
 

平成18年3月期  個別財務諸表の概要        

平成18年5月22日 

会 社 名 岡本硝子株式会社            上場取引所 JASDAQ 

コ ー ド 番 号 7746                   本社所在都道府県 千葉県 

 

（ＵＲＬ http://www.ogc-jp.com ） 

代  表  者  役 職 名  代表取締役社長 
         氏    名   岡 本  毅 
 

問い合わせ先  責任者役職名  常務取締役コーポレートサービス本部長 

         氏    名   衆 樹

も ろ き

  健     ＴＥＬ（04）7137－3111 

 

決算取締役会開催日  平成18年5月22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24日  単元株制度採用の有無 有(1単元100株) 

 

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 

 
18年3月期 

17年3月期 

百万円   ％

6,638（ △21.7  ）

8,481（  26.9 ）

百万円   ％

△471（    ―   ）

666（   63.0 ）

百万円   ％

△382（  ―  ）

665（   51.8 ）

 

 
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

 
18年3月期 

17年3月期 

百万円   ％ 

△294（  ―  ） 

325（  33.4 ） 

円 銭

△21  89

25 42

円 銭

－  － 

－  － 

％ 

△5.9 

7.5 

％ 

△3.6 

7.1 

％

△5.8 

7.8 

(注) 1．期中平均株式数  18年3月期 13,455,497株   17年3月期 12,426,960株 

   2．会計処理の方法の変更  有 

   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 

 

18年3月期 

17年3月期 

円 銭 

3 00 

6 00 

円 銭

3  00 

3  00 

円 銭

― 

3  00 

百万円

40 

75 

％ 

― 

23.6 

％

0.8 

1.5 

 

(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

 
18年3月期 

17年3月期 

             百万円 

        9,954 

       11,138  

百万円

        4,804 

    5,160 

％ 

48.3 

46.3 

円  銭
 357   06 

383   52 

(注) 1．期末発行済株式数 18年3月期    13,455,460株  17年3月期  13,455,600株 

2．期末自己株式数  18年3月期      280株  17年3月期      140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 

 

 
中 間 期 

通  期 

百万円 

3,021 

7,332 

百万円

△658 

30 

百万円

△662 

23 

円 銭

0  0 

― 

円 銭 

― 

 3  00 

円 銭

― 

  3  00 

(参考) 1株当たり予想当期純利益（通期）   1円71銭 

※ 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含

んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合がございます。
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1.財務諸表等 

財務諸表 

(1) 貸借対照表 

   (単位：千円) 

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） 

            期 別 
 

 
 
科 目 

金額 構成比 金額 構成比

増 減 

 ％  ％

(資産の部)  

Ⅰ 流動資産   

1. 現金及び預金  756,914 477,492 

2. 受取手形 ※5 253,460 322,370 

3. 売掛金 ※4 1,693,974 1,211,963 

4. 商品  83,906 104,595 

5. 製品  203,388 359,916 

6. 原材料  25,506 33,550 

7. 仕掛品  374,409 276,391 

8. 貯蔵品  1,764 19,265 

9. 前払費用  18,798 9,417 

10. 繰延税金資産  36,531 64,066 

11.  未収消費税等  62,716 － 

12.  短期貸付金 ※4 － 169,942 

13. その他 ※4 135,814 78,762 

14. 貸倒引当金  △1,120 △130 

流動資産合計  3,646,064 32.7 3,127,604 31.4 △518,460

Ⅱ 固定資産   

1. 有形固定資産   

(1) 建物 ※1 2,523,626 2,724,543  

減価償却累計額  △624,055 1,899,570 △773,668 1,950,874 

(2) 構築物  109,425 109,425  

減価償却累計額  △73,575 35,850 △79,604 29,820 

(3) 機械装置 ※7 4,387,578 5,048,500  

減価償却累計額  △2,013,771 2,373,807 △2,767,802 2,280,698 

(4) 車両運搬具  33,359 32,187  

減価償却累計額  △27,521 5,838 △28,307 3,879 

(5) 工具器具備品 ※7 714,863 874,849  

減価償却累計額  △550,370 164,493 △672,670 202,178 

(6) 土地 ※1 703,014 758,514 

(7) 建設仮勘定  896,109 210,273 

有形固定資産合計  6,078,682 54.6 5,436,240 54.6 △642,442

2. 無形固定資産   

(1) ソフトウェア  21,236 18,938 

(2) 電話加入権  829 829 

無形固定資産合計  22,066 0.2 19,768 0.2 △2,298
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(単位：千円) 

