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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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年３月期 5,472 (△ 6.4) 111 (△66.5) 96 (△66.0)

17年３月期 5,849 (△ 5.2) 332 (△46.3) 283 (△49.6)

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 (  －　) △4 88 － － △1.8 2.1 1.8

17年３月期 113 (△53.0) 29 97 － － 8.2 5.5 4.8

（注）①期中平均株式数 18年３月期 3,625,140株 17年３月期 3,625,293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 配当金総額
（年間）

配当性向
株主資本
配当率中間 期末

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年３月期 ― ― ― ― ― ― ― － －

17年３月期 13 00 0 00 13 00 47 43.4 3.3

(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 4,058 583 14.4 160 84

17年３月期 5,008 1,417 28.3 389 66

（注）①期末発行済株式数 18年３月期 3,625,100株 17年３月期 3,625,160株

②期末自己株式数 18年３月期 4,900株 17年３月期 4,840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）  

売上高 経常利益 当期純利益
１株当たり年間配当金

中間 期末

百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭

中間期 2,745 46 6 0 00 　― 　―

通　期 5,642 238 100 　― 7 00 7 00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　27円65銭

※　業績予想につきましては、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ております。実際の業績は、

今後、様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。なお、上記業績予想に関する事項は添付資料４頁を

参照下さい。
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６．個別財務諸表等
(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）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）  

Ⅰ．流動資産  

１．現金及び預金 273,098 352,706  

２．受取手形 6,093 6,363  

３．売掛金 785,481 731,576  

４．商品 － 213  

５．製品 42,246 50,837  

６．原材料 23,918 26,866  

７．仕掛品 8,225 8,327  

８．貯蔵品 54,568 54,179  

９．前払費用 22,619 18,511  

10．繰延税金資産 19,748 23,320  

11．未収法人税等 100,615 －  

12．その他 10,630 10,102  

　　貸倒引当金 △2,500 △2,000  

流動資産合計 1,344,748 26.8 1,281,002 31.6 △63,745

Ⅱ．固定資産  

１．有形固定資産  

(1）建物 ※１ 1,006,855 1,032,686  

減価償却累計額 468,795 538,059 514,132 518,554  

(2）構築物 86,341 86,341  

減価償却累計額 55,746 30,595 58,912 27,429  

(3）機械及び装置 ※１ 2,918,484 2,938,024  

減価償却累計額 2,308,795 609,688 2,435,847 502,176  

(4）車両運搬具 11,730 9,876  

減価償却累計額 10,516 1,214 8,552 1,324  

(5）器具及び備品 75,268 75,652  

減価償却累計額 63,096 12,171 65,123 10,528  

(6）土地 ※1,5 1,187,049 1,187,049  

有形固定資産合計 2,378,779 47.5 2,247,062 55.3 △131,716
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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（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

２．無形固定資産  

(1）ソフトウェア 5,497 3,377  

(2）電話加入権 2,760 2,760  

(3）その他 919 812  

無形固定資産合計 9,176 0.2 6,951 0.2 △2,225

３．投資その他の資産  

(1）投資有価証券 144,220 266,109  

(2) 関係会社株式 ※７ 10,000 10,000  

(3）出資金 110 110  

(4）破産債権等 50,859 210  

(5）長期前払費用 14,425 10,988  

(6）前払年金費用 8,125 －  

(7）繰延税金資産 64,567 －  

(8）再評価に係る繰延税
金資産

784,658 －  

(9）賃貸用不動産 ※1,5 214,194 214,194  

減価償却累計額 18,702 195,491 20,971 193,223  

 (10）その他 60,485 43,129  

 　　 貸倒引当金 △56,820 △200  

投資その他の資産合計 1,276,123 25.5 523,570 12.9 △752,552

固定資産合計 3,664,079 73.2 2,777,584 68.4 △886,495

資産合計 5,008,828 100.0 4,058,587 100.0 △950,241

 

－ 24 －



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（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）  

