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上 場 会 社 名        株式会社 セコニック                       上場取引所     東 
コ ー ド 番 号       7758                                           本社所在都道府県 東京都 
（ＵＲＬ  http://www.sekonic.co.jp/） 
代  表  者 役職名 代表取締役社長    氏名 荒井 宏 
問合せ先責任者 役職名 総務部リーダー    氏名 荒木 強      ＴＥＬ (03)3978－2327 
決算取締役会開催日 平成 18 年 ５月 19 日    中間配当制度の有無   有 
配当支払開始予定日 平成 18 年 ６月 30 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 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 
 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 

    10,753    △4.4 
    11,246   △10.1 

     331   △24.9 
     442     7.6 

      377   △14.2 
      439    100.0 

 
 

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 
17 年３月期 

   237  △10.0 
   263   149.7 

  15.72 
  17.69 

－ 
－ 
   4.5 
   5.6 

   3.6 
   4.1 

   3.5 
   3.9 

(注) ①期中平均株式数 18 年３月期 14,724,737 株         17 年３月期 14,520,347 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 株当たり年間配当金 
 

 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 ％ ％ 
18 年３月期 
17 年３月期 

   5.00 
   5.00 

  2.50 
  2.50 

   2.50 
   2.50 

    76 
    72 

   31.8 
   28.3 

    1.4 
    1.5 

 
(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 

     10,706 
     10,311 

      5,767 
      4,785 

 

     53.9 
     46.4 

    362.22 
    329.22 

 (注) ①期末発行済株式数   18 年３月期 15,904,942 株      17 年３月期 14,514,854 株 
     ②期末自己株式数     18 年３月期    895,058 株     17 年３月期  2,285,146 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  
 百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭 
中 間 期 
通   期 

   4,300 
    9,500 

    200 
    500 

    110 
    280 

  2.50 
――― 

――― 
  2.50 

――― 
  5.00 

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期) 17 円 60 銭 
  （注）上記の予想は本資料の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、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 
※ 上記記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 
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６．個別財務諸表等  

【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(百万円) 構成比 
(％) 

金額(百万円) 構成比 
(％) 

(資産の部)        

Ⅰ 流動資産        

１ 現金及び預金   663   1,488  

２ 受取手形   418   480  

３ 売掛金   2,990   2,252  

４ 商品   3   9  

５ 製品   179   93  

６ 原材料   367   423  

７ 仕掛品   410   298  

８ 貯蔵品   121   30  

９ 前払費用   1   0  

10 繰延税金資産   106   87  

11 短期貸付金   32   64  

12 未収入金 ※４  1,299   1,416  

13 その他   15   13  

流動資産小計   6,608   6,658  

貸倒引当金   △0   △0  

流動資産合計   6,608 64.1  6,658 62.2 

Ⅱ 固定資産        

(1) 有形固定資産 ※１       

１ 建物  2,052   2,050   

減価償却累計額  1,048 1,003  1,107 942  

２ 構築物  136   137   

減価償却累計額  78 58  88 49  

３ 機械及び装置  586   592   

減価償却累計額  543 42  546 45  

４ 車両運搬具  6   6   

減価償却累計額  4 2  4 2  

５ 工具、器具及び備品  1,152   1,087   

減価償却累計額  1,042 110  967 119  

６ 土地   739   739  

有形固定資産合計   1,958 19.0  1,898 17.7 

(2) 無形固定資産        

１ ソフトウェア   63   43  

２ 電話加入権その他   12   11  

無形固定資産合計   75 0.7  55 0.5 
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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(百万円) 構成比 
(％) 

金額(百万円) 構成比 
(％) 

(3) 投資その他の資産        

１ 投資有価証券 ※１  1,055   1,487  

２ 関係会社株式   336   336  

３ 関係会社出資金   184   184  

４ 従業員長期貸付金   24   23  

５ 関係会社長期貸付金   22   52  

６ 長期前払費用   2   1  

７ 繰延税金資産   35   ―  

８ 敷金及び保証金   4   4  

９ その他   15   17  

投資その他の資産 
小計 

  1,681   2,107  

貸倒引当金   △11   △13  

投資その他の資産 
合計 

  1,669 16.2  2,093 19.6 

固定資産合計   3,703 35.9  4,047 37.8 

資産合計   10,311 100.0  10,706 100.0 
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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(百万円) 構成比 
(％) 

金額(百万円) 構成比 
(％) 

(負債の部)        