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） 

            期 別 
 
 

科 目 金額 構成比 金額 構成比

増 減 

 ％  ％

  

3. 投資その他の資産   

(1) 投資有価証券  308,776 393,720 

(2) 関係会社株式  793,057 673,767 

(3) 出資金  57,396 50,340 

(4) 関係会社長期貸付金  11,000 12,814 

(5) 長期貸付金  113,794 98,239 

(6) 関係会社長期未収入金  36,051 26,230 

(7) 保険積立金  125,614 29,938 

(8) 繰延税金資産  － 53,166 

(9) その他  33,590 32,692 

(10) 貸倒引当金  △84 △10 

(11) 投資損失引当金  △87,090 － 

投資その他の資産合計  1,392,107 12.5 1,370,900 13.8 △21,207

固定資産合計  7,492,856 67.3 6,826,909 68.6 △665,947

資産合計  11,138,920 100.0 9,954,514 100.0 △1,184,406
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(単位：千円) 

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） 

            期 別 
 
 

科 目 金額 構成比 金額 構成比

増 減 

 ％  ％

(負債の部)  
Ⅰ 流動負債   

1. 支払手形  1,086,277 680,594 
2. 買掛金 ※4 328,568 153,312 
3. 短期借入金 ※1 － 78,000 
4. １年内返済予定 

長期借入金 
※1  735,154 854,828 

5. 未払金  511,361 235,554 
6. 未払費用  143,222 47,341 
7. 未払法人税等  120,100 18,910 
8. 未払消費税等  － 16,599 
9. 預り金  22,449 22,981 
10. 賞与引当金  － － 
11. 設備支払手形  1,015,168 87,179 
12. その他 ※4 18,750 51,162 

流動負債合計  3,981,052 35.8 2,246,464 22.5 △1,734,588
Ⅱ 固定負債   

1. 長期借入金 ※1 1,787,700 2,725,652 
2. 長期未払金  37,890 15,272 
3. 繰延税金負債  13,178 － 
4. 退職給付引当金  132,926 127,694 
5. 役員退職慰労引当金  25,640 35,059 

固定負債合計  1,997,335 17.9 2,903,677 29.2 906,342
負債合計  5,978,387 53.7 5,150,141 51.7 △828,246

   
(資本の部)  

Ⅰ  資本金 ※2 1,594,256 14.3 1,594,256 16.0 －
Ⅱ  資本剰余金   

1.  資本準備金  1,862,176 1,862,176  
   資本剰余金合計  1,862,176 16.7 1,862,176 18.7 －

Ⅲ 利益剰余金   
1． 利益準備金  26,750 26,750  
2． 任意積立金   

(1)特別償却準備金  170,010 120,816  
(2)別途積立金  980,750 1,380,750  

3．当期未処理損失(△) 
又は当期未処分利益 

 476,313 △259,737  

利益剰余金合計  1,653,824 14.8 1,268,579 12.8 △385,245
Ⅳ その他有価証券評価差額金 ※6 50,460 0.5 79,689 0.8 29,229
Ⅴ 自己株式 ※3 △185 △0.0 △329 △0.0 △144

  資本合計  5,160,533 46.3 4,804,372 48.3 △356,161
  負債及び資本合計  11,138,920 100.0 9,954,514 100.0 △1,184,406
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(2) 損益計算書 

(単位：千円) 

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) 

         
             期 別 

 
 

 
 
