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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２６日 

上 場 会 社 名 株式会社ＭＩＥテクノ 上場取引所     名 

コ ー ド 番 号 ５３９７ 本社所在都道府県 三重県 

（ＵＲＬ http://www.mie-techno.com/） 

代 表 者   役職名 取締役社長  氏名  水口尚之 

問合せ先責任者   役職名 常務執行役員 氏名  高木幹夫 ＴＥＬ (０５９４) ３１－３１３１ 

決算取締役会開催日 平成１８年 ５月２５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  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                                 （単位：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   ％ 

５，４５１    ７．３ 

５，０７８   １１．７ 

百万円     ％ 

２１０   △４０．１ 

３５０   １４５．７ 

百万円     ％ 

１２６   △５３．７ 

２７３   ２７６．１ 

 

 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   ％ 

１１５  △５５．７ 

２６０  ２６３．０ 

円  銭 

１０．３７ 

２３ ４４ 

円  銭 

―― ―― 

―― ―― 

％ 

９．２ 

２３．０ 

％ 

２．３ 

５．１ 

％ 

２．３ 

５．４ 

(注)①期中平均株式数     １８年３月期１１，１１１，２３３株  １７年３月期１１，１１５，１３５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 

 

１８年３月期 

１７年３月期 

円  銭 

０ ００ 

０ ００ 

円  銭 

０ ００ 

０ ００ 

円  銭 

０ ００ 

０ ００   

百万円 

―― 

―― 

％ 

―― 

―― 

％ 

―― 

―― 

(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 

 

１８年３月期 

１７年３月期 

百万円 

５，４３２ 

５，５７３ 

百万円 

１，３１６ 

１，２００ 

％ 

２４．２ 

２１．６ 

円   銭 

１１８  ４８ 

１０８  ０６ 

(注)①期末発行済株式数   １８年３月期１１，１１０，０４１株   １７年３月期１１，１１２，７９８株 

②期末自己株式数    １８年３月期     １９,９５９株   １７年３月期    １７，２０２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 

２，７５０ 

５，７００ 

百万円 

８０ 

１９０ 

百万円 

５０ 

１５０ 

円 銭 

――― 

――― 

円 銭 

――― 

――― 

円 銭 

――― 

――― 

（参考）１株当たり予想当期純利益(通期)   １３円 ５０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

は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は、添付資料

の５ページを参照してください。 
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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) 

科目 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

(資産の部)        

Ⅰ 流動資産        

現金及び預金 ※２  422,944   295,609  

受取手形 ※2,7  664,626   568,522  

売掛金 ※７  641,202   775,809  

商品 ※２  559,483   653,688  

製品   203,696   168,944  

原材料   88,043   85,668  

仕掛品   101,013   81,726  

貯蔵品   6,648   6,528  

短期貸付金 ※７  124,500   80,000  

前渡金   19,957   9,443  

前払費用   18,882   14,157  

その他   26,834   31,243  

貸倒引当金   △6,742   △6,742  

流動資産合計   2,871,091 51.5  2,764,600 50.9 

Ⅱ 固定資産        

(1) 有形固定資産 ※1,2       

建物   193,866   183,850  

構築物   24,275   22,255  

機械及び装置   102,737   95,268  

車両及びその他の 
陸上運搬具 

  1,796   2,210  

工具器具及び備品   35,520   40,734  

土地 ※３  2,072,959   2,072,959  

有形固定資産合計   2,431,155 43.6  2,417,278 44.5 

(2) 無形固定資産        

営業権   8,000   4,000  

商標権   287   441  

電話加入権   3,004   3,004  

諸施設利用権    865   853  

ソフトウェア   3,061   6,985  

無形固定資産合計   15,218 0.3  15,284 0.3 
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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) 

科目 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

(3) 投資その他の資産        

投資有価証券 ※２  54,436   32,653  

関係会社株式   165,337   165,337  

出資金   20   20  

長期差入保証金   7,167   7,948  

退職給与引当資産   16,487   16,883  

会員権   24,000   24,000  

長期前払費用   744   744  

破産更生債権   7,413   6,505  

貸倒引当金   △19,413   △18,505  

投資その他の資産合計   256,192 4.6  235,587 4.3 

固定資産合計   2,702,566 48.5  2,668,150 49.1 

資産合計   5,573,657 100.0  5,432,750 100.0 

        

