
(財)財務会計基準機構会員  
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 エコナック株式会社 上場取引所 東証第１部、大証第１部

コード番号 3521 本社所在都道府県 東京都

(URL　http://www.econach.co.jp/)

代　　表　　者　役職名 代表取締役社長 氏名　川崎　善久

問合せ先責任者　役職名 取締役経理部長 氏名　國松　保弘 ＴＥＬ　　（０７５）２５５－１２０１

決算取締役会開催日 平成18年５月26日 中間配当制度の有無 無

配当支払開始予定日 平成－年－月－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 （百万円未満切り捨て）

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 551 △11.2 △143 － △138 －

17年３月期 621 11.5 △93 － 20 －

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 △136 － △2.47 － △13.8 △11.6 △25.2

17年３月期 18 － 0.34 0.33 2.0 1.7 3.4

（注）①期中平均株式数 18年３月期 55,455,557株 17年３月期 54,233,837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 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 0.00 ― ― 0 ― ―

17年３月期 0.00 ― ― 0 ― ―

(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 1,137 921 81.1 16.62

17年３月期 1,262 1,058 83.8 19.09

（注）①期末発行済株式数 18年３月期 55,455,177株 17年３月期 55,455,807株

②期末自己株式数 18年３月期      22,289株 17年３月期 21,659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）  

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 249 △78 △84 － －  －

通　期 540 △147 △160 － －  －

（参考）１株当たり予想当期純損失（通期）　　　 2円89銭

※　上記の業績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、実際の業績は今後の様々
な要因により予想数値と異なる場合があります。
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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 741,178 576,851 △164,326

２．受取手形 68,553 59,699 △8,853

３．売掛金 95,819 127,162 31,342

４．製品 15,596 21,438 5,842

５．関係会社短期貸付金 － 12,000 12,000

６．前払費用 2,725 2,513 △212

７．未収入金 4,450 286 △4,163

８．未収還付法人税等 23,040 － △23,040

９．未収消費税等 ― 753 753

10．その他 168 432 264

11．貸倒引当金 △7,948 △14,838 △6,625

流動資産合計 943,583 74.7 786,300 69.2 △157,282

Ⅱ　固定資産  

(1）有形固定資産  

１．建物 191,122 189,073  

減価償却累計額 ※４ 166,760 24,362 166,584 22,488 △1,873

２．構築物 23,763 23,763  

減価償却累計額 ※４ 22,287 1,476 22,323 1,439 △36

３．機械及び装置 128,011 128,011  

減価償却累計額 116,895 11,115 118,414 9,596 △1,519

４．車輌運搬具 5,327 3,412  

減価償却累計額 5,007 319 3,233 179 △140

５．工具器具及び備品 29,933 30,252  

減価償却累計額 25,636 4,297 26,671 3,581 △716

６．土地 ※2.5 220,828 220,828 －

有形固定資産合計 262,399 20.8 258,114 22.7 △4,285

(2）無形固定資産  

１．電話加入権 1,920 1,920 －

２．ソフトウエア 569 673 103

無形固定資産合計 2,489 0.2 2,593 0.2 103

(3）投資その他の資産  

１．投資有価証券 873 873 －

２．関係会社株式 43,219 43,219 －

３．関係会社長期貸付金 ― 36,000 36,000

４．破産債権、再生債権、
更生債権その他これ
らに準ずる債権

※１ 59,369 59,369 －

５．差入保証金 10,064 10,064 －

６．その他 － 5 5

７．貸倒引当金 △59,369 △59,430 △61

投資その他の資産合計 54,157 4.3 90,101 7.9 35,944

固定資産合計 319,046 25.3 350,809 30.8 31,763

資産合計 1,262,630 100.0 1,137,110 100.0 △125,519
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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）

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１．買掛金 ※１ 46,398 75,862 29,464

２．未払金 2,959 2,276 △683

３．未払法人税等 8,962 4,099 △4,863

４．未払消費税等 3,081 － △3,081

５．未払費用 7,625 7,856 230

６．前受金  － 2,042 2,042

７．前受収益 ※１ 4,410 4,410 －

８．賞与引当金 3,999 5,022 1,023

９．保証債務 128 54 △74

10．その他 1,160 1,219 58

流動負債合計 78,726 6.3 102,842 9.0 24,116

 

Ⅱ　固定負債  

１．退職給付引当金 50,616 37,832 △12,783

２．再評価に係る繰延税金
負債

※２ 74,750 74,750 －

固定負債合計 125,366 9.9 112,583 9.9 △12,783

負債合計 204,092 16.2 215,425 18.9 11,333

 

