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平成18年4月期  個別財務諸表の概要           

平成18年6月20日  

会 社 名   株式会社 東 研           上場取引所 ＪＱ 

コ ー ド 番 号   6738                 本社所在都道府県  東京都 

（ＵＲＬ  http://www.tohken.co.jp/） 

代 表 者   役  職  名  代表取締役社長 

         氏    名  小平 学 

問い合わせ先   責任者役職名  取締役総務部長 

         氏    名  大類 隆義      ＴＥＬ（03）5325－4321（代表） 

決算取締役会開催日  平成18年６月20日         中間配当制度の有無  有 

配当支払開始予定日  平成18年７月27日         定時株主総会開催日  平成18年７月26日 

単元株制度採用の有無 有（１単元 1,000株） 

 

 

１．18年4月期の業績（平成17年5月1日～平成18年4月30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4月期 

17年4月期 

百万円   ％

4,931 （  2.7）

4,803 （  0.1）

百万円   ％

142 （ 23.0）

115 （△11.5）

百万円   ％

126 （ 45.5）

87 （△17.9）

 

 
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

 

18年4月期 

17年4月期 

百万円   ％ 

68 （ 52.9） 

44 （△40.5） 

円 銭

9 71

7 38

円 銭

9 68

7 33

％

3.1

2.7

％ 

2.0 

1.4 

％

2.6

1.8

(注) 1．期中平均株式数   18年4月期  7,070,802 株    17年4月期  6,086,479 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4月期 

17年4月期 

円 銭 

13 00  

13 00  

円 銭

― 

― 

円 銭

13 00 

13 00 

百万円

101 

79 

％ 

133.9  

176.2  

％

3.6 

4.7 

 

(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4月期 

17年4月期 

百万円 

6,714  

6,236  

百万円

2,815 

1,672 

％ 

41.9  

26.8  

円  銭

361 54 

274 31 

(注) 1．期末発行済株式数   18年4月期  7,788,360 株   17年4月期  6,096,360 株 

2．期末自己株式数    18年4月期   137,640 株   17年4月期    3,640 株 

 

 

２．19年4月期の業績予想（平成18年5月1日～平成19年4月30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 

2,480  

5,550  

百万円

20 

260 

百万円

9 

144 

円 銭

― 

― 

円 銭 

―  

13 00  

円 銭

― 

13 00 

(参考) 1株当たり予想当期純利益（通期） 18 円 49 銭 

 

※上記の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ます。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結果となる可能性があります。 
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７ 【財務諸表等】 

(1)【貸借対照表】 

  
前事業年度 

(平成17年４月30日) 
当事業年度 

(平成18年４月30日) 