Ⅰ．流動負債  

１．買掛金 268,887 259,406  

２．短期借入金 ※1,2 1,600,000 1,900,000  

３．１年内返済予定長期借
入金

※１ 398,256 392,679  

４．未払金 314,960 265,067  

５．未払費用 61,468 61,896  

６．未払法人税等 － 33,267  

７．預り金 5,544 6,110  

８．賞与引当金 46,980 33,674  

９．その他 117 126  

流動負債合計 2,696,214 53.8 2,952,228 72.7 256,013

Ⅱ．固定負債  

１．社債  － 100,000  

２．長期借入金  ※１ 594,316 201,637  

３．繰延税金負債  － 16,892  

４．退職給付引当金 － 6,587  

５．役員退職慰労引当金 45,067 46,602  

６．長期未払金 208,967 104,883  

７．その他 46,700 46,700  

固定負債合計 895,051 17.9 523,302 12.9 △371,748

負債合計 3,591,266 71.7 3,475,531 85.6 △115,735

（資本の部）  

Ⅰ．資本金 ※３ 222,000 4.4 222,000 5.5  

Ⅱ．資本剰余金  

１．資本準備金 134,400 134,400  

資本剰余金合計 134,400 2.7 134,400 3.3  

Ⅲ．利益剰余金  

１．利益準備金 55,500  55,500   

２．任意積立金    

　(1)別途積立金 － 1,993,000  

３．当期未処分利益 2,156,340 93,513  

利益剰余金合計 2,211,840 44.1 2,142,013 52.8  

Ⅳ．土地再評価差額金 ※５ △1,147,998 △22.9 △1,932,656 △47.6  

Ⅴ．その他有価証券評価差額
金

 4,636 0.1 24,714 0.6  

Ⅵ．自己株式 ※４ △7,316 △0.1 △7,414 △0.2  

資本合計 1,417,561 28.3 583,056 14.4 △834,505

負債・資本合計 5,008,828 100.0 4,058,587 100.0 △950,241
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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）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ．売上高 5,849,097 100.0 5,472,201 100.0 △376,896

Ⅱ．売上原価  

１．商品製品期首たな卸高 38,395 42,246  

２．当期製品製造原価 3,556,535 3,421,132  

３．当期商品仕入高 7,063 1,306  

合計 3,601,994 3,464,685  

４．他勘定振替高 ※２ 73,524 72,549  

５．商品製品期末たな卸高 42,246 3,486,222 59.6 51,050 3,341,085 61.1 △145,137

売上総利益 2,362,874 40.4 2,131,116 38.9 △231,758

Ⅲ．販売費及び一般管理費  

１．配送費 623,170 591,492  

２．販売促進費 95,077 108,079  

３．広告宣伝費 11,989 7,040  

４．貸倒引当金繰入額 1,724 －  

５．給料手当 409,156 383,492  

６．賞与 50,025 38,355  

７．賞与引当金繰入額 25,480 16,624  

８．退職給付費用 19,372 28,269  

９．役員退職慰労引当金繰
入額

9,430 10,639  

10．福利厚生費 64,923 65,721  

11．旅費交通費 46,595 46,819  

12．減価償却費 21,557 17,696  

13．賃借料 317,199 294,718  

14．支払手数料 177,073 239,171  

15．その他 ※１ 157,815 2,030,592 34.7 171,793 2,019,916 36.9 △10,675

営業利益 332,282 5.7 111,199 2.0 △221,082

Ⅳ．営業外収益  

１．受取利息 4 4  

２．受取配当金 1,066 1,534  

３．受取家賃  ※３ 20,247 21,099  

４．保険解約収入 －   16,690    

５. 事務手数料  ※３ －   6,000    

６．その他 3,712 25,031 0.4 8,868 54,196 1.0 29,165

－ 26 －



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）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅴ．営業外費用  

１．支払利息 46,525 42,602  

２．棚卸資産廃棄損 15,173 14,002  

３．その他 12,535 74,233 1.3 12,589 69,194 1.2 △5,039

経常利益 283,079 4.8 96,201 1.8 △186,877

Ⅵ．特別利益  

１．貸倒引当金戻入  － － － 558 558 0.0 558

Ⅶ．特別損失  

１．固定資産売却損 ※４ － 1  

２．固定資産除却損 ※５ 74,069 435  

３．貸倒引当金繰入額  ※６ 8,119 82,189 1.4 － 436 0.0 △81,752

税引前当期純利益 200,889 3.4 96,324 1.8 △104,565

法人税、住民税及び事
業税

31,000 49,858  

法人税等調整額 56,255 87,255 1.5 64,165 114,024 2.1 26,769

当期純利益（△純損
失）

113,634 1.9 △17,700 △0.3 △131,334

前期繰越利益 2,042,706 111,213  

当期未処分利益 2,156,340 93,513  
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製造原価明細書

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）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ．材料費 2,085,622 58.6 1,975,897 57.8 △109,724