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 ※６ 2,070,225 164.0 2,070,225 182.1 －

Ⅱ　資本剰余金  

１．資本準備金 884,616 －  

資本剰余金合計 884,616 70.1 －  △884,616

Ⅲ　利益剰余金  

１．利益準備金 138,357 －  

２．当期未処理損失 2,143,126 1,256,887  

利益剰余金合計 △2,004,769
△158

.8
△1,256,887

△110
.5

747,881

Ⅳ　土地再評価差額金 ※２ 109,818 8.7 109,818 9.7 －

Ⅴ　自己株式 ※７ △1,354 △0.2 △1,471 △0.1 △117

資本合計 1,058,537 83.8 921,684 81.1 △136,852

負債・資本合計 1,262,630 100.0 1,137,110 100.0 △125,519
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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  

１．製品売上高 621,282 100.0 551,795 100.0 △69,487

Ⅱ　売上原価  

１．製品期首棚卸高 14,176 15,596  

２．当期製品仕入高 ※１ 485,665 450,250  

合計 499,842 465,846  

３．製品他勘定振替高 ※２ 7,475 5,445  

４．製品期末棚卸高 15,596 476,770 76.7 21,438 438,962 79.6 △37,807

売上総利益 144,512 23.3 112,832 20.4 △31,680

Ⅲ　販売費及び一般管理費  

１．給料手当 － 60,126  

２．役員報酬 － 50,400  

３．退職給付引当金繰入額 － 4,059  

４．賞与引当金繰入額 － 5,022  

５．賃借料 － 17,777  

６．諸会費・手数料 ※１ － 48,032  

７．厚生費 － 16,141  

８．減価償却費 － 1,704  

９．貸倒引当金繰入額 － 9,860  

10．その他 － 237,962 38.3 43,088 256,213 46.4 18,250

営業損失 93,450 △15.0 143,380 △26.0 49,930
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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）

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）

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息 ※１ 506 496  

２．受取配当金 ※１ 115,305 110  

３．仕入割引 1,489 1,565  

４．固定資産賃貸料 ※１ 11,659 12,120  

５．受取手数料 ※１ 2,368 2,640  

６．保証債務取崩益 ― 74  

７．雑収入 946 132,274 21.3 1,481 18,487 3.4 △113,787

Ⅴ　営業外費用  

１．貸与資産関連費 ※３ 13,719 13,787  

２．新株発行費 2,381 －  

３．製品評価損 1,690 －  

４．雑損失 87 17,878 2.9 164 13,951 2.5 △3,927

経常利益又は経常損失
（△）

20,945 3.4 △138,844 △25.2 △159,790

Ⅵ　特別利益  

１．貸倒引当金戻入益 6,098  2,970  

２．関係会社出資金売却益 ※４ － 6,098 1.0 2,189 5,159 0.9 △939

Ⅶ　特別損失  

１．関係会社株式評価損  3,544 －  

２．固定資産除却損 ※５ 2,135 199  

３．機械装置売却損 ※６ 345 6,025 1.0 － 199 0.0 △5,825

税引前当期純利益又は
税引前当期純損失
（△）

21,019 3.4 △133,885 △24.3 △154,904

法人税、住民税及び事
業税

2,850 0.5 2,850 0.5 －

当期純利益又は当期純
損失（△）

18,169 2.9 △136,735 △24.8 △154,904

前期繰越損失 2,161,296 1,120,152 △1,041,143

当期未処理損失 2,143,126 1,256,887 △886,239
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(3）損失処理案

前事業年度
株主総会承認年月日
平成17年６月29日

当事業年度
株主総会承認年月日
平成18年６月29日

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　当期未処理損失 2,143,126 1,256,887 △886,239

Ⅱ　損失処理額  

１．利益準備金取崩額 138,357 －  

２．資本準備金取崩額 884,616 1,022,974 － － △1,022,974

Ⅲ　次期繰越損失   1,120,152  1,256,887 136,735

 

 

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前事業年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