(負債の部)        

Ⅰ 流動負債        

支払手形 ※７  676,022   613,202  

買掛金 ※７  486,064   238,514  

短期借入金   1,484,393   1,607,938  

一年内償還社債   100,000   ―  

一年内返済長期借入金   147,892   163,400  

未払金   43,446   43,208  

未払法人税等   6,540   2,871  

未払費用   10,419   10,407  

預り金   2,920   4,149  

賞与引当金   30,000   31,000  

設備支払手形   5,479   2,712  

その他   509   1,123  

流動負債合計   2,993,687 53.7  2,718,527 50.1 

Ⅱ 固定負債        

長期借入金   459,250   483,675  

繰延税金負債   ―   281  

再評価に係る 
繰延税金負債 

※３  762,949   762,949  

退職給付引当金   156,884   150,916  

固定負債合計   1,379,083 24.7  1,397,822 25.7 

負債合計   4,372,770 78.4  4,116,350 75.8 
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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) 

科目 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

(資本の部)        

Ⅰ 資本金 ※４  556,500 10.0  556,500 10.2 

Ⅱ 資本剰余金        

１ 資本準備金   5,082   5,082  

資本剰余金合計   5,082 0.1  5,082 0.1 

Ⅲ 利益剰余金        

１ 利益準備金   139,125   139,125  

２ 任意積立金        

別途積立金  100,000 100,000  ― ―  

３ 当期未処理損失   463,008   247,717  

利益剰余金合計   △223,883 △4.0  △108,592 △2.0 

Ⅳ 土地再評価差額金 
※3 
10 

 864,688 15.5  864,688 15.9 

Ⅴ その他有価証券評価差額金 ※10  △348 △0.0  425 0.0 

Ⅵ 自己株式 ※５  △1,152 △0.0  △1,703 △0.0 

資本合計   1,200,886 21.6  1,316,400 24.2 

負債・資本合計   5,573,657 100.0  5,432,750 100.0 
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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) 

科目 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高 ※４       

製品売上高  1,349,204   1,673,140   

商品売上高  3,728,841 5,078,045 100.0 3,778,051 5,451,191 100.0 

Ⅱ 売上原価        

製品期首棚卸高  216,632   203,696   

商品期首棚卸高  502,381   559,483   

当期商品仕入高  2,912,192   3,076,296   

当期製品製造原価  1,167,335   1,462,709   

合計  4,798,541   5,302,186   

製品期末棚卸高  203,696   168,944   

商品期末棚卸高  559,483 4,035,360 79.5 653,688 4,479,553 82.2 

売上総利益   1,042,684 20.5  971,638 17.8 

Ⅲ 販売費及び一般管理費        

梱包費  124,192   133,010   

運賃  103,139   111,515   

役員報酬  49,643   67,617   

従業員給与手当及び賞与  203,803   228,688   

賞与引当金繰入額  11,700   13,857   

退職給付費用  3,565   1,930   

福利厚生費  25,110   28,179   

旅費及び通信費  28,595   37,159   

減価償却費  16,291   15,928   

地代家賃及びリース料  29,210   32,191   

貸倒引当金繰入額  10,707   ―   

その他  86,289 692,249 13.6 91,548 761,626 14.0 

営業利益   350,435 6.9  210,011 3.8 

Ⅳ 営業外収益        

受取利息 ※４ 6,085   4,113   

受取配当金 ※４ 2,414   30,108   

設備賃貸料  6,072   5,477   

為替差益  18,497   ―   

未請求債務整理益  ―   8,731   

その他  3,358 36,429 0.7 1,576 50,007 0.9 
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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) 

