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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 19 日 

上 場 会 社 名        ライト工業株式会社                      上場取引所    東 
コ ー ド 番 号         １９２６                                    本社所在都道府県 東京都 
（ＵＲＬ  http://www.raito.co.jp） 
代  表  者 役職名 代表取締役社長  氏名 佐 丸 雄 治 
問合せ先責任者 役職名 専務取締役    氏名 秋 山 信 行  ＴＥＬ(03)3265-2551 
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            無 
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 100 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                     （注）百万円未満切り捨て表示しております。 

 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 

59,603 
63,420 

△6.0
△5.0

453
883

△48.7
△38.6

522 
958 

△45.6
△36.9

 
 

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 

△3,543
590

― 
△59.1 

△67.27
10.69

―
―

△10.1
1.5

0.9 
1.4 

0.9
1.5

(注) ①期中平均株式数 18 年 3 月期  52,670,861 株             17 年 3 月期  53,289,561 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 

10.00
10.00

― 
― 

10.00
10.00

526
526

― 
93.6 

1.5
1.3

 
 
(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 
17 年 3 月期 

59,670 
66,165 

35,168 
39,663 

58.9 
59.9 

667  72 
752  63 

(注) ①期末発行済株式数   18 年 3 月期   52,669,841 株 17 年 3 月期   52,672,351 株 
     ②期末自己株式数     18 年 3 月期    5,134,609 株 17 年 3 月期    5,132,099 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 

23,000 
59,000 

△700
800

△1,000
450

――― 
――― 

――― 
8 00 

――― 
8 00

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期)  8 円 54 銭 

 
※上記の予想の前提条件、その他の関連する事項については、添付資料の６ページを参照してください。 
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１３．比較貸借対照表 

 

  
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) 
比較増減 

区分 
注記 

番号 
金額(百万円) 

構成比

(％)
金額(百万円) 

構成比 

(％) 
金額(百万円) 

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

 １ 現金預金  7,909 4,559   △3,349

 ２ 受取手形  4,621 4,402   △218

 ３ 完成工事未収入金  20,974 17,026   △3,948

 ４ 有価証券  884 ―   △884

 ５ 未成工事支出金  6,891 7,935   1,044

 ６ 材料貯蔵品  93 130   37

 ７ 前払費用  76 98   21

 ８ 繰延税金資産  391 271   △119

 ９ 立替金  932 665   △266

１０ その他流動資産  248 299   51

    貸倒引当金  △249 △150   99

   流動資産合計  42,774 64.6 35,239 59.1  △7,534

Ⅱ 固定資産    

 １ 有形固定資産    

  (1)  建物  6,464 6,428  △36 

     減価償却累計額  △3,575 2,888 △3,723 2,705  △148 △183

  (2)  構築物  2,066 1,989  △77 

     減価償却累計額  △1,555 511 △1,576 413  △21 △98

  (3)  機械装置  19,974 19,862  △112 

     減価償却累計額  △17,252 2,721 △17,467 2,394  △215 △327

  (4)  車両運搬具  245 249  4 

     減価償却累計額  △231 14 △229 20  1 5

  (5)  工具器具・備品  3,347 3,477  129 

     減価償却累計額  △3,007 339 △3,088 388  △81 48

  (6)  土地 ※５ 9,335 9,121   △214

  (7)  建設仮勘定  63 237   174

   有形固定資産計  15,874 24.0 15,280 25.6  △593

 ２ 無形固定資産    

  (1)  ソフトウェア  29 33   4

  (2)  電話加入権  27 27   △0

  (3)  その他無形固定資産  11 9   △2

   無形固定資産計  68 0.1 70 0.1  1

 ３ 投資その他の資産    

  (1)  投資有価証券  2,500 4,767   2,267

  (2)  関係会社株式  1,551 1,695   143
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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(百万円) 

構成比

(％)
金額(百万円) 

構成比 

(％) 

増減 

(百万円) 