Ⅱ．労務費 582,481 16.4 568,040 16.6 △14,441

Ⅲ．経費 ※１ 889,259 25.0 877,296 25.6 △11,963

当期総製造費用 3,557,363 100.0 3,421,234 100.0 △136,129

期首仕掛品たな卸高 7,396 8,225  

合計 3,564,760 3,429,459  

期末仕掛品たな卸高 8,225 8,327  

当期製品製造原価 3,556,535 3,421,132  

　（注）

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．経費のうち主なものは次のとおりであります。 ※１．経費のうち主なものは次のとおりであります。

減価償却費 197,098千円 減価償却費 　169,264千円

支払手数料 247,592千円 支払手数料 261,559千円

　２．原価計算の方法

当社は製品別実際総合原価計算を採用しております。

　２．原価計算の方法

同左

－ 28 －



(3) キャッシュ・フロー計算書

  
前事業年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

  

税引前当期純利益  200,889

減価償却費  222,892

貸倒引当金の減少額  △74,288

賞与引当金の減少額  △7,685

前払年金費用の減少額  5,710

役員退職慰労引当金の
増加額

 9,430

受取利息及び受取配当
金

 △1,071

支払利息  46,525

有形固定資産除却損  74,069

売上債権の減少額  49,442

たな卸資産の増加額  △7,599

その他流動資産の増加
額

 △9,899

仕入債務の増加額  3,628

未払消費税等の減少額  △27,451

その他流動負債の増加
額

 11,658

役員賞与の支払額  △5,000

その他  92,253

小計  583,505

利息及び配当金の受取
額

 1,071

利息の支払額  △46,697

法人税等の支払額  △297,540

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 240,339
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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）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

  

子会社株式取得による
支出

 △10,000

有形固定資産の取得に
よる支出

 △19,762

保険積立金解約による
収入

 32,000

その他  △4,231

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △1,993

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

  

短期借入金の純減少額  △1,100,000

長期借入れによる収入  1,200,000

長期借入金の返済によ
る支出

 △207,428

割賦未払金等の支払に
よる支出

 △149,974

配当金の支払額  △43,359

その他  △320

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △301,083

Ⅳ　現金及び現金同等物に係
る換算差額

 －

Ⅴ　現金及び現金同等物の減
少額

 △62,737

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
首残高

 335,836

Ⅶ　現金及び現金同等物期末
残高

 273,098
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(4）利益処分案

前事業年度
株主総会承認日

（平成17年６月24日）

当事業年度
株主総会承認日

（平成18年６月27日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ．当期未処分利益 2,156,340 93,513 △2,062,827

Ⅱ．利益処分額  

１．配当金 47,127 －  

２．役員賞与金 5,000 －  

（うち監査役賞与金） (1,200)   (－)   

３．任意積立金      

　　別途積立金 1,993,000 2,045,127 － － △2,045,127

Ⅲ．次期繰越利益 111,213 93,513 △17,700
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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）子会社株式及び関連会社株式 

…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）

１．有価証券の評価基準及び評価方法

(1）子会社株式及び関連会社株式 

同左

(2）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

　なお、投資事業有限責任組合及びこれに類する

組合への出資（証券取引法第２条第２項により

有価証券とみなされるもの）については、組合

契約に規定される決算報告日に応じて入手可能

な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額

で取り込む方法によっております。

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）製品・原材料・仕掛品

総平均法による原価法

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

最終仕入原価法による原価法

(2）貯蔵品

同左

３．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産及び賃貸用不動産

定率法

主な耐用年数は以下のとおりであります。

建　　　　物　　 ８～50年

機械及び装置　　　　 ９年

３．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産及び賃貸用不動産

同左

主な耐用年数は以下のとおりであります。

同左

 

(2）無形固定資産

ソフトウェア

社内利用ソフトウェア

…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

ソフトウェア

社内利用ソフトウェア

同左

その他の無形固定資産

定額法

その他の無形固定資産

同左

(3）長期前払費用

定額法

(3）長期前払費用

同左

４．繰延資産の処理方法

―

４．繰延資産の処理方法

　社債発行費

　…支出時に全額費用として処理しております。
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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

(2）賞与引当金

従業員の賞与の支払に備えるため、当期に帰属

する支給見込額を計上しております。

(2）賞与引当金

同左

(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。

なお、当事業年度末において、年金資産見込額

が退職給付債務見込額を超過しているため、超過

額を投資その他の資産に「前払年金費用」として

計上しております。

(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。

 

 

(4）役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支払に備えるため、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

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．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換