科 目 金額 百分比 金額 百分比 

増 減 

 ％  ％ 

Ⅰ 売上高 ※1 8,481,595 100.0 6,638,126 100.0 △1,843,469

Ⅱ 売上原価 ※1   

1. 期首商品たな卸高  74,235 83,906   

2. 期首製品たな卸高  176,982 203,388   

3. 当期商品仕入高  700,611 476,678   

4. 当期製品製造原価  5,773,484 5,508,655   

合計  6,725,314 6,272,628   

5. 期末商品たな卸高  83,906 104,595   

6. 期末製品たな卸高  203,388 6,438,020 75.9 359,916 5,808,115 87.5 △629,905

売上総利益  2,043,575 24.1 830,010 12.5 △1,213,565

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※2   

1. 給与手当  228,356 233,060   

2. 賞与  43,673 44,663   

3. 役員退職慰労引当金繰入額  5,962 9,418   

4. 退職給付費用  5,444 5,736   

5. 法定福利費  40,704 50,434   

6. 旅費交通費  61,912 46,372   

7. 減価償却費  66,942 63,731   

 8. 賃借料  35,552 41,912   

9. 消耗品費  25,174 20,452   

10. 租税公課  41,519 36,345   

11. 運賃  167,231 123,765   

12.  貸倒引当金繰入額  359 -   

13. 研究開発費  258,851 287,926   

14. その他  395,592 1,377,278 16.2 337,993 1,301,815 19.6 △75,463

営業損失(△) 

又は営業利益 
 666,296 7.9 △471,805 △7.1 △1,138,101

Ⅳ 営業外収益 ※1   

1. 受取利息  3,216 2,845   

2. 受取配当金  4,973 5,756   

3. 保険料収入  2,541 59,858   

4. 賃貸料収入  9,222 7,164   

5. その他  35,255 55,210 0.6 62,385 138,009 2.1 82,799

Ⅴ 営業外費用    

1. 支払利息  29,454 47,914   

2. 新株発行費  18,702 -   
3. その他  8,009 56,166 0.7 392 48,307 0.8 △7,859

経常損失(△) 

又は経常利益 
 665,339 7.8 △382,102 △5.8 △1,047,441
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(単位：千円) 

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) 

         
            期 別 

 
 
 
 

科 目 金額 百分比 金額 百分比 

増 減 

Ⅵ 特別利益    

1. 国庫補助金受贈益  21,720 －   

2. 固定資産売却益 ※3 － 140   

3.  貸倒引当金戻入益  － 1,064   

4.  退職給付引当金戻入益  － 21,720 0.3 14,440 15,644 0.2 △6,076

Ⅶ 特別損失    

1. 固定資産除却損 ※4 68,822 104   

2. 固定資産売却損 ※5 104 －   

3. 固定資産圧縮損  19,799 －   

4. 投資損失引当金繰入額  87,090 －   

5.  子会社株式評価損  － 35,200   

6. 投資有価証券売却損  － 175,816 2.1 912 36,216 0.5 △139,600

税引前当期純損失(△) 

又は税引前当期純利益 
 511,244 6.0 △402,674 △6.1 △913,918

法人税、住民税及び事業税  218,377 5,568   

法人税等調整額  △33,020 185,356 2.2 △113,725 △108,157 △1.7 △293,513

当期純損失(△) 

又は当期純利益 
 325,887 3.8 △294,516 △4.4 △620,403

前期繰越利益  185,643 75,141  

中間配当額  35,217 40,361  

当期未処理損失(△) 

又は当期未処分利益 
 476,313 △259,737  

    

 

 

 

 6



(3) 利益処分案及び損失処理案 

 

利益処分案 

前事業年度(平成17年3月期) 
（株主総会承認日平成17年6月25日） 

             期 別 
 
 

 
科 目 

金額 

Ⅰ 当期未処分利益  476,313 

Ⅱ 任意積立金取崩額   

 特別償却準備金取崩額  56,757 56,757 

合計  533,071 

Ⅲ 利益処分額   

1. 配当金  40,366  

2. 役員賞与金  10,000  

    (うち監査役賞与金)  (500)  

3. 任意積立金   

(1) 特別償却準備金  7,563  

(2) 別途積立金  400,000 457,930 

Ⅳ 次期繰越利益  75,141 

 

  損失処理案 

当事業年度（平成18年3月期） 
             期 別 

 
 

 
科 目 

金額 

Ⅰ 当期未処理損失  259,737 

Ⅱ 任意積立金取崩額   

 特別償却準備金取崩額  50,762 50,762 

Ⅲ 次期繰越損失  208,974 
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(4)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 

（2）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 

 