科目 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

Ⅴ 営業外費用        

支払利息  79,999   76,723   

社債利息  4,687   726   

手形売却損  24,533   16,172   

為替差損  ―   35,328   

その他  3,782 113,003 2.2 4,303 133,253 2.4 

経常利益   273,860 5.4  126,765 2.3 

Ⅵ 特別利益        

貸倒引当金戻入益  ―   908   

会員権売却益  688   ―   

固定資産売却益 ※１ ―   30   

投資有価証券売却益  17,358   ―   

償却債権取立益  ― 18,046 0.4 857 1,795 0.0 

Ⅶ 特別損失        

固定資産除却損 ※２ 7,052   8,887   

固定資産売却損 ※３ ―   12   

投資有価証券売却損  149   3,130   

退職給付変更時差異 
償却額 

 22,926 30,127 0.6 ― 12,031 0.2 

税引前当期純利益   261,779 5.2  116,530 2.1 

法人税・住民税 
及び事業税 

 1,240 1,240 0.1 1,240 1,240 0.0 

当期純利益   260,539 5.1  115,290 2.1 

前期繰越損失   723,547   363,008  

当期未処理損失   463,008   247,717  
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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) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

Ⅰ 材料費  630,458 51.9 729,144 49.8 

Ⅱ 労務費  296,788 24.4 305,658 20.9 

Ⅲ 経費  287,905 23.7 429,852 29.3 

(減価償却費)  ( 37,357)  ( 32,620)  

(外注加工費)  (157,736)  (306,547)  

当期総製造費用  1,215,153 100.0 1,464,655 100.0 

仕掛品期首棚卸高  74,749  101,013  

計  1,289,903  1,565,669  

仕掛品期末棚卸高  101,013  81,726  

他勘定振替高 ※２ 21,554  21,232  

当期製品製造原価  1,167,335  1,462,709  

      

(注)  １ 原価計算の方法 

 部門別工程別総合原価計算制度を採用しております。 

※２ 他勘定振替高 

 機械及び装置、工具器具及び備品(主に金型)の固定資産勘定への振替が主なものであります。 
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（３）損失処理案 

 

 
前事業年度 

(平成17年６月29日) 
当事業年度 

(平成18年６月29日) 

科    目 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 当期未処理損失  463,008  247,717 

Ⅱ 損失処理額     

任意積立金取崩額     

別途積立金取崩額 100,000 100,000 ――  ―― 

Ⅲ 次期繰越損失  363,008  247,717 
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重要な会計方針 
 

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 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 

移動平均法に基づく原価法 同左 

 (2) その他有価証券 

  ・時価のあるもの 

 

 

 

  ・時価のないもの 

 

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) 

移動平均法に基づく原価法 

 

同左 

 

 

 

同左 

２ 棚卸資産の評価基準及び

評価方法 

  

 (1) 製品・商品及び仕掛品 総平均法に基づく原価法 同左 

 (2) 原材料及び貯蔵品 移動平均法に基づく原価法 同左 

３ 固定資産の減価償却方法   

 (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(建物附属設備は除く)につい

ては定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

  建物       ２～47年 

  機械及び装置   ７～15年 

定率法 

同左 

 (2) 無形固定資産 定額法 

なお、ソフトウェア(自社利用分)につ

いては、社内における利用可能期間

(５年)に基づく定額法を採用しており

ます。 

同左 

４ 引当金の計上基準   

 (1) 貸倒引当金 売掛金等の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。 

同左 

 (2) 賞与引当金 従業員に対する賞与の支給に備えるた

め、賞与支給見込額のうち期間対応額

を計上しております。 

同左 

 (3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当期

末における退職給付債務及び年金資産

の残高に基づき計上しております。 

なお、会計基準変更時差異114,632千

円については５年による按分額を費用

処理しております。 

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

の残高に基づき計上しております。 
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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) 

５ 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 

６ 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は、税抜方式によ

っております。 

同左 

 

 
 

 

重要な会計方針の変更 

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））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。 

 

 

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5,300千円増加し、営業利益、経常利益及び税引

前当期純利益が、5,300千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 有形固定資産の減価償却累計額     1,793,193千円 有形固定資産の減価償却累計額     1,826,224千円 