  (3)  従業員長期貸付金  2 3   0

  (4)  関係会社長期貸付金  4,624 4,743   119

  (5)  更生債権等  633 772   138

  (6)  長期前払費用  86 74   △11

  (7)  繰延税金資産  1,172 468   △704

(8)  長期性預金  ― 600   600

  (9)  その他  1,953 1,164   △788

    貸倒引当金  △5,078 △5,210   △131

   投資その他の資産計  7,448 11.3 9,080 15.2  1,632

   固定資産合計  23,391 35.4 24,430 40.9  1,039

   資産合計  66,165 100.0 59,670 100.0  △6,494
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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) 
比較増減 

区分 
注記 

番号 
金額(百万円) 

構成比

(％)
金額(百万円) 

構成比 

(％) 
金額(百万円) 

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

 １ 支払手形  4,791 4,717   △73

 ２ 工事未払金  12,436 10,698   △1,738

 ３ １年以内返済の 

   長期借入金 
 800 ―   △800

 ４ 未払金  287 225   △62

 ５ 未払費用  1,155 980   △174

 ６ 未払法人税等  167 154   △12

 ７ 未成工事受入金  3,780 5,174   1,393

 ８ 預り金  54 46   △8

 ９ 完成工事補償引当金  56 41   △15

 10 固定資産購入支払手形  99 114   14

 11 その他流動負債  117 225   108

   流動負債合計  23,745 35.9 22,378 37.5  △1,367

Ⅱ 固定負債    

 １ 長期借入金  1,600 ―   △1,600

 ２ 再評価に係る 

   繰延税金負債 
※５ 227 1,435   1,207

 ３ 退職給付引当金  560 284   △276

 ４ 役員退職慰労引当金  368 402   34

５ その他固定負債  ― 1   1

   固定負債合計  2,756 4.2 2,123 3.6  △632

   負債合計  26,502 40.1 24,502 41.1  △1,999

(資本の部)    

Ⅰ 資本金 ※２ 6,119 9.3 6,119 10.2  ―

Ⅱ 資本剰余金    

  資本準備金  6,358 6,358   ―

資本剰余金合計  6,358 9.6 6,358 10.6  ―

Ⅲ 利益剰余金    

１ 利益準備金  1,221 1,221   ―

２ 任意積立金    

  (1) 圧縮記帳積立金  57 55  △2 

  (2) 別途積立金  25,358 25,415 25,558 25,613  200 197

３ 当期未処分利益  1,373 △2,809   △4,182

利益剰余金合計  28,010 42.3 24,025 40.3  △3,984

Ⅳ 土地再評価差額金 ※5,7 333 0.5 △1,053 △1.8  △1,386

Ⅴ その他有価証券評価差額金 ※７ 537 0.8 1,414 2.4  877

Ⅵ 自己株式 ※３ △1,695 △2.6 △1,696 △2.8  △1

   資本合計  39,663 59.9 35,168 58.9  △4,495

   負債資本合計  66,165 100.0 59,670 100.0  △6,494
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１４．比較損益計算書 

 

  
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) 

比較増減 

区分 
注記 

番号 
金額(百万円) 

百分比

(％)
金額(百万円) 

百分比 

(％) 
金額(百万円) 