Ⅰ 流動負債        

１ 支払手形   1,220   1,092  

２ 買掛金 ※４  1.975   1,459  

３ 短期借入金   620   620  
４ 一年内に返済する 
  長期借入金 ※１  200   ―  

５ 未払金   71   66  

６ 未払法人税等   120   56  

７ 未払費用   283   235  

８ 預り金   5   6  

９ 前受収益    17   17  

10 設備工事等支払手形   ―   14  

11 仮受金   0   29  
12 一年内に償還する 
  長期預り保証金 ※１  24   24  

流動負債合計   4,541 44.0  3,624 33.8 

Ⅱ 固定負債        

１ 長期借入金 ※１  ―   200  

２ 長期預り保証金 ※１  432   408  

３ 繰延税金負債   ―   164  

４ 退職給付引当金   490   464  

５ 役員退職慰労引当金   60   77  

固定負債合計   984 9.6  1,314 12.3 

負債合計   5,525 53.6  4,938 46.1 

(資本の部)        

Ⅰ 資本金 ※２  1,503 14.6  1,503 14.0 

Ⅱ 資本剰余金        

１ 資本準備金   1,442   1,442  

２ その他資本剰余金        

   自己株式処分差益  ― ―  317 317  

資本剰余金合計   1,442 14.0  1,759 16.5 

Ⅲ 利益剰余金        

１ 利益準備金   171   171  

２ 任意積立金        

(1) 配当準備積立金  333   333   

(2) 買換資産積立金  26   26   

(3) 別途積立金  923 1,282  923 1,282  

３ 当期未処分利益   391   549  

利益剰余金合計   1,846 17.9  2,004 18.7 
Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  397 3.8  658 6.2 

Ⅴ 自己株式 ※５  △404 △3.9  △159 △1.5 

資本合計   4,785 46.4  5,767 53.9 

負債・資本合計   10,311 100.0  10,706 100.0 
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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(百万円) 百分比 
(％) 

金額(百万円) 百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高        

１ 製品売上高   10,150 90.2  9,563 88.9 

２ 商品売上高 ※１  892 8.0  985 9.2 

３ 不動産賃貸収入   204 1.8  204 1.9 

売上高計   11,246 100.0  10,753 100.0 

Ⅱ 売上原価        

１ 期首製品棚卸高  233   179   

２ 当期製品製造原価 ※６ 8,143   7,856   

３ 支払修繕料  1,051   871   

計  9,428   8,907   

４ 期末製品棚卸高  179   93   

５ 他勘定へ振替高 ※２ 24   16   

製品売上原価   9,224 82.0  8,797 81.9 

６ 期首商品棚卸高  6   3   

７ 当期商品仕入高 ※３ 705   783   

計  711   786   

８ 期末商品棚卸高  3   9   

９ 他勘定へ振替高 ※４ 0   0   

商品売上原価   708 6.3  777 7.2 

10 不動産賃貸費用  52   45   

不動産賃貸原価   52 0.5  45 0.4 

売上原価計   9,985 88.8  9,620 89.5 

売上総利益   1,261 11.2  1,132 10.5 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※５       

１ 販売費  403   379   

２ 一般管理費 ※６ 415   420   

計   819 7.3  800 7.4 

営業利益   442 3.9  331 3.1 

Ⅳ 営業外収益        

１ 受取利息  4   1   

２ 受取配当金  8   6   

３ 賃貸料収入  11   10   

４ 為替差益  27   39   

５ 保険金収入  7   9   

６ その他  9   4   

計   68 0.6  71 0.7 

Ⅴ 営業外費用        

１ 支払利息  13   14   

２ 棚卸資産除却損  46   ―   

３ 減価償却費  ―   5   

４ その他  11   6   

計   70 0.6  26 0.3 

経常利益   439 3.9  377 3.5 
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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(百万円) 百分比 
(％) 

金額(百万円) 百分比 
(％) 

Ⅵ 特別利益        

１ 投資有価証券売却益  ―   24   

２ ゴルフ会員権売却益  0   ―   

計   0 0.0  24 0.2 

Ⅶ 特別損失        

１ 固定資産売却・ 
  除却損 ※７ 18   17   

計   18 0.2  17 0.1 

税引前当期純利益   422 3.7  384 3.6 

法人税、住民税及び 
事業税  108   105   

法人税等調整額  50 158 1.4 41 146 1.4 

当期純利益   263 2.3  237 2.2 

前期繰越利益   164   348  

中間配当額   36   36  

当期未処分利益   391   549  
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③ 【利益処分案】 
 