区分 
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   

１ 現金及び預金  646,189  846,314

２ 受取手形 ※６ 221,092  296,257

３ 売掛金  2,323,563  2,572,736

４ 商品  282,694  282,340

５ 製品  261,219  278,357

６ 原材料  171,720  195,957

７ 仕掛品  381,354  330,658

８ 貯蔵品  5,955  6,326

９ 前渡金  ―  3,367

10 前払費用  58,681  53,639

11 繰延税金資産  26,898  30,758

12 その他  17,143  1,485

  貸倒引当金  △775  △665

  流動資産合計  4,395,736 70.5  4,897,534 72.9

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産   

 (1) 建物 ※１ 1,090,308 1,090,308 

   減価償却累計額  513,998 576,309 546,985 543,322

 (2) 構築物  31,869 31,869 

   減価償却累計額  21,671 10,197 23,003 8,865

 (3) 機械装置  64,293 64,293 

   減価償却累計額  60,000 4,293 60,433 3,860

 (4) 車両運搬具  45,043 ― 

   減価償却累計額  19,261 25,781 ― ―

 (5) 工具器具備品  551,690 609,522 

   減価償却累計額  430,384 121,305 476,550 132,972

 (6) 土地 ※１ 610,880  606,047

  有形固定資産合計  1,348,767 21.6  1,295,067 19.3

２ 無形固定資産   

 (1) 借地権  11,259  11,259

 (2) ソフトウェア  12,192  21,791

 (3) 電話加入権  5,799  5,799

  無形固定資産合計  29,251 0.5  38,850 0.6

 ３ 投資その他の資産   

  (1) 投資有価証券  169,398  135,807

  (2) 関係会社株式  122,745  159,357

  (3) 出資金  60  60

  (4) 関係会社出資金  2,073  2,073

  (5) 従業員長期貸付金  2,825  605

  (6) 関係会社長期貸付金  ―  24,000

  (7) 長期前払費用  102  92

  (8) 繰延税金資産  47,615  41,561

  (9) 敷金保証金  78,204  78,394

  (10) 会員権  39,200  23,200

  (11) その他  16,978  18,470

    貸倒引当金  △16,225  △229

   投資その他の資産合計  462,979 7.4  483,394 7.2

   固定資産合計  1,840,998 29.5  1,817,312 27.1

   資産合計  6,236,735 100.0  6,714,846 100.0
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前事業年度 

(平成17年４月30日) 
当事業年度 

(平成18年４月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債   

１ 支払手形 ※６ 646,881  688,192

２ 買掛金  1,121,515  1,192,896

３ 一年以内償還予定社債  40,000  40,000

４ 短期借入金 ※１ 1,046,000  760,000

５ 一年以内返済予定 
  長期借入金 

※１ 521,524  361,554

６ 未払金  37,725  32,314

７ 未払法人税等  6,781  57,690

８ 未払消費税等  15,787  33,492

９ 未払費用  75,487  92,052

10 預り金  7,257  7,378

11 その他  358  55

  流動負債合計  3,519,318 56.4  3,265,625 48.6

Ⅱ 固定負債   

１ 社債  120,000  80,000

２ 長期借入金 ※１ 821,089  459,535

３ 退職給付引当金  34,679  20,337

４ 役員退職慰労引当金  69,339  73,529

  固定負債合計  1,045,108 16.8  633,401 9.5

  負債合計  4,564,426 73.2  3,899,027 58.1

(資本の部)   

Ⅰ 資本金 ※２ 514,000 8.2  1,134,200 16.9

Ⅱ 資本剰余金   

 １ 資本準備金  374,000  994,200

  資本剰余金合計  374,000 6.0  994,200 14.8

Ⅲ 利益剰余金   

１ 利益準備金  44,392  44,392

２ 任意積立金   

   別途積立金  420,000  420,000  

３ 当期未処分利益  321,173  310,603

  利益剰余金合計  785,565 12.6  774,995 11.5

Ⅳ その他有価証券評価差額金  935 0.0  3,049 0.0

Ⅴ 自己株式 ※４ △2,192 △0.0  △90,627 △1.3

  資本合計  1,672,308 26.8  2,815,818 41.9

  負債資本合計  6,236,735 100.0  6,714,846 100.0
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(2)【損益計算書】 

 

  
前事業年度 

(自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   

１ 製品売上高  1,663,283 1,860,841 

２ 商品売上高  3,139,720 4,803,003 100.0 3,070,242 4,931,083 100.0

Ⅱ 売上原価   

１ 期首製品たな卸高  281,195 261,219 

２ 当期製品製造原価  909,888 1,086,686 

   合計  1,191,084 1,347,906 

３ 他勘定振替高 ※２ 12,028 2,613 

４ 期末製品たな卸高  261,219 278,357 

５ 製品売上原価  917,836 1,066,935 

６ 期首商品たな卸高  308,272 282,694 

７ 当期商品仕入高  2,135,121 2,107,413 

   合計  2,443,394 2,390,107 

８ 他勘定振替高 ※２ 23,016 4,603 

９ 期末商品たな卸高  282,694 282,340 

10 商品売上原価  2,137,682 3,055,519 63.6 2,103,163 3,170,098 64.3

  売上総利益  1,747,484 36.4  1,760,984 35.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※3,4 1,631,756 34.0  1,618,662 32.8