※２ 担保に供している資産 
 土地建物他           2,589,769千円 
 担保資産に係る債務       3,383,062 

担保に供している資産 
 土地建物他           2,251,143千円 
 担保資産に係る債務       2,819,502 

※３ 事業用土地の再評価 
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。 

再評価を行った年月日   平成13年３月31日 

同法律第３条第３項に定める再評価の方法 

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定し
た価額に合理的な調整を行って算出しております。 

同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の

当期末における時価の合計金額と、当該事業用土地

の再評価後の帳簿価額の合計金額との差額 

△215,822千円 

事業用土地の再評価 
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。 

再評価を行った年月日   平成13年３月31日 

同法律第３条第３項に定める再評価の方法 

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定し
た価額に合理的な調整を行って算出しております。 

同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の

当期末における時価の合計金額と、当該事業用土地

の再評価後の帳簿価額の合計金額との差額 

△298,981千円 

※４ 授権株式数      普通株式    30,000,000株 

発行済株式総数    普通株式  11,130,000 

授権株式数      普通株式    30,000,000株 

発行済株式総数    普通株式  11,130,000 

※５ 自己株式の保有数 

普通株式                17,202株 

自己株式の保有数 

普通株式                19,959株 

 ６ 資本の欠損 

資本の欠損は、364,160千円であります。 

資本の欠損 

資本の欠損は、249,421千円であります。 

※７ 関係会社に対する資産及び負債 

 区分掲記されたもの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。 

 受取手形 390,093千円 

 売掛金 114,112 

 短期貸付金 112,000 

 支払手形 173,875 

 買掛金 55,810 
 

関係会社に対する資産及び負債 

 区分掲記されたもの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。 

 受取手形 122,726千円 

 売掛金 105,312 

 短期貸付金 80,000 

 支払手形 180,180 

 買掛金 54,102 
 

  ８ 保証債務 

 下記の銀行借入に対し保証を行っております。 

 ㈱MIEフィッティング 205,000千円 

 ㈱中部マテリアルズ 37,980 

 ㈱ＭＩＥフォワード 9,383 
 

保証債務 

 下記の銀行借入に対し保証を行っております。 

 ㈱MIEフィッティング 230,004千円 

 ㈱ＭＩＥフォワード 20,000 
 

  ９ 受取手形割引高               1,122,136千円 

受取手形裏書高           12,717 

売掛金譲渡担保高           5,478 

受取手形割引高               1,121,779千円 

受取手形裏書高            4,630 

※10 (配当制限) 

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。 

(配当制限) 

有価証券の時価評価により、純資産額が425千円増加

しております。なお、当該金額は商法施行規則第124

条第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。 

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 

――――― 

固定資産売却益の主なものは次のとおりでありま

す。 

機械及び装置 30千円 
 

※２ 固定資産除却損の主なものは次のとおりでありま

す。 

建物 2,559千円 

 構築物 990 

 機械及び装置 2,428 

 工具器具及び備品 1,073 
 

固定資産除却損の主なものは次のとおりでありま

す。 

建物 36千円 

 構築物 186 

 機械及び装置 8,345 

車両及びその他の陸上運搬具 271 

 工具器具及び備品 46 
 

※３ 

――――― 

固定資産売却損の主なものは次のとおりでありま

す。 

工具器具及び備品 12千円 
 

※４ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、次

のとおりであります。 

 売上高 1,077,883千円 

 受取利息 5,098 
 

各科目に含まれている関係会社に対するものは、次

のとおりであります。 

 売上高 860,067千円 

 受取利息 3,919 

 受取配当金 29,652 
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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 

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 
(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 

 
122,239  49,265  72,973 

工具器具 
及び備品 

 
36,949  16,981  19,967 

合計 
 

159,188  66,247  92,941 

 