　当社は、当事業年度において、経常利益並びに当期純利益について黒字化を実現いたしました。また、財務面

においても、転換社債の株式転換に伴い大幅な財務体質の強化を図ることができました。

　しかしながら、営業利益ベースでは前事業年度まで継続的に営業損失を計上し、当事業年度においても93,450

千円の営業損失を計上しており、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。

この主な要因は、長期的な消費低迷の中で、服飾素材としての刺繍レースが顧客ニーズのアイテムから外れ、

ファッションの流れに乗るような魅力ある商品造りが儘ならず、レース事業の売上が伸び悩んでいるためであり

ます。

　このような状況下ではありますがレース事業においては、売上高が低調に推移したことにより収支均衡の実現

には至らなかったものの、原価低減等を実施したことにより、前事業年度に比し赤字幅の縮小を実現いたしまし

た。今後も更なる粗利益率向上、原価低減等により収支均衡の実現に全力を傾注いたします。

化粧品事業においては、新規人材採用、設備投資の実行等による拡大策の推進により、前事業年度に引き続き

大幅な増収となりました。今後は、新規人材の採用による開発営業及び研究開発部門の強化により、一層の利益

増大を図ってまいります。

　また、当社の企業再構築には、レース事業、化粧品事業に加えて新たな事業あるいは収益力のある企業の買収

等が必要であるとの考えにより、前事業年度より対象となる案件を精査してまいりましたが、投資額に見合う収

益が得られない等の理由により企業買収の実現には至っておりません。しかしながら、今後も引き続き新たな収

益源の確保に向けて、慎重かつ積極的に取り組んでまいります。

　財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を財務諸表には反映しており

ません。

当事業年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

当社は、前事業年度まで継続的に営業損失を計上し、当事業年度においても143,380千円の営業損失を計上し、

営業キャッシュ・フローも継続的に長期にわたりマイナスとなっており、継続企業の前提に関する重要な疑義が

存在しております。　

この主な要因は、服飾素材としての刺繍レースが夏季におけるファッションアイテムの定番から外れて久しい

環境にあり、加えて長期的な繊維不況による国内レース産業の衰退と規模縮小が、レース事業の売上を伸び悩ま

せる結果となっております。しかしながら、当事業年度の終わり近くになって、稀に見るレースのグローバル的

流行による需要の波が国内にも押し寄せましたが、衰退した国内レース業界ではこのすべてを吸収しきれない状

態が一時発生いたしました。　

このような状況により、当社のレース事業においては、前事業年度と同様に赤字幅の縮小を実現いたしました。

今後も継続して利益向上、原価低減等により収支均衡の実現に注力いたします。　

化粧品事業においては、当社の基幹事業として揺るぎない地位を確立するため経営資源を集中させ、既存取引

先へのシェア拡大努力と合わせて商品開発力、営業力の強化により顧客の新規開拓に努め、一層の利益拡大を図っ

てまいります。　

一方、当社の企業再構築には、レース事業、化粧品事業に加えて新たな事業の導入が必要であるとの考えによ

り、今後は、既存事業以外の分野において、安定した企業収益を確保すべく新規事業の早期実現を目指してまい

ります。

財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を財務諸表には反映しており

ません。

－ 6 －



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　　　　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

子会社株式　　　　 同左

その他有価証券

時価のないもの　移動平均法による原価法

その他有価証券

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

製品　　　　　　　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

製品　　　　　　　 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

なお、主な耐用年数は次のとおり。

建物及び構築物 10年から40年

機械装置及び運搬具 ３年から14年

工具器具及び備品 ４年から20年

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

定額法

自社利用のソフトウエアについては、社内における

利用可能期間（５年）に基づいて償却しております。

(2）無形固定資産

同左

４．繰延資産の処理方法

新株発行費

支出時に全額費用処理

４．繰延資産の処理方法

──────

５．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については

貸倒実績繰入率により、貸倒懸念債権及び破産債権、

再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権につ

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。

５．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基

づき計上しております。

(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、退職給付債務及び

年金資産に基づき、当期末において発生していると

認められる額を計上しております。なお、会計基準

変更時差異（40,431千円）については、５年による

按分額を費用処理しております。

(3）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職給付債務及び

年金資産に基づき、当期末において発生していると

認められる額を計上しております。

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．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

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式に

よっております。

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

同左
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会計処理方法の変更

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）

──────  （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。

  当社の資産のグルーピングは、レース事業、化粧品事業、

その他事業及び管理部門の継続的に収支を把握できる単位

とし、判定しております。

  なお、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）

　従来、「販売費及び一般管理費」として一括掲記し、そ

の主要な費目及び金額を注記しておりましたが、より明瞭

な表示を行うため、当事業年度より損益計算書に主要な費

目を区分掲記することとしました。なお、前事業年度につ

いて当事業年度と同様の表示によった場合は、次のとおり

であります。

 

