その他」に含めて表示しております。

　前事業年度に営業外費用の「その他」に含めて表示
していた「支払保証料｣(前事業年度 3,060千円）は、
当事業年度において営業外費用総額の 100分の10超と
なったため、区分掲記しております。
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　（7）注記事項

　　(貸借対照表関係）

前事業年度 当事業年度
平成17年３月31日 平成18年３月31日

※１　関係会社に対する注記 ※１　関係会社に対する注記
　　　関係会社に対する科目として区分掲記されたも 　　　関係会社に対する科目として区分掲記されたも
　　　ののほか、次のものがあります。 　　　ののほか、次のものがあります。
　　　　前渡金 264,544 千円         売掛金 89,771 千円
　　　　買掛金 115,421 千円 　　　　買掛金 557,715 千円

※２　会社が発行する株式及び発行済株式の種類及び ※２　会社が発行する株式及び発行済株式の種類及び
　　　総数 　　　総数
　　　　授権株式数 　　　　授権株式数
　　　　　普通株式 20,000,000 株 　　　　　普通株式 20,000,000 株
　　　　発行済株式総数 　　　　発行済株式総数
　　　　　普通株式 5,184,000 株 　　　　　普通株式 5,184,000 株
　　　ただし、自己株式の消却が行われた場合には、 　　　ただし、自己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こととしており 　　　これに相当する株式数を減ずることとしており
　　　ます。 　　　ます。

※３　自己株式の保有数 ※３　自己株式の保有数
　　　　普通株式 93,047 株 　　　　普通株式 96,907 株

　　　次の関係会社について、リース債務に対し債務 　　　次の関係会社について、リース債務に対し債務
　　　保証を行っております。 　　　保証を行っております。
　　　　㈱ガソニックス 469,398 千円 　　　　㈱ガソニックス 425,598 千円

　５　配当制限 　５　配当制限
　　　商法施行規則第124条第３号に規定する資産に 　　　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 　　時価を付したことにより増加した純資産額は
　　57,460千円であります。 　　117,500千円であります。

　６　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取 　６　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取
　　引銀行５行と貸出コミットメント契約を締結して 　　引銀行５行と貸出コミットメント契約を締結して
　　おります。 　　おります。
　　　当事業年度末における貸出コミットメント契約 　　　当事業年度末における貸出コミットメント契約
　　に係る借入金未実行残高等は、次のとおりであり 　　に係る借入金未実行残高等は、次のとおりであり
　　ます 　　ます
　　　貸出コミットメントの総額 2,000,000 千円 　　　貸出コミットメントの総額 2,500,000 千円
　　　借入実行残高 1,000,000 　　　借入実行残高 1,100,000
　　　　差引額 1,000,000 　　　　差引額 1,400,000

　４　偶発債務　４　偶発債務
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　　(損益計算書関係）

前事業年度 当事業年度
自　平成16年４月１日 自　平成17年４月１日
至　平成17年３月31日 至　平成18年３月31日

※１　関係会社との取引に係るものが、次のとおり含 ※１　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。 　　　まれております。
　　　　商品仕入高 4,098,746 千円 　　　　商品仕入高 4,040,285 千円
　　　　受取利息 4,245 　　　　受取利息 12,789
　　　　受取配当金 17,100 　　　　受取配当金 15,326

※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。
　　　　他勘定より振替高 　　　　他勘定より振替高
　　　　　原材料より振替 270,432 千円 　　　　　原材料より振替 220,994 千円
　　　　　販売費及び一般管理費 　　　　　販売費及び一般管理費
　　　　　より振替 　　　　　より振替
　　　　　固定資産より振替 987 　　　　　計 242,700
　　　　　計 299,383