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 

同 左 

 

 

２ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

（1）商品・製品・原材料・仕掛品 

移動平均法による原価法 

（2）貯蔵品 

最終仕入原価法 

２ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

（1）商品・製品・原材料・仕掛品 

同 左 

（2）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。 

（2）無形固定資産 

定額法 

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）に基づく定額法によ

っております。 

 

３  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 

同 左 

 

４  繰延資産の処理方法 

（１）新株発行費 

支出時に全額費用として処理しております。 

 

４  繰延資産の処理方法 

― 
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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) 

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勘案し、回収

不能見込額を計上しております。 

（2）賞与引当金 

― 

 (追加情報) 

賞与の支給につきましては、支給対象期間後の後

払方式を採用しておりましたが、賞与の支給を会社

の業績に連動させる方式へ変更した結果、支給対象

期間内に賞与の支給額が確定することとなったた

め、当事業年度末において賞与引当金は発生してお

りません。 

 

（3）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、当期

末に発生している額を計上しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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ため内規に基づ

く期末要支給額を計上しております。 

（5）投資損失引当金 

関係会社への投資に係る損失に備えるため当該会

社の財政状態等を勘案して必要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 

 

 

 

（2）賞与引当金  

     ― 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、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

末に発生している額を計上しております。 

なお、数理計算上の差異は、各期の発生時の従業

員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による

定額法によりそれぞれ発生の翌期から費用処理する

こととしております。 

 

(追加情報) 

 当事業年度より退職給付債務の算定方法を簡便法

から原則法に変更しております。期首現在で退職給

付債務を計算した結果発生した変更時差異(14,440

千円)については全額を当事業年度の特別利益に計

上しております。 

 

（4）役員退職慰労引当金 

同 左 

 

（5）投資損失引当金  

   ― 

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 
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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) 

７ ヘッジ会計の方法 

 (1) ヘッジ会計の方法 

      原則として繰延ヘッジ処理によっております。 

     ただし、特例処理の要件を充たす金利スワップに 

     ついては特例処理によっております。 

（2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

     ヘッジ手段 

           金利スワップ 

     ヘッジ対象 

           借入金の利息 

（3）ヘッジ方針 

      当社は将来の金利市場における金利上昇による 

     変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を 

     導入しており、借入金の金利変動リスクをヘッジ 

     しております。 

（4）ヘッジ有効性評価の方法 

      金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、 

      有効性の判定を省略しております。 

 

７ ヘッジ会計の方法 

 (1) ヘッジ会計の方法 

     同 左 

      

      

（2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

     同 左 

            

      

      

（3）ヘッジ方針 

     同 左 

      

      

      

（4）ヘッジ有効性評価の方法 

     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 

 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜処理によ

っております。 

 

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 

     同 左 
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(5)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)を当連結会計年度から適用
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。 

 

 

(6)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) 

  前事業年度において、流動資産「その他」に含めてお
りました短期貸付金は、当事業年度末において資産の総
額の1/100を超えたため区分掲記しております。なお、前
事業年度末の流動資産「その他」に含まれている短期貸
付金は17,600千円であります。 
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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日現在） 

当事業年度 

（平成18年３月31日現在） 
※１ 担保資産及び被担保債務 

担保に供している資産は､次のとおりであります｡ 

※１ 担保資産及び被担保債務 

担保に供している資産は､次のとおりであります｡ 

建物                       1,270,568千円 

土地                         703,014千円 

計                        1,973,582千円 

建物                       1,348,295千円 

土地                         703,014千円 

計                        2,051,309千円 

上記に対応する債務は次のとおりであります。 

１年以内返済予定長期借入金         735,154千円 

長期借入金         1,787,700千円 

 計           2,522,854千円 

 