Ⅰ 売上高    

   完成工事高  63,420 63,420 100.0 59,603 59,603 100.0 △3,817 △3,817

Ⅱ 売上原価    

   完成工事原価  54,628 54,628 86.1 51,798 51,798 86.9 △2,829 △2,829

   売上総利益    

    完成工事総利益  8,792 8,792 13.9 7,804 7,804 13.1 △987 △987

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

 １ 役員報酬  230 229  △1 

 ２ 従業員給料手当  3,861 3,526  △334 

 ３ 退職給付費用  367 239  △127 

 ４ 役員退職慰労引当金 

   繰入額 
 54 55  1 

 ５ 法定福利費  522 491  △30 

 ６ 福利厚生費  144 135  △9 

 ７ 修繕維持費  36 32  △3 

 ８ 事務用品費  231 216  △14 

 ９ 通信交通費  760 716  △43 

 10 動力用水光熱費  71 73  1 

 11 研究開発費 ※３ 370 332  △38 

 12 広告宣伝費  28 24  △4 

 13 貸倒引当金繰入額  ― 96  96 

 14 交際費  113 116  2 

 15 寄付金  7 7  △0 

 16 地代家賃  350 344  △5 

 17 減価償却費  198 171  △27 

 18 租税公課  138 137  △0 

 19 保険料  16 18  1 

 20 雑費  405 7,908 12.5 386 7,351 12.3 △18 △557

   営業利益  883 1.4 453 0.8  △430

Ⅳ 営業外収益    

 １ 受取利息  7 11  4 

 ２ 有価証券利息  0 0  △0 

 ３ 受取配当金  76 97  21 

 ４ 特許実施料収入  27 23  △4 

 ５ 固定資産賃貸収入  19 17  △1 

 ６ 雑収入  90 221 0.3 92 242 0.4 1 21
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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) 

比較増減 

区分 
注記 

番号 
金額(百万円) 

百分比

(％)
金額(百万円) 

百分比 

(％) 
金額(百万円) 

Ⅴ 営業外費用    

 １ 支払利息  40 27  △12 

 ２ 支払手数料  44 33  △11 

 ３ 手形売却損  0 1  1 

 ４ 前受金保証料  12 11  △0 

 ５ 損害賠償金  7 ―  △7 

 ６ 為替差損  ― 72  72 

 ７ 株式関係費  0 0  0 

 ８ 雑支出  40 146 0.2 26 174 0.3 △14 27

   経常利益  958 1.5 522 0.9  △436

Ⅵ 特別利益    

 １ 固定資産売却益 ※１ 4 5  0 

 ２ 投資有価証券売却益  388 260  △128 

 ３ 前期損益修正益 ※４ 32 426 0.7 1 266 0.4 △31 △159

Ⅶ 特別損失    

１ 会員権評価損  22 ―  △22 

 ２ 固定資産売却損 

   及び除却損 
※２ 72 46  △26 

 ３ 退職加算金  33 106  72 

 ４ 関係会社長期貸付金 

   貸倒引当金繰入額 
 452 ―  △452 

 ５ 貸倒引当金繰入額  150 ―  △150 

 ６ 関係会社株式評価損  ― 644  644 

 ７ 関係会社支援損失  ― 2,967  2,967 

 ８ 減損損失 ※５ ― 251  251 

 ９ その他  7 738 1.2 2 4,018 6.7 △5 3,280

   税引前当期純利益又は 

税引前当期純損失(△) 
 646 1.0 △3,229 △5.4  △3,876

   法人税、住民税 

   及び事業税 
 105 159  54 

   法人税等調整額  △48 56 0.1 153 313 0.5 202 256

   当期純利益又は  

当期純損失(△) 
 590 0.9 △3,543 △5.9  △4,133

   前期繰越利益  771 627   △143

   土地再評価差額金 

   取崩額 
 11 106   94

   当期未処分利益又は 

当期未処理損失(△） 
 1,373 △2,809   △4,182
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１５．比較利益処分案又は損失処理案 

 

  
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) 

比較増減 

区分 
注記 

番号 
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 当期未処分利益又は 

  当期未処理損失(△) 
 1,373 △2,809  △4,182

Ⅱ 任意積立金取崩額    

   圧縮記帳積立金取崩額  2  2  △0 

別途積立金取崩額  ― 2 3,800 3,802 3,800 3,799

合計  1,375 993  △383

Ⅲ 利益処分額    

   株主配当金  

526

(１株につき 

10円)

526

(１株につき 

10円)

 △0 

   取締役賞与金  21 ―  △21 

   任意積立金    

    別途積立金  200 747 ― 526 △200 △221

Ⅳ 次期繰越利益  627 466  △161

(注) １ 前期株主配当金は、前期末の発行済株式の総数から自己株式(5,132,099株)を除いて算定しております。 

２ 当期株主配当金は、当期末の発行済株式の総数から自己株式(5,134,609株)を除いて算定しております。 

３ 圧縮記帳積立金は、租税特別措置法の規定に基づき算定しております。 

 

 