  前事業年度 
(平成17年６月24日) 

当事業年度 
(平成18年６月29日) 

区分 注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 当期未処分利益   391  549 

Ⅱ 任意積立金取崩高      

１ 買換資産積立金 
  取崩高 

 0 0 0 0 
合計   392  549 

Ⅲ 利益処分額      

１ 配当金  36  39  

２ 役員賞与金  7  6  

(うち監査役賞与金)  (0) 43 (0) 45 

Ⅳ 次期繰越利益   348  504 

      
(注) １ 買換資産積立金は、租税特別措置法の規定に基づくものであります。 

２ 日付は株主総会年月日であります。 

３ その他資本剰余金317百万円は、次期に繰り越すことといたします。 
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重要な会計方針 
 

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 有価証券の評価基準及び評価方法 
 1) 子会社株式 
    同左 

 2) その他有価証券 

   時価のあるもの…… 
    決算末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） 
   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 デリバティブ取引により生じる債権及び債務の 
  評価基準及び評価方法 
  時価法 

２ デリバティブ取引により生じる債権及び債務の 
  評価基準及び評価方法 
  同左 

３ 棚卸資産の評価基準及び評価方法 
 1) 製品 
    総平均法による低価法 

 2) 仕掛品 
    総平均法による原価法 
 3) 商品、原材料、貯蔵品 

    最終仕入原価法 

３ 棚卸資産の評価基準及び評価方法 
   同左 

４ 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日以降取得した建物(建

物附属設備を除く)については、定額法によって

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。 

４ 固定資産の減価償却の方法 
 1) 有形固定資産 

    同左 

 2) 無形固定資産 
    定額法 

   ただし、ソフトウェア(自社利用)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 

 2) 無形固定資産 
    同左 

５ 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。 

５ 引当金の計上基準 

 1) 貸倒引当金                  
    同左 
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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) 

 2) 退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるため、当期末における
退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上
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の年数(８年)による按分額を
費用処理しております。 

数理計算上の差異は、各期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の年数(８年)に
よる按分額をそれぞれ発生の翌期より費用処理し

ております。 

 2) 退職給付引当金 

 同左 

 3) 役員退職慰労引当金 
   役員の退職慰労金の支払いに備えるため、当社所

定の基準に基づく期末要支給額の100％を計上し

ております。 

 3) 役員退職慰労引当金 
    同左 

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。 

６ リース取引の処理方法 
   同左 

７ 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。 

７ 消費税等の会計処理 
   同左 
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(会計処理の変更) 
 

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） 
「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））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）を当事業年

度から適用しております。 
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） 

前事業年度において営業外収益の「その他」に含めて表
示しておりました「保険金収入」（前事業年度０百万
円）については、重要性が増したため、当事業年度より

区分掲記しております。 

（損益計算書） 

前事業年度において営業外費用の「その他」に含めて表
示しておりました「減価償却費」（前事業年度５百万
円）については、重要性が増したため、当事業年度より

区分掲記しております。 

 

 

(追加情報) 
 

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) 

「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12百万円増加し、営
業利益、経常利益及び税引前当期純利益が、12百万円減
少しております。 

 
――――― 
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注記事項 

(貸借対照表関係) 

前事業年度 
(平成17年３月31日) 

当事業年度 
(平成18年３月31日) 

※１ 担保の状況 

 種類 金額 
(百万円) 

建物 401 
土地 266 
投資有価証券 529 

担保に供
している
資産 

計 1,196 
一年以内に返済する
長期借入金 

200 

一年以内に償還する 
長期預り保証金 

24 

長期預り保証金 432 

対象債務 

計 657 
   上記債務の他、子会社借入金160百万円について

投資有価証券を担保提供しております。 

※１ 担保の状況 

 種類 金額 
(百万円) 

建物 382 
土地 266 
投資有価証券 763 

担保に供
している
資産 

計 1,412 
長期借入金 200 
一年以内に償還する 
長期預り保証金 

24 

長期預り保証金 408 
対象債務 

計 632 
   上記債務の他、子会社借入金103百万円について

投資有価証券を担保提供しております。 

※２ 会社が発行する株式 普通株式 40,000,000株 
   発行済株式総数 普通株式 16,800,000株 
 

※２ 会社が発行する株式 普通株式 40,000,000株 
   発行済株式総数 普通株式 16,800,000株 
 

 ３ 偶発債務 
   保証債務残高は次のとおりであります。 

(相手先)  (債務内容) (金額) 