　　　　他勘定へ振替高
　　　　　固定資産へ振替 15,399 千円

※３　販売費及び一般管理費 1,237,163 千円 ※３　販売費及び一般管理費 1,288,045 千円
　　　販売費に属する費用のおおよその割合は68.0％ 　　　販売費に属する費用のおおよその割合は68.8％
　　　であり、一般管理費に属する費用のおおよその 　　　であり、一般管理費に属する費用のおおよその
　　　割合は32.0％であります。 　　　割合は31.2％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。 　　　主要な費目及び金額は次のとおりであります。
　　　　旅費交通費 60,185 千円 　　　　旅費交通費 63,847 千円
　　　　給料手当 503,258 　　　　給料手当 549,977
　　　　法定福利費 64,475 　　　　法定福利費 73,129
　　　　退職給付費用 35,096 　　　　退職給付費用 33,974
　　　　役員退職慰労引当金繰入額 8,633 　　　　役員退職慰労引当金繰入額 8,935
　　　　賃借料 88,966 　　　　賃借料 90,273
　　　　減価償却費 71,139 　　　　減価償却費 88,367
　　　　支払手数料 112,304 　　　　支払手数料 87,782

※４　固定資産売却益の内容は、次のとおりでありま ※４　　　　　――――――――――
　　　す。
　　　　工具器具及び備品 1,142 千円

※５　固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま ※５　固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま
　　　す。 　　　す。
　　　　工具器具及び備品 3,168 千円 　　　　工具器具及び備品 439 千円

　　(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、平成17年６月28日開催の定時株主総会において、商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定
　　　　に基づき、当社ならびに当社子会社の取締役、監査役及び従業員に対して、ストックオプションを目的
　　　　として新株予約権を発行することを決議いたしました。

　　　　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。

27,963 21,705
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　（8）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）
　　　　　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
　　　　　　内容の重要性が乏しく、契約１件当たりの金額が少額なリース取引のため財務諸表等規則第８条
　　　　　の６第６項の規定により記載を省略しております。

　　　　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
　　　　　　内容の重要性が乏しく、契約１件当たりの金額が少額なリース取引のため財務諸表等規則第８条
　　　　　の６第６項の規定により記載を省略しております。

　（9）有価証券

　　　　前事業年度（平成17年３月31日）
　　　　　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）
　　　　　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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　（10）税効果会計

前事業年度 当事業年度
平成17年３月31日 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 １　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因
　　別内訳 　　別内訳
　　繰延税金資産 　　繰延税金資産
　　　退職給付引当金 133,254 千円 　　　退職給付引当金 147,080 千円
　　　投資有価証券評価損 87,832 　　　投資有価証券評価損 108,177
　　　貸倒引当金 43,136 　　　貸倒引当金 62,713
　　　投資損失引当金 41,080 　　　役員退職慰労引当金 21,914
　　　役員退職慰労引当金 21,506 　　　未払賞与 17,557
　　　未払賞与 20,683 　　　繰越欠損金 195,251
　　　繰越欠損金 229,240 　　　その他 27,108
　　　その他 29,464 　　繰延税金資産小計 579,800
　　繰延税金資産小計 606,195 　　　評価性引当額 △311,483
　　　評価性引当額 △291,776 　　繰延税金資産合計 268,317
　　繰延税金資産合計 314,419 　　繰延税金負債
　　繰延税金負債 　　　その他有価証券評価差額金 △80,645
　　　その他有価証券評価差額金 △39,437       その他 △6,721
　　繰延税金資産の純額 274,981 　　繰延税金負債合計 △87,366

　　繰延税金資産の純額 180,950

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負 ２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負
　担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の 　担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
　原因となった主要な項目の内訳 　原因となった主要な項目の内訳
　　法定実効税率 40.7 ％ 　　法定実効税率 40.7 ％
　　（調整) 　　（調整)
　　交際費等永久に損金に算入さ 　　交際費等永久に損金に算入さ
　　れない項目 　　れない項目
　　受取配当等永久に益金に算入 　　受取配当等永久に益金に算入
　　されない項目 　　されない項目
　　住民税均等割等 0.8 　　住民税均等割等 6.1
　　評価性引当額の増減 △6.1 　　評価性引当額の増減 25.3
　　その他 0.1 　　その他 2.0
　　税効果会計適用後の法人税等 　　税効果会計適用後の法人税等
　　の負担率 　　の負担率

0.5

△1.4

34.6

3.2

△3.2

74.1
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２　役員の異動

　　役員の異動（平成18年６月27日付）

　　　

新任取締役候補

専務取締役 紅林　實 ［社長補佐］

(注)　［　　　］内は、現職であります。
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