上記に対応する債務は次のとおりであります。 

短期借入金                   68,000千円 

１年以内返済予定長期借入金         748,728千円 

長期借入金         2,416,652千円 

 計           3,233,380千円 

上記の他、被担保債務として関係会社の金融機関か

らの借入金1,660,922千円があります。 

※２ 会社が発行する株式の総数及び発行済株式総数 

会社が発行する株式の総数 36,357,760株 

発行済株式総数 13,455,740株 

※２ 会社が発行する株式の総数及び発行済株式総数 

会社が発行する株式の総数    36,357,760株 

発行済株式総数        13,455,740株 

※３ 自己株式 

 当社が保有する自己株式の数は、普通株式140株で

あります。 

※３ 自己株式 

 当社が保有する自己株式の数は、普通株式280株で

あります。 

※４ 関係会社項目 

 関係会社に対する資産及び負債には、区分掲記さ

れたもののほか、次のものがあります。 

売掛金                 4,642千円 

流動資産その他        17,340千円 

買掛金             3,005千円 

※４ 関係会社項目 

 関係会社に対する資産及び負債には、区分掲記さ

れたもののほか、次のものがあります。 

売掛金                 19,705千円 

短期貸付金          154,392千円 

流動資産その他            71,964千円 

買掛金              26,253千円 

流動負債その他        50,530千円 

※５ 受取手形割引高 192,578千円 
 

※５ 受取手形割引高           ―――  
 

※６ 配当制限 

 有価証券の時価評価により、純資産額が50,460千

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3号の規定により、配当に充当することが

制限されております。 

※６ 配当制限 

 有価証券の時価評価により、純資産額が79,689千

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3号の規定により、配当に充当することが

制限されております。 

※７ 圧縮記帳 
 当期において、国庫補助金の受入れにより機械装
置について17,757千円、工具器具備品について
2,042千円の圧縮記帳を行いました。 
 なお、有形固定資産に係る国庫補助金の受入れに
よる圧縮記帳累計額は、機械及び装置280,818千円、
工具器具備品39,828千円、計320,646千円でありま
す。 

※７ 圧縮記帳 
 有形固定資産に係る国庫補助金の受入れによる
圧縮記帳累計額は、機械及び装置280,818千円、工
具器具備品39,828千円、計320,646千円であります。
 

※８ 偶発債務 

 下記の会社の金融機関からの借入金に対して、次

のとおり債務保証を行っております。 

㈲プラグラ 27,364千円 

日本精機㈱ 5,200千円 

計 32,564千円 
 

※８ 偶発債務 

(1)保証債務 

 下記の会社の金融機関からの借入金に対して、次

のとおり債務保証を行っております。 

㈲プラグラ                    23,152千円 

日本精機㈱           2,080千円 

岡本光学科技(蘇州)有限公司 1,070,922千円 

新潟岡本硝子㈱               670,000千円 

計                       1,766,154千円 

 (2)連帯債務 
柏崎工場新設工事を目的とする新潟岡本硝子株

式会社の日本政策投資銀行からの借入金に係る連
帯債務額は1,000,000千円です。 
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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 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。 

売上高                 25,250千円 

営業外収益               6,121千円 

※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。 

売上高                 50,489千円 

仕入                 483,638千円 

営業外収益              38,206千円 

※２ 研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる研究開発費は、258,851千円

であります。 

※２ 研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる研究開発費は、287,926千円

であります。 

※３ ――― 

 

※３ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 

        機械装置           140千円     

※４ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

    建物                  4,155千円 

機械装置             60,906千円 

工具器具備品            3,760千円 

          計          68,822千円 

※４ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

    機械装置                 45千円 

車両運搬具                 58千円 

          計             104千円 

 

※５ 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。 

    車両運搬具          104千円 

※５ ――― 

  

 13



(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 

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 

減価償却 
累計額相当額 

期末残高 
相当額 

車両運搬具 15,612千円 5,309千円 10,302千円

ソフトウェア 21,960千円 17,690千円 4,270千円

計 37,572千円 22,999千円 14,572千円

（注）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。 

 
取得価額 
相当額 

減価償却 
累計額相当額 

期末残高 
相当額 

車両運搬具 15,612千円 8,432千円 7,180千円

ソフトウェア 21,960千円 21,350千円 610千円

計 37,572千円 29,782千円 7,790千円

  （注）同 左 

  

(2)未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 6,782千円

１年超 7,790千円

計 14,572千円
 

(2)未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 3,732千円

１年超 4,057千円

計 7,790千円
 

（注）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。 

（注）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 13,606千円

減価償却費相当額 13,606千円
 

(3)支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 6,782千円

減価償却費相当額 6,782千円
 

  