 39

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 

子会社株式及び関連会社株式 

  移動平均法による原価法 

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) 

 時価のないもの 

  移動平均法による原価法 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

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 たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

未成工事支出金 個別法による原価法

材料貯蔵品   先入先出法による原

価法によっており

ます。 

未成工事支出金 同左 

材料貯蔵品   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)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。

(1) 有形固定資産 

同左 

 (2) 無形固定資産 

  定額法によっております。 

  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、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 

  均等償却によっております。 

  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 

   売上債権、貸付金等の貸倒によ

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) 完成工事補償引当金 

  完成工事に係るかし担保の費用に

備えるため、当期の完成工事高に

対する将来の見積補償額に基づい

て計上しております。 

(2) 完成工事補償引当金 

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) 

 (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

計上しております。 

  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(15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。 

  過去勤務債務は、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(15年)による定

額法により費用処理することとし

ております。 

(3) 退職給付引当金 

同左 

  

――――― 

 

（会計方針の変更） 

   当事業年度より「「退職給付に係

る会計基準」の一部改正」（企業会

計基準第3号 平成17年3月16日）

及び「「退職給付に係る会計基準」

の一部改正に関する適用指針」（企

業会計基準第7号 平成17年3月16

日）を適用しております。これに

よる損益への影響はありません。 

 (4) 役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支給に備えて

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 完成工事高の計上基準 完成工事高の計上は、工事完成基準に

よっております。 

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。 

同左 

７ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

(1) 消費税等の会計処理 

  消費税等に相当する額の会計処理

は、税抜方式によっております。

(1) 消費税等の会計処理 

同左 

 (2) 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))及び

「固定資産の減損に係る会計基準

の適用指針」(企業会計基準適用

指針第6号平成15年10月31日)が平

成16年3月31日に終了する事業年

度に係る財務諸表から適用できる

ことになったことに伴い、当事業

年度から同会計基準及び同適用指

針を適用しております。これによ

り税引前当期純利益に与える影響

は軽微であります。 

 

――――― 

 



 41

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) 

｢立替金｣は、総資産の100分の1を超えたため、区分掲

記しております。なお、前事業年度は流動資産の「その

他流動資産」に294百万円含まれております。 

 

｢長期性預金｣は、総資産の100分の1を超えたため、区

分掲記しております。なお、前事業年度は投資その他の

資産の「その他」に600百万円含まれております。 

 

――――― 

 ｢減損損失｣は、特別損失に占める重要性が増したた

め区分掲記しております。なお、前事業年度は特別損

失｢その他｣に3百万円含まれております。 

   

 

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

以降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

62百万円計上しております。 

  

――――― 
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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 手形割引高 

   受取手形割引高 502百万円
 

 １ 手形割引高 

   受取手形割引高 1,398百万円
 

※２ 会社が発行する株式の総数 

普通株式198,000,000株

  ただし、株式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。 

   発行済株式の総数 普通株式57,804,450株
 

※２ 会社が発行する株式の総数 

普通株式198,000,000株

  ただし、株式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。 

   発行済株式の総数 普通株式57,804,450株
 

※３ 当社が保有する自己株式の数は、普通株式

5,132,099株であります。 

※３ 当社が保有する自己株式の数は、普通株式

5,134,609株であります。 

 ４ 保証債務 

  他社の金融機関からの借入金に対して、次のとお

り保証を行っております。 

 RAITO, INC. 1,342百万円

 (US$ 12百万)

 (保証限度額 US$ 32百万)
 

 ４ 保証債務 

  他社の金融機関からの借入金及び履行保証に対し

て、次のとおり保証を行っております。 

 RAITO, INC. 1,315百万円

 (US$ 11百万)

 (保証限度額 US$ 24百万)

RAITO SINGAPORE

PTE.LTD 

 

18百万円

 (S$  0百万)

(保証限度額  S$  1百万)
 