  営業利益  115,728 2.4  142,322 2.9

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息 ※１ 630 226 

２ 受取配当金 ※１ 11,042 19,559 

３ 受取家賃 ※１ 2,734 1,595 

４ 為替差益  ― 4,295 

５ 業務支援収入   4,200 ― 

６ 助成金収入  ― 7,532 

７ 雑収入 ※１ 11,950 30,557 0.6 8,663 41,871 0.9

Ⅴ 営業外費用   

１ 支払利息  47,613 38,143 

２ 社債利息  1,223 964 

３ たな卸資産除却損  4,244 6,525 

４ 手形売却損  2,912 2,734 

５ 新株発行費  ― 5,988 

６ 雑支出  3,194 59,188 1.2 3,084 57,441 1.2

  経常利益  87,096 1.8  126,752 2.6

Ⅵ 特別利益   

１ 貸倒引当金戻入益  1,378 ― 

２ 投資有価証券売却益  8,710 10,089 0.2 8,629 8,629 0.1

Ⅶ 特別損失   

１ 会員権評価損  17,000 ― 

２ 減損損失 ※５ ― 17,000 0.3 4,832 4,832 0.1

  税引前当期純利益  80,185 1.7  130,549 2.6

  法人税、住民税 
  及び事業税 

 41,249 61,122 

  法人税等調整額  △5,973 35,275 0.8 743 61,866 1.2

  当期純利益  44,910 0.9  68,683 1.4

  前期繰越利益  232,038  241,920

  合併による 
  未処分利益受入額 

 55,449  ―

  合併による 
  抱合株式消却損 

 11,224  ―

  当期未処分利益  321,173  310,603
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(3)【利益処分案】 

 

  
前事業年度 

(平成17年７月26日) 
当事業年度 

(平成18年７月26日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 当期未処分利益  321,173  310,603

Ⅱ 利益処分額   

 １ 配当金  79,252 79,252 101,248 101,248

Ⅲ 次期繰越利益  241,920  209,355

   

（注）日付は、株主総会承認日及びその予定日であります。 
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重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

(自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30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によってお

ります。 

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 

 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)によっております。 

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 

製品・仕掛品 

 月次移動平均法による原価法によっ

ております。 

商品・原材料 

 移動平均法による原価法によってお

ります。 

貯蔵品 

 終仕入原価法によっております。 

製品・仕掛品 

 同左 

 

商品・原材料 

 同左 

 

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 

  定率法によっております。 

  ただし、諏訪工場及び平成10年４

月１日以降取得した建物(建物附属設

備は除く)については定額法によって

おります。 

(1) 有形固定資産 

  同左 

 (2) 無形固定資産及び長期前払費用 

  定額法によっております。 

  なお、ソフトウェア(自社利用)に

ついては、社内における見込利用可

能期間(５年)に基づく定額法によっ

ております。 

(2) 無形固定資産及び長期前払費用 

  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しております｡

 なお、新株発行費は損益計算書上、

営業外費用に計上しております。 

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率等によ

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。 

(1) 貸倒引当金 

  同左 

 (2) 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

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。 

(2) 退職給付引当金 

  同左 
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項目 
前事業年度 

(自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日) 

 

 

(3) 役員退職慰労引当金 

  役員に対する退職慰労金の支給に

備えるため、内規による期末要支給

額を計上しております。 

(3) 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

めの重要な事項 

(1) 消費税等の会計処理方法 

  税抜方式によっております。 

(1) 消費税等の会計処理方法 

  同左 

 

会計方針の変更 

前事業年度 
(自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日) 

――――― （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当事業年度から「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）を適用しております。 

 これにより税引前当期純利益が4,832千円減少してお

ります。 

 