 ㈱福島セコニック  借入金 25百万円
  割引手形 62 
 ㈱函館セコニック  借入金 206 

 計   294 
 

 ３ 偶発債務 
   保証債務残高は次のとおりであります。 

(相手先)  (債務内容) (金額) 

 ㈱福島セコニック  借入金 75百万円
 ㈱函館セコニック  借入金 189 
 三誠精密有限公司  買掛金 28 

 計   293 
 

※４ 関係会社に対する主な資産・負債 
   区分掲記した以外で各科目に含まれているものは

次のとおりであります。 

未収入金  853百万円
 

※４ 関係会社に対する主な資産・負債 
   区分掲記した以外で各科目に含まれているものは

次のとおりであります。 

未収入金  1,364百万円
買掛金  151 

 
※５ 自己株式の保有数 
   普通株式            2,285,146株 

※５ 自己株式の保有数 
   普通株式              895,058株 

 ６ 配当制限 
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金額は、397百
万円であります。 

 ６ 配当制限 
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金額は、658百
万円であります。 
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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 このうち部品売上高352百万円があります。 ※１ このうち部品売上高377百万円があります。 
※２ 他勘定へ振替高の内訳は次のとおりであります。 

 販売促進費 10百万円 
 販売修理費 3 
 棚卸除却損 3 
 その他 6 

 計 24 
 

※２ 他勘定へ振替高の内訳は次のとおりであります。 
 販売促進費 7百万円 
 貯蔵品 3 
 販売修理費 3 
 その他 2 

 計 16 
 

※３ このうち部品売上原価286百万円があります。 ※３ このうち部品売上原価330百万円があります。 
※４ 他勘定へ振替高の内訳は次のとおりであります。 

 販売促進費 0百万円 
 その他 0 

 計 0 
 

※４ 他勘定へ振替高の内訳は次のとおりであります。 
 販売促進費 0百万円 
 その他 ― 

 計 0 
 

※５ 販売費及び一般管理費の主要な費用及び金額は次
のとおりであります。 
 (販売費)  
 荷造・運搬費 65百万円 
 退職給付費用 7 
 給料手当 123 
 従業員賞与 40 
 福利厚生費 26 
 減価償却費 19 
 旅費交通費 28 
 (一般管理費)  
 役員報酬 72百万円 
 給料手当 93 
 退職給付費用 12 
 従業員賞与 30 
 福利厚生費 25 
 役員退職慰労引当金 
繰入額 

16 

 手数料 32 
 賃借料 30 
 減価償却費 13 

 

※５ 販売費及び一般管理費の主要な費用及び金額は次
のとおりであります。 
 (販売費)  
 荷造・運搬費 50百万円 
 退職給付費用 8 
 給料手当 133 
 従業員賞与 39 
 福利厚生費 24 
 減価償却費 19 
 旅費交通費 21 
 (一般管理費)  
 役員報酬 82百万円 
 給料手当 86 
 退職給付費用 8 
 従業員賞与 25 
 福利厚生費 31 
 役員退職慰労引当金 
繰入額 

16 

 手数料 36 
 賃借料 28 
 減価償却費 12 

 
※６ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は、509百万円であります。 
※６ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は、399百万円であります。 
※７ 固定資産売却・除却損の内訳は次のとおりであり

ます。 
工具、器具及び備品除却
損 

17百万円 

その他の売却・除却損 1 

計 18 
 

※７ 固定資産売却・除却損の内訳は次のとおりであり
ます。 
工具、器具及び備品除却
損 

17百万円 

その他の除却損 0 

計 17 
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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 
 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 
 工具、器具及び備品 
取得価額相当額 125百万円
減価償却累計額相当額 84 
期末残高相当額 41 

   なお、取得価額相当額は、有形固定資産の期末残
高等に占める未経過リース料期末残高の割合が低

いため、財務諸表等規則第８条の６第２項の規定
に基づき、「支払利子込み法」により算定してお
ります。 

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 
 工具、器具及び備品 
取得価額相当額 71百万円
減価償却累計額相当額 58 
期末残高相当額 12 