※５ 土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公

布法律第34号)及び土地の再評価に関する法律の

一部を改正する法律(平成13年３月31日)に基づ

き、事業用の土地の再評価を行い、評価差額につ

いては、当該評価差額に係る税金相当額を「再評

価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上

し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」

として資本の部に計上しております。 

・再評価の方法…土地の再評価に関する法律施行令

(平成10年３月31日公布政令第119

号)第２条第３号、第４号及び第５

号に定める方法により算出しており

ます。 

・再評価を行った年月日……平成14年３月31日 

・再評価を行った土地の当期末における時価と再評価

後の帳簿価額との差額……△1,733百万円 

※５ 土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公

布法律第34号)及び土地の再評価に関する法律の

一部を改正する法律(平成13年３月31日)に基づ

き、事業用の土地の再評価を行い、評価差額につ

いては、当該評価差額に係る税金相当額を「再評

価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上

し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」

として資本の部に計上しております。 

・再評価の方法…土地の再評価に関する法律施行令

(平成10年３月31日公布政令第119

号)第２条第３号、第４号及び第５

号に定める方法により算出しており

ます。 

・再評価を行った年月日……平成14年３月31日 

・再評価を行った土地の当期末における時価と再評価

後の帳簿価額との差額……△2,048百万円 

 ６ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行６行と当座貸越契約及び貸出コミットメント

契約を締結しております。 

   当期末における当座貸越契約及び貸出コミットメ

ントに係る借入未実行残高は次のとおりでありま

す。 

当座貸越極度額及び 
貸出コミットメントの総額 3,000百万円

借入実行残高 ― 

差引額 3,000 
 

 ６ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行６行と貸出コミットメント契約を締結してお

ります。 

   当期末における貸出コミットメントに係る借入未

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 
3,000百万円

借入実行残高 ― 

差引額 3,000 
 

※７ 配当制限 

  商法施行規則第124条第３号の規定により、利益

の配当に充当することが制限されている純資産額

は537百万円であります。 

※７ 配当制限 

  商法施行規則第124条第３号の規定により、利益

の配当に充当することが制限されている純資産額

は1,414百万円であります。 

  土地再評価差額金は、土地の再評価に関する法律

第７条の２第１項の規定により、配当に充当する

ことが制限されております。 

  土地再評価差額金は、土地の再評価に関する法律

第７条の２第１項の規定により、配当に充当する

ことが制限されております。 
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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 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

機械装置 4百万円

その他 0 

計 4 
 

※１ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

機械装置 2百万円

その他 2 

計 5 
 

※２ 固定資産売却損及び除却損の内訳は次のとおりで

あります。 

  
固定資産
売却損 

 
固定資産 
除却損 

 計 

機械装置  32 6 39百万円

工具器具・ 
備品 

 1 1 2 

建物  2 0 3 

土地  21 ― 21 

その他  6 0 6 

計  63 8 72 
  

※２ 固定資産売却損及び除却損の内訳は次のとおりで

あります。 

 
固定資産
売却損 

 
固定資産 
除却損 

 計 

機械装置 19 3 23百万円

工具器具・ 
備品 

1 1 2 

建物 10 0 10 

土地 1 ― 1 

その他 2 5 7 

計 35 11 46 
 

※３ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は、370百万円であります。 

※３ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は、332百万円であります。 

※４ 前期損益修正益の内訳は次のとおりでありま

す。 

貸倒引当金戻入額  27百万円 

その他   5    

計  32百万円 

 

――――― 

※４ 前期損益修正益の内訳は次のとおりでありま

す。 

          過年度経費戻入益         1百万円

           

 

※５ 減損損失 

   (1) 減損損失の概要 

   当社グループは、遊休資産に係る市場価額の著し

い低下及び事業用資産に係る収益性の著しい低下

に対し、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、該

当減少額を減損損失（251百万円）として特別損

失に計上致しました。 

場所 用途 種類 減損損失 

北海道 

勇払郡 
遊休 土地 5百万円 

長野県 

諏訪郡 
遊休 土地 16百万円 

福岡県 

古賀市他 
事業用 

土地 

建物 

構築物 

175百万円 

14百万円 

39百万円 

   なお、該当資産の回収可能価額は正味売却価額に

より測定しており、不動産鑑定評価基準及び路線

価による相続税評価価額等を基礎とした指標によ

り評価しております。 

   (2) 主な資産のグルーピング方法 

   グルーピング方法は、事業用資産は各収益管理単

位毎に、遊休資産は個別の物件毎に行っておりま

す。 
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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) 