表示方法の変更 

前事業年度 
(自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日) 

――――― （損益計算書） 

 前事業年度において営業外収益「雑収入」に含めてお

りました「為替差益」については、営業外収益の総額の

10/100を超えたため、当事業年度より区分掲記しており

ます。 

 なお、前事業年度の「為替差益」は1,409千円であり

ます。 

 

追加情報 

前事業年度 
(自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30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7,408

千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益

が、7,408千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４月30日) 

当事業年度 
(平成18年４月30日) 

※１ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産は次のとおりであります。

建物 413,902千円

土地 579,045千円

 計 992,948千円

   担保付債務は次のとおりであります。 

短期借入金 716,000千円

長期借入金(一年以内返済予定 
長期借入金含む) 

1,032,213千円

 

※１ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産は次のとおりであります。

建物 396,108千円

土地 574,212千円

 計 970,320千円

   担保付債務は次のとおりであります。 

短期借入金 430,000千円

長期借入金(一年以内返済予定 
長期借入金含む) 

691,489千円

 
※２ 授権株式数及び発行済株式総数 

授権株式数 

 普通株式 22,000,000株

発行済株式総数 

 普通株式 6,100,000株

（当期中の発行済株式数の増加） 

１ 新株引受権の行使       20,000株

２ １株当たりの発行価額       400円

３ １株当たりの資本組入額      200円
 

※２ 授権株式数及び発行済株式総数 

授権株式数 

 普通株式 22,000,000株

発行済株式総数 

 普通株式 7,926,000株

（当期中の発行済株式数の増加） 

１（１）第三者割当増資     1,700,000株

 （２）１株当たりの発行価額     700円

 （３）１株当たりの資本組入額    350円

２（１）新株引受権の行使     126,000株

（２）１株当たりの発行価額     400円

（３）１株当たりの資本組入額    200円
 

 ３ 受取手形割引高          290,805千円  ３ 受取手形割引高          276,069千円

※４ 会社が保有する自己株式の数 

    普通株式 3,640株
 

※４ 会社が保有する自己株式の数 

    普通株式 137,640株
 

 ５ 配当制限 

 有価証券の時価評価により、純資産額が935千円

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。 

 ５ 配当制限 

 有価証券の時価評価により、純資産額が3,049千

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。 

※６ 事業年度末日満期手形の会計処理については、

満期日に決済が行われたものとして処理しており

ます。 

   なお、当事業年度末日が金融機関の休日であっ

たため、次の事業年度末日満期手形を事業年度末

日に決済が行われたものとして処理しておりま

す。 

  受取手形 2,954千円

  支払手形 20,349千円
 

※６ 事業年度末日満期手形の会計処理については、

満期日に決済が行われたものとして処理しており

ます。 

   なお、当事業年度末日が金融機関の休日であっ

たため、次の事業年度末日満期手形を事業年度末

日に決済が行われたものとして処理しておりま

す。 

  受取手形 5,155千円

  支払手形 25,718千円
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(損益計算書関係) 

 

前事業年度 
(自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30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。 

受取家賃 2,350千円

受取利息 132千円

受取配当金 8,000千円

雑収入 79千円
 

※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。 

受取家賃 1,200千円

受取利息 114千円

受取配当金 17,000千円

雑収入     400千円
 

※２ 他勘定振替高の内訳 

   製品 

販売費及び一般管理費 466千円

有形固定資産 10,352千円

その他 1,209千円

 計 12,028千円
 

※２ 他勘定振替高の内訳 

   製品 

販売費及び一般管理費 31千円

有形固定資産 1,919千円

その他 662千円

 計 2,613千円
 

   商品 

販売費及び一般管理費 101千円

有形固定資産 19,880千円

その他 3,035千円

 計 23,016千円
 

   商品 

営業外費用 4,363千円

有形固定資産 175千円

その他 64千円

 計 4,603千円
 

※３ 販売費に属する費用のおおよその割合は47％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は53％で