  
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 

 
164,012  67,496  96,516 

工具器具 
及び備品 

 
36,949  23,583  13,366 

合計 
 

200,961  91,079  109,882 

 
(注) 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 

２ 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 24,172千円

１年超 68,768 

合計 92,941 
 

２ 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 29,457千円

１年超 80,425 

合計 109,882 
 

(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 

① 支払リース料 23,309千円

② 減価償却費相当額 23,309 
 

３ 支払リース料及び減価償却費相当額 

① 支払リース料 24,832千円

② 減価償却費相当額 24,832 
 

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 
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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主な発生原因 

  (繰延税金資産) 

棚卸資産評価損 51,020千円 

投資有価証券評価損 25,104 

会員権評価損 9,154 

貸倒引当金繰入限度超過額 6,778 

賞与引当金繰入限度超過額 11,940 

退職給付引当金 62,249 

繰越欠損金 386,460 

その他 2,130 

繰延税金資産合計 554,837 

 

  （繰延税金負債） 

固定資産圧縮積立金 △3,158千円 

繰延税金負債合計 △3,158  

評価性引当額 △551,678  

繰延税金資産(負債)の純額 ―  
  

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因 

  (繰延税金資産) 

棚卸資産評価損 36,908千円 

投資有価証券評価損 25,104 

会員権評価損 9,154 

貸倒引当金繰入限度超過額 7,456 

賞与引当金繰入限度超過額 12,338 

退職給付引当金 60,064 

繰越欠損金 304,098 

その他 1,460 

繰延税金資産合計 456,584 

 

  （繰延税金負債） 

固定資産圧縮積立金 △2,805千円 

その他 △281  

繰延税金負債合計 △3,087  

評価性引当額 △453,778  

繰延税金資産(負債)の純額 △281  
  

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 39.8 ％ 

（調整）   

交際費等永久に損金に算入され 
ない項目 

0.9  

住民税均等割 0.5  

評価性引当額 △40.7  

税効果会計適用後の法人税等の 
負担率 

0.5  

  

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 39.8 ％ 

（調整）   

交際費等永久に損金に算入され 
ない項目 

2.3  

受取配当等の益金不算入額 △10.1  

住民税均等割 1.0  

評価性引当額 △31.9  

税効果会計適用後の法人税等の 
負担率 

1.1  
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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 108円06銭 

１株当たり当期純利益 23円44銭 
 

１株当たり純資産額 118円48銭 

１株当たり当期純利益 10円37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は、次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 千円 260,539 115,290 

普通株主に帰属しない金額 千円 ― ― 

普通株式に係る当期純利益 千円 260,539 115,290 

普通株式の期中平均株式数 千株 11,115 11,111 

 

 

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 
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７．役員および執行役員の異動 

  平成１８年５月２５日開催の取締役会において、下記のとおり役員および執行役員の異動を行うこと

を内定いたしました。 

なお、本件は、平成１８年６月２９日開催の定時株主総会および終了後の取締役会において正式に決

定される予定であります。 

 

（１）新任取締役候補 

           （ 氏 名 ）        （ 現 役 職 ） 

常務取締役      高木
た か ぎ

 幹夫
み き お

       常務執行役員経営企画室長兼 

                            内部監査統括室長 

取  締  役        楠原
くすはら

 淳一
じゅんいち

       執行役員営業部部長(海外営業担当) 

 

   （２）退任予定取締役 

           （ 氏 名 ）        （ 備   考 ） 

取 締 役      山本
やまもと

 英俊
ひでとし

       当社執行役員に就任予定 

取締役(非常勤)    森本
もりもと

 陽太郎
よ う た ろ う

      (株)ＭＩＥフィッティング取締役社長 

(本年３月１５日から就任中） 

取締役(非常勤)    山名
や ま な

 邦幸
くにゆき

       (株)中部マテリアルズ取締役社長 

                          (本年３月１５日から就任中） 

 

   （３）新任執行役員 

           （ 氏 名 ）        （ 現 役 職 ） 

執 行 役 員      山本
やまもと

 英俊
ひでとし

           取   締   役 

執 行 役 員      吉田
よ し だ

 幸豊
ゆきとよ

           品 質 保 証 部 長 

執 行 役 員      山本
やまもと

 孝一
こういち

           営業部部長(東京駐在) 

 

 

                                            以 上 