金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリ

スクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限

の到来する短期投資からなっております。

７．　　　　　　　　──────

８．その他財務諸表作成のための重要な事項

(1）消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

８．その他財務諸表作成のための重要な事項

(1）消費税等の会計処理

同左

財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

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）

当事業年度より、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）を適用しておりますが、これによ

る損益に与える影響はありません。 
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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）

１　投資事業有限責任組合及びこれに類する組合への出資

（証券取引法第２条第２号により有価証券とみなされるも

の）は、前事業年度まで「出資金」として表示しておりま

したが、「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16

年法律第97号）が平成16年６月９日に公布（平成16年12月

１日より適用）されたこと及び「金融商品会計に関する実

務指針」（会計制度委員会報告第14号）が平成17年２月15

日に改正されたことに伴い、当事業年度から「投資有価証

券」として表示しております。

なお、当事業年度の「投資有価証券」に含まれる当該出資

の額は14,710千円であり、前事業年度の「出資金」に含ま

れている当該出資の額は、12,792千円であります。

２　前事業年度まで区分掲記しておりました「ゴルフ会員

権」は、総資産の100分の１以下となったため、投資その

他の資産の「その他」に含めて表示しております。

なお、当事業年度における当該金額は、7,600千円であり

ます。

（貸借対照表）

 ―

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―

 

 

 

 

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）

法人事業税の付加価値割及び資本割については、「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6,500千円増加し、営

業利益、経常利益及び税引前当期純利益が、6,500千円減

少しております。

―
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注記事項

（貸借対照表関係）

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　担保に供している資産

工場財団抵当に供している資産は次のとおりであり

ます。

※１　担保に供している資産

工場財団抵当に供している資産は次のとおりであり

ます。

建物 538,059千円

機械及び装置 98,350千円

土地 1,138,554千円

賃貸用不動産 194,136千円

計 1,969,101千円

建物 518,554千円

機械及び装置 79,046千円

土地 1,138,554千円

賃貸用不動産 192,146千円

計 1,928,302千円

工場財団抵当に対応する債務は次のとおりでありま

す。

工場財団抵当に対応する債務は次のとおりでありま

す。

短期借入金 1,424,900千円

1年内返済予定長期借入金 398,256千円 

長期借入金 594,316千円 

計 2,417,472千円

短期借入金 1,506,300千円

1年内返済予定長期借入金 392,679千円 

長期借入金 201,637千円 

計 2,100,616千円

 

―

 

 

※２　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行12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。これら契約に基づく当事業

年度末の借入金実行残高は次の通りであります。

 当座貸越極度額及び貸出コミッ

トメントの総額

4,000,000千円 

 借入実行残高 1,900,000千円 

 　　　　差引額 2,100,000千円 

 

※３　授権株式数及び発行済株式総数

授権株式数　　　　普通株式 9,600,000株

発行済株式総数　　普通株式 3,630,000株

※３　授権株式数及び発行済株式総数

授権株式数　　　　普通株式 9,600,000株

発行済株式総数　　普通株式 3,630,000株

※４　自己株式

当社が保有する自己株式の数は、普通株式

 4,840株であります。

※４　自己株式

当社が保有する自己株式の数は、普通株式

 4,900株であります。

※５　土地の再評価

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）に基づき、事業用の土地の再評

価を行ない、土地再評価差額金を資本の部に計上

しております。

※５　土地の再評価

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）に基づき、事業用の土地の再評

価を行ない、土地再評価差額金を資本の部に計上

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

４号に定める当該事業用土地について地価税法

（平成３年法律第69号）第16条に規定する地価税

の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定

するために、国税庁長官が定めて公表した方法に

より算出した価格に合理的な調整を行って算出し

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

４号に定める当該事業用土地について地価税法

（平成３年法律第69号）第16条に規定する地価税

の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定

するために、国税庁長官が定めて公表した方法に

より算出した価格に合理的な調整を行って算出し

ております。

再評価を行った年月日…平成14年３月31日 再評価を行った年月日…平成14年３月31日

再評価を行った土地の期末 …△218,030千円

における時価と再評価後の

帳簿価額との差額

再評価を行った土地の期末 …△295,465千円

における時価と再評価後の

帳簿価額との差額
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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）

　６　配当制限

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

4,636千円であります。

　６　配当制限

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

24,714千円であります。

※７　関係会社株式

関係会社株式は、貸借対照表日を払込期日とす

るコモサポート株式会社への新株式払込金であり

ます。 

―

 