１ 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 
(百万円) 

減価償却累
計額相当額 
(百万円) 

期末残高
相当額 
(百万円)

機械装置 395 165 229

工具器具・備品 249 187 61

車両運搬具 111 62 49

合計 755 415 340

 

 
取得価額 
相当額 
(百万円) 

減価償却累
計額相当額 
(百万円) 

期末残高
相当額 
(百万円)

機械装置 569 310 259

工具器具・備品 108 70 38

車両運搬具 96 66 30

合計 774 447 327

 
  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。 

 ② 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 136百万円

１年超 204 

 合計 340 
 

同左 

 

 

 ② 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 129百万円

１年超 198 

 合計 327 
 

  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 支払リース料及び減価償却費相当額 

  支払リース料 144百万円

  減価償却費相当額 144百万円
 

 ③ 支払リース料及び減価償却費相当額 

  支払リース料 149百万円

  減価償却費相当額 149百万円
 

 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 

２ オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

１年以内 5百万円

１年超 13 

 合計 19 
 

２ オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

１年以内 1百万円

１年超 5 

 合計 7 
 

 

(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。 
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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            百万円 

退職給付引当金損金算入 

限度超過額 
1,059 

退職給付会計基準変更時
差異損金算入否認 

484 

役員退職慰労引当金否認 149 

未払費用(賞与)損金算入 

限度超過額 
223 

会員権評価損否認 42 

繰越欠損金 688 

貸倒引当金繰入否認 1,026 

その他 425 

繰延税金資産小計 4,100 

評価性引当額 △1,629 

繰延税金資産合計 2,471 

   繰延税金負債 

圧縮記帳積立金 △35 

その他有価証券 

評価差額金 
△366 

退職給付信託設定益 △504 

繰延税金負債合計 △906 

繰延税金資産の純額 1,564 
 

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            百万円 

退職給付引当金否認 1,115 

退職給付会計基準変更時
差異損金算入否認 

484 

役員退職慰労引当金否認 163 

未払賞与否認 133 

会員権評価損否認 119 

繰越欠損金 271 

貸倒引当金繰入否認 1,105 

減損損失否認 103 

関係会社支援損失否認 1,203 

関係会社株式評価損否認 302 

その他 160 

繰延税金資産小計 5,161 

評価性引当額 △2,918 

繰延税金資産合計 2,242 

   繰延税金負債 

圧縮記帳積立金 △33 

その他有価証券 

評価差額金 
△964 

退職給付信託設定益 △504 

繰延税金負債合計 △1,502 

繰延税金資産の純額 740 
 

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 

算入されない項目 
21.8 

受取配当金等永久に益金に 

算入されない項目 
△0.8 

住民税均等割等 12.7 

繰越欠損金 70.4 

子会社貸付に対する 

貸倒引当金 
△135.7 

その他 △0.3 

 税効果会計適用後の 

 法人税等の負担率 
8.7 

  
 

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 

算入されない項目 
△3.1 

住民税均等割等 △3.4 

繰越欠損金 10.7 

関係会社会社支援損失 △37.3 

関係会社株式評価損 △8.1 

貸倒引当金 △5.1 

会員権評価損 △1.3 

減損損失 △3.2 

その他 0.5 

 税効果会計適用後の 

 法人税等の負担率 
△9.7 
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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 752.63円 667.72円 

１株当たり当期純利益 10.69円 △67.27円 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 

 潜在株式調整後１株当り当期純利

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。 

同左 

(注) １株当たり当期純利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) 

当期純利益又は当期純損失(百万円) 590 △3,543 

普通株主に帰属しない金額(百万円) 21 ― 

(うち利益処分による役員賞与金) 

            (百万円) 
21 ― 

普通株式に係る当期純利益(百万円) 569 △3,543 

普通株式の期中平均株式数(株) 53,289,561 52,670,861 

 

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

 

 