(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 

 

  

 

(有価証券関係) 

当事業年度及び前事業年度のいずれにおいても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 

(
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. 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 

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 

(1)流動資産 (1)流動資産 

(繰延税金資産) (繰延税金資産) 

未払事業税否認 22,560千円 

在庫評価損     4,993千円 

法定福利費未払金否認     4,698千円 

未払事業所税否認     4,279千円 

繰越欠損金     －千円 

繰延税金資産合計 36,531千円 

 

未払事業税否認 4,829千円 

在庫評価損     12,883千円 

 

未払事業所税否認     4,198千円 

繰越欠損金     41,532千円 

繰延税金資産合計 64,066千円 

 

(2)固定資産 (2)固定資産 

(繰延税金資産) (繰延税金資産) 

退職給付引当金損金算入限度超過額 53,002千円 

役員退職慰労引当金損金算入限度超過額 10,368千円 

投資有価証券評価損否認 674千円 

貸倒引当金損金算入限度超過額  486千円 

投資損失引当金損金算入限度超過額 35,219千円 

一括償却資産損金算入限度超過額 855千円 

ゴルフ会員権評価損否認 2,507千円 

繰越欠損金     －千円 

 小計                      103,114千円 

評価性引当額                  －千円 

繰延税金資産合計          103,114千円 

同一の納税主体の繰延税金資産 

及び負債の相殺額                △103,114千円 

繰延税金資産合計                     －千円 

  

退職給付引当金損金算入限度超過額 51,639千円 

役員退職慰労引当金損金算入限度超過額 14,272千円 

投資有価証券評価損否認 674千円 

貸倒引当金損金算入限度超過額  56千円 

投資損失引当金損金算入限度超過額 －千円 

一括償却資産損金算入限度超過額 928千円 

ゴルフ会員権評価損否認 2,507千円 

繰越欠損金 87,941千円 

  小計                     158,019千円 

評価性引当額               △3,181千円 

繰延税金資産合計        154,838千円 

同一の納税主体の繰延税金資産 

及び負債の相殺額              △101,672千円 

繰延税金資産合計                 53,166千円 

 

(繰延税金負債)  (繰延税金負債)  

特別償却準備金 82,031千円 

その他有価証券評価差額金     34,261千円 

  小計                             116,293千円 

同一の納税主体の繰延税金資産 

及び負債の相殺額             △103,114千円 

繰延税金負債合計                    13,178千円 

 

特別償却準備金 47,565千円 

その他有価証券評価差額金     54,107千円 

  小計                    101,672千円 

同一の納税主体の繰延税金資産 

及び負債の相殺額                 △101,672千円 

繰延税金負債合計                       －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

との間の差異の原因の主な項目別内訳 

  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異が法定実効税率の百分の五以下であるため

注記を省略しております。 

 

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

との間の差異の原因の主な項目別内訳 

   同 左 

 

 

 

法定福利費未払金否認     622千円
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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 １株当たり純資産額          383円52銭 １株当たり純資産額          357円06銭 

１株当たり当期純利益金額 １株当たり当期純利益         25円42銭 １株当たり当期純損失         21円89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、希薄化効果を有している潜在

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、1株当たり当期純損失であるた

め記載しておりません。 

（注）1．1株当たり当期純損失又は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。 

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) 

当期純損失(△) 

又は当期純利益（千円） 
            325,887                  △294,516 

普通株主に帰属しない金額（千円）                    10,000   - 

(うち利益処分による役員賞与金 

（千円）) 
(10,000) (  -   ) 

普通株式に係る当期純損失(△) 

又は当期純利益（千円） 
                       315,887 △294,516 

普通株式の期中平均株式数（千株）                         12,426 13,455 

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後1株当たり当期純利益の算定に 

含めなかった潜在株式の概要 

潜在株式の種類  新株予約権 

(商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規

定に基づくストックオプションとして

当社並びに子会社の役職員に付与) 

潜在株式数      119,200株 

潜在株式の種類  新株予約権 

(商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規

定に基づくストックオプションとして

当社並びに子会社の役職員に付与) 

潜在株式数      239,200株 

 

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 
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２.役員の異動 

記載が可能になり次第開示いたします。 
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