（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　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 ※１　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

一般管理費 25,312 千円 一般管理費 47,414千円

※２　他勘定振替高は、見本進呈等に使用した金額であり、

主として販売促進費に含まれております。

※２　　　　　　　　　 同左

― ※３　関係会社に対するものは次のとおりであります。

受取家賃 1,200 千円

事務手数料 6,000 千円

― ※４　固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

車両運搬具 1 千円

※５　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※５　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 4,844 千円

車両運搬具 50 千円

器具及び備品 675 千円

建設仮勘定 68,500 千円

合計 74,069 千円

機械及び装置 139 千円

車両運搬具 50 千円

器具及び備品 245 千円

合計 435 千円

※６　貸倒引当金繰入額はゴルフ会員権等に対するもので

あります。

―
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①　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）

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
（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 517,192 208,888 308,303

器具及び備品 1,208,510 632,387 576,122

合計 1,725,702 841,276 884,426

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 517,192 266,354 250,838

器具及び備品 1,167,197 698,408 468,789

合計 1,684,390 964,762 719,627

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 294,164千円

１年超 741,853千円

合計 1,036,018千円

１年内 247,908千円

１年超 522,910千円

合計 770,819千円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 (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 308,063千円

減価償却費相当額 260,632千円

支払利息相当額 51,240千円

支払リース料 306,937千円

減価償却費相当額 259,733千円

支払利息相当額 43,790千円

(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
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②　有価証券

前事業年度（平成17年３月31日現在）

有価証券

１　その他有価証券で時価のあるもの

種類

前事業年度（平成17年３月31日）

取得原価
（千円）

貸借対照表計上
額

（千円）

差額
（千円）

貸借対照表計上額が取得原価を超える

もの

株式 9,800 16,262 6,462

小計 9,800 16,262 6,462

貸借対照表計上額が取得原価を超えな

いもの

株式 3,586 3,247 △339

小計 3,586 3,247 △339

合計 13,386 19,510 6,123

 

２　時価評価されていない主な有価証券の内容

前事業年度（平成17年３月31日）

貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式（店頭売買株式を除く） 110,000

投資事業有限責任組合及びこれに類す

る組合への出資
14,710

合計 124,710

当事業年度（平成18年３月31日現在）

　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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③　税効果会計

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

(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

貸倒引当金 11,201千円

賞与引当金 19,073千円

固定資産減価償却費 40,731千円

役員退職慰労引当金 18,297千円

その他 8,373千円

繰延税金資産計 97,678千円

繰延税金負債

未収事業税 △6,756千円

その他有価証券評価差額金 △3,306千円

前払年金費用 △3,298千円

繰延税金負債計 △13,362千円

繰延税金資産の純額 84,316千円

再評価に係る繰延税金資産

土地再評価差額 784,658千円

再評価に係る繰延税金資産計 784,658千円

繰延税金資産

未払事業税 3,763千円

賞与引当金 13,671千円

固定資産減価償却費 43,952千円

役員退職慰労引当金 18,920千円

その他 8,934千円

繰延税金資産小計 89,243千円

評価性引当額 △65,812千円

繰延税金資産合計 23,430千円

繰延税金負債

未収事業税 △110千円

その他有価証券評価差額金 △16,892千円

繰延税金負債計 △17,003千円

繰延税金資産の純額 6,427千円

   

(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要な項目別の内訳

(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要な項目別の内訳

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
5.1％

住民税均等割額 0.9％

試験研究費等の税額控除 △1.4％

その他 △1.8％

税効果会計適用後の法人税等の

負担率
43.4％

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
11.1％

住民税均等割額 1.7％

試験研究費等の税額控除 △5.4％

回収懸念分 68.3％

その他 2.1％

税効果会計適用後の法人税等の

負担率
118.4％
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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    389円66銭

１株当たり当期純利益 29円97銭

１株当たり純資産額 160円84銭

１株当たり当期純損失 4円88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、潜在株式が存在し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金額の算定上の基礎は、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）

当期純利益または純損失（△）（千円） 113,634 △17,700

普通株主に帰属しない金額（千円） 5,000 －

（うち利益処分による役員賞与金） (5,000)  （－）

普通株式に係る当期純利益または純損失

（△）（千円）
108,634 △17,700

期中平均株式数（千株） 3,625 3,625

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

７．役員の異動

平成18年３月13日および４月11日に「組織変更及び人事異動に関するお知らせ」を開示済みであります。

８．その他

該当事項はありません。
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