主要な費目 千円

 １.給料手当 55,272

 ２.役員報酬 49,380

 ３.退職給付引当金繰入額 8,250

 ４.賞与引当金繰入額 3,999

 ５.賃借料 18,233

 ６.諸会費・手数料 39,026

 ７.厚生費 18,478

 ８.減価償却費 2,171

 ９.貸倒引当金繰入額 6,675

 10.その他 36,477

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）

（法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の

表示方法）

　実務対応報告第12号「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」

（企業会計基準委員会　平成16年２月13日）が公表された

ことに伴い、当事業年度から同実務対応報告に基づき、法

人事業税の付加価値割及び資本割6,112千円を販売費及び

一般管理費として処理しております。

 　　　　　　　　 ──────
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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．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関

係会社に対するものは、次のとおりであります。

破産債権、再生債権、更生債

権その他これらに準ずる債権
57,404千円

買掛金 25,186千円

前受収益 4,410千円

※１．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関

係会社に対するものは、次のとおりであります。

破産債権、再生債権、更生債

権その他これらに準ずる債権
     57,404千円

買掛金      36,534千円

前受収益     4,410千円

※２．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11年３月31日公布法律第24

号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、再評

価差額から再評価に係る繰延税金負債を控除した金

額を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号に定める

固定資産税評価額に、合理的な調整を行って算定

する方法。

再評価を行った年月日　　　　平成11年３月31日

再評価を行った土地の期末における時価と再評価後

の帳簿価額との差額　　　　    　△65,062千円

※２．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11年３月31日公布法律第24

号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、再評

価差額から再評価に係る繰延税金負債を控除した金

額を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号に定める

固定資産税評価額に、合理的な調整を行って算定

する方法。

再評価を行った年月日　　　　平成11年３月31日

再評価を行った土地の期末における時価と再評価後

の帳簿価額との差額　　          △71,465千円

　３．受取手形裏書譲渡高 22,238千円 　３．受取手形裏書譲渡高       31,938千円

※４．　　　　　　 ────── ※４．建物のうち遊休資産が1,665千円、構築物のうち遊

休資産が132千円含まれております。

※５．　　　　　　 ────── ※５．土地のうち、遊休資産が57,562千円含まれておりま

す。

※６．会社の発行する株式の総数

普通株式 100,000,000株

発行済株式総数 普通株式 55,477,466株

※６．発行可能株式総数

普通株式    100,000,000株

発行済株式総数 普通株式 55,477,466株

※７．自己株式の保有数 普通株式 21,659株 ※７．自己株式の保有数 普通株式 22,289株

　８．再評価差額金には、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11年３

月31日公布法律第24号）に基づく事業用の土地の再

評価に伴う純資産の増加額（109,818千円）が含ま

れております。

この金額は商法第290条第１項第６号の規定により、

配当に充当することが制限されているものでありま

す。

　８．再評価差額金には、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11年３

月31日公布法律第24号）に基づく事業用の土地の再

評価に伴う純資産の増加額（109,818千円）が含ま

れております。

この金額は商法第290条第１項第６号の規定により、

配当に充当することが制限されているものでありま

す。

９．資本の欠損の額 2,144,481千円 ９．資本の欠損の額       1,258,359千円
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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．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。

※１．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。

製品仕入高 305,930千円

受取配当金 115,200

固定資産賃貸料 11,610

受取手数料 2,368

受取利息 500

その他 1,330

製品仕入高        232,673千円

固定資産賃貸料 12,120

受取手数料 2,640

受取利息 496

その他 1,296

※２．製品他勘定振替高は

見本費へ 2,243千円

※２．製品他勘定振替高は

見本費へ      824千円

※３．貸与資産に対する主な関連費は、次のとおりであり

ます。

損害保険料・固定資産税 2,375千円

減価償却費 3,484

賃借料 7,860

計 13,719

※３．貸与資産に対する主な関連費は、次のとおりであり

ます。

損害保険料・固定資産税     2,355千円

減価償却費 2,976

賃借料 8,400

その他  55

計 13,787

※４．　　　　　　 ────── ※４．青島華日機繍有限公司に対する出資持分を売却した

ものであります。

※５．使用不能となった機械及び装置、工具器具及び備品

を除却したものであります。

※５．使用不能となった建物及び付属設備、車両及び運搬

具、工具器具及び備品を除却したものであります。

※６．㈱イナモトに賃貸していたシャーリング機を同社に

売却したものであります。

※６．　　　　　　 ──────
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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）