   なお、取得価額相当額は、有形固定資産の期末残
高等に占める未経過リース料期末残高の割合が低

いため、財務諸表等規則第８条の６第２項の規定
に基づき、「支払利子込み法」により算定してお
ります。 

 2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 28百万円
１年超 13 

計 41 
   なお、未経過リース料期末残高相当額は、有形固

定資産の期末残高等に占めるその割合が低いた
め、財務諸表等規則第８条の６第２項の規定に基
づき、「支払利子込み法」により算定しておりま

す。 

 2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 10百万円
１年超 2 

計 12 
   なお、未経過リース料期末残高相当額は、有形固

定資産の期末残高等に占めるその割合が低いた
め、財務諸表等規則第８条の６第２項の規定に基
づき、「支払利子込み法」により算定しておりま

す。 
 3) 支払リース料及び減価償却費相当額 

 支払リース料 31百万円

 減価償却費相当額 31 
 

 3) 支払リース料及び減価償却費相当額 
 支払リース料 27百万円

 減価償却費相当額 27 
 

 4) 減価償却相当額の算定方法 
   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(自平成16年４月１日 至平成17年３月31日)及び当事業年度(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 
(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) 
   退職給付引当金否認額 198百万円

   投資有価証券評価損否認額 86 
   未払賞与否認額 59 
     役員退職慰労引当金否認額 24 

   棚卸資産評価損否認額 20 
     未払事業税否認額 13 
   ソフトウェア否認額 9 

   その他 17 

    繰延税金資産合計 430 
 (繰延税金負債)  
   その他有価証券評価差額金 △270 

   買換資産積立金 △17 

   繰延税金負債合計 △288 

    繰延税金資産の純額 141 
 

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) 
   退職給付引当金否認額 188百万円

   投資有価証券評価損否認額 72 
   未払賞与否認額 51 
     役員退職慰労引当金否認額 31 

   棚卸資産評価損否認額 18 
     未払社会保険料否認額 6 
     未払事業税否認額 5 

   その他 14 

    繰延税金資産合計 388 
 (繰延税金負債)  
   その他有価証券評価差額金 △448 

   買換資産積立金 △17 

   繰延税金負債合計 △466 

    繰延税金負債の純額 △77 
 

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             40.5％ 
  (調整) 

  交際費                 1.1％ 
  住民税均等割額             1.1％ 
  研究開発減税による税額控除      △4.1％ 

  ＩＴ投資促進税制による税額控除    △0.9％ 
  その他                △0.2％ 

 税効果会計適用後の法人税等の負担率  37.5％ 
 

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             40.5％ 
  (調整) 

  交際費                 0.9％ 
  住民税均等割額             1.2％ 
  研究開発減税による税額控除      △4.2％ 

  その他                △0.2％ 

 税効果会計適用後の法人税等の負担率  38.2％ 
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(１株当たり情報) 
 

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株当たり純資産額 329円22銭 362円22銭 

１株当たり当期純利益 17円69銭 15円72銭 

 

なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、潜在株式が存
在しないため、記載しておりませ
ん。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、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) 

当期純利益(百万円) 263 237 

普通株主に帰属しない金額（百万円） 7 6 

（うち利益処分による役員賞与金 
（百万円）） 

(7) (6) 

普通株式に係る当期純利益（百万円） 256 231 

普通株式の期中平均株式数（株） 14,520,347 14,724,737 
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７．役員の異動 
 
  ６月２９日開催の定時株主総会終了後の体制は、以下のとおり予定しています。 
 
１．取締役  ◇印は新任（ ）内は６月２９日以降の役職（予定） 
  荒井 宏  代表取締役社長 
  松本 寿  常務取締役 
 ◇隅田和行  取締役（機器事業部リーダー） 
 ◇広沢 寛  取締役（電装事業部リーダー 兼 株式会社福島セコニック代表取締役社長、 

セコニック電子(常熟)有限公司董事長） 
  大和田孝泰 取締役（非常勤 社外取締役） 
 
２．監査役  ◇印は新任監査役  
  猿渡哲教  （常勤） 
 ◇松村圭祐  （非常勤） 
  堤 淳一  （非常勤 社外監査役） 

村田憲司  （非常勤 社外監査役） 
 
３．執行役員 （ ）内は６月２９日以降の役職（予定） 
  隅田和行  （既掲） 
  広沢 寛  （既掲） 
  芹田寿樹  （株式会社函館セコニック代表取締役社長） 
  平林純一  （セコニック(香港)有限公司董事長、総経理） 
  黒井一也  （安曇野事業所長） 
 
４．退任予定取締役 
  友野 信  （現 取締役） 
  芹田寿樹  （現 取締役入力機器事業部リーダー 
         なお、６月１６日付で株式会社函館セコニック代表取締役社長に就任予定） 
 

以上 
 