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

リース取引は重要性が乏しいため、注記を省略してお

ります。

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

同左

②　有価証券

　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。

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

（繰延税金資産） 千円

退職給付引当金 20,499

関係会社株式評価損 10,036

貸倒引当金 23,646

出資金評価損 14,175

その他 4,711

繰越欠損金 467,123

繰延税金資産小計 540,192

評価性引当額 △540,192

繰延税金資産合計 －

（繰延税金負債）

繰延税金負債合計 －

繰延税金負債の純額 －

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） 千円

退職給付引当金 15,322

関係会社株式評価損 10,036

貸倒引当金 5,790

その他 2,980

繰越欠損金 454,192

繰延税金資産小計 488,322

評価性引当額 △488,322

繰延税金資産合計 －

（繰延税金負債）

繰延税金負債合計 －

繰延税金負債の純額 －

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

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主な項目別の内訳

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な項目別の内訳

　　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

の差異については、税引前当期純損失が計上されてい

るため記載しておりません。

法定実効税率 40.5％

（調整）

交際費等永久に損金に算入され

ない項目
2.5％

受取配当金等永久に益金に算入

されない項目
△222.1％

住民税均等割等 13.6％

評価性引当額 179.1％

税効果会計適用後の法人税等の

負担率
13.6％
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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 19円09銭

１株当たり当期純利益金額 34銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 33銭

１株当たり純資産額   16円62銭

１株当たり当期純損失金額   ２円47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、１株当たり当期純損失であり、また、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金額又は１株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後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）

１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当

期純損失金額（△）

当期純利益又は当期純損失(△)（千円） 18,169 △136,735

普通株主に帰属しない金額 － －

普通株式に係る当期純利益又は普通株式に

係る当期純損失（△）（千円）
18,169 △136,735

期中平均株式数（株） 54,233,837 55,455,557

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

当期純利益調整額（千円） － －

　（うち支払利息（税額相当額控除後）） (－) (－)

普通株式増加数（株） 1,225,205 －

　（うち転換社債） (1,225,205) (－)

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

潜在株式の内容

－ －
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７．役員の異動

　当社は、平成18年６月29日開催の定時株主総会およびその後の取締役会ならびに監査役会の決議によ

り、次のとおり役員の異動を行う予定であります。

 

(1）代表取締役の異動（平成18年６月29日付）

① 異動の内容

代表取締役会長　川　崎　善　久　（現　当社代表取締役社長）

代表取締役社長　奥　村　英　夫　（現　当社顧問 および ㈱トーテム代表取締役）　　

 

② 異動の理由　

経営環境が激変する中で、新体制のもと新規事業をベースにした経営を推し進め、経営基盤の

確立と業績の伸展を期するものであります。

 

(2）その他の役員の異動（平成18年６月29日付）

① 取締役の昇格

常務取締役　　　國　松　保　弘　（現　当社取締役経理部長）

（管理本部長）

 

② 新任取締役候補者

取 締 役　　　　奥　村　英　夫　（現　当社顧問 および ㈱トーテム代表取締役）

取 締 役　　　　尾　田　峯　男　（元　東京いすゞ自動車 ㈱ 取締役常務執行役員）

取 締 役　　　　山　崎　　　諭　（現　㈱ 広共 総務部長）

取 締 役　　　　萩野谷　敏　裕　（現　㈱ アーキ・ボックス代表取締役）

 

③ 退任予定取締役

取 締 役　　　　中　根　和　夫

　 取締役中根和夫氏は、任期満了により平成18年６月29日開催の定時株主総会終結の時をもっ

て退任する予定であります。

 

④ 新任監査役候補

監 査 役（常勤）　西　山　政　夫　（現　ロイヤル観光 ㈲ 経理部長　）

 西山政夫氏は、社外監査役の候補者であります。

 

⑤ 常勤監査役の異動

監査役（常勤）木下寧夫氏は非常勤の監査役になる予定であります。
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(3）新任代表取締役の略歴

役職名　　　　代表取締役社長 

氏　名　　　　奥　村　英　夫　（おくむら ひでお） 

生年月日　　　昭和21年（1946年）11月４日　（59歳） 

出身地　　　　神奈川県 

学　歴　　　　昭和46年３月　広島工業大学工学部卒 

職　歴　　　　平成７年４月　㈱渡綜合計画取締役 

平成13年７月　㈲ネオ・コーポレーション（現㈲ＮＡＣ）代表取締役（現在）

平成15年10月　㈱明星コーポレーション（現㈱トーテム）代表取締役（現在）

平成17年７月　㈱プラン代表取締役（現在）

平成18年２月　当社顧問（現在）

以　上
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