あります。 

   重要な費用及び金額は次のとおりであります。 

給与諸手当 710,868千円

旅費交通費 103,788千円

研究開発費 374,072千円

賃借料 102,376千円

減価償却費 32,167千円

支払手数料及び支払報酬 76,582千円
 

※３ 販売費に属する費用のおおよその割合は46％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は54％で

あります。 

   重要な費用及び金額は次のとおりであります。 

給与諸手当 657,459千円

旅費交通費 105,896千円

研究開発費 404,035千円

賃借料 100,968千円

減価償却費 31,931千円

支払手数料及び支払報酬 74,450千円
 

※４ 研究開発費の総額 

    一般管理費に含まれる研究開発費の総額は、

374,072千円であります。 

※４ 研究開発費の総額 

    一般管理費に含まれる研究開発費の総額は、

404,035千円であります。 

※５       ―――― ※５ 減損損失 

 当社は以下の資産について減損損失を計上しまし

た。 

用途 種類 場所 
金額 

(千円) 

遊休 土地 
長野県 

諏訪郡 
4,832 

  （経緯） 

   上記の土地は、社宅用として購入しましたが、現

在は遊休資産となっております。地価も著しく下落

しているため、減損損失を認識いたしました。 

  （グルーピングの方法） 

   事業別を基本とし、遊休資産については個々の物

件単位でグルーピングしております。 

  （回収可能価額の算定方法等） 

   回収可能価額は正味売却価額とし、固定資産税評

価額に基づいて算定しております。 
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(リース取引関係) 

 

前事業年度 
(自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30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) 

工具器具備品 7,921 4,020 3,900

合計 7,921 4,020 3,900

 

 

 
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) 

工具器具備品 13,252 4,766 8,486

合計 13,252 4,766 8,486

 
  (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。 

  (注) 同左 

２ 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 1,535千円

１年超 2,365千円

 計 3,900千円
 

２ 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 2,650千円

１年超 5,835千円

 計 8,486千円
 

  (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 2,860千円

   減価償却費相当額 2,860千円
 

３ 支払リース料及び減価償却費相当額 

   支払リース料 2,215千円

   減価償却費相当額 2,215千円
 

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 
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(有価証券関係) 

前事業年度(平成17年４月30日)及び当事業年度(平成18年４月30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４月30日) 

当事業年度 
(平成18年４月30日) 

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

  流動資産 

未払賞与 17,766千円

貸倒引当金 6,749千円

その他 2,382千円

 繰延税金資産 計 26,898千円

  固定資産 

役員退職慰労引当金 28,214千円

退職給付引当金 14,111千円

その他 5,931千円

 繰延税金資産 小計 48,256千円

その他有価証券評価差額金 △641千円

 繰延税金負債 小計 △641千円

繰延税金資産 計 47,615千円

繰延税金資産の総額 74,513千円
 

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

  流動資産 

未払賞与 23,868千円

未払事業税等 6,231千円

その他 658千円

 繰延税金資産 計 30,758千円

  固定資産 

役員退職慰労引当金 29,919千円

退職給付引当金 8,275千円

その他 5,459千円

 繰延税金資産 小計 43,653千円

その他有価証券評価差額金 △2,092千円

 繰延税金負債 小計 △2,092千円

繰延税金資産 計 41,561千円

繰延税金資産の総額 72,319千円
 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異原因となった主な項目別内訳 

                   (単位：％)

法定実効税率 40.69

(調整) 

交際費等永久に損金に算入されない項目 10.52

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △4.35

住民税均等割等 4.73

税額控除 △7.45

その他 △0.15

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.99
 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異原因となった主な項目別内訳 

                   (単位：％)

法定実効税率 40.69

(調整) 

交際費等永久に損金に算入されない項目 6.50

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △5.47

住民税均等割等 10.12

税額控除 △5.86

その他 1.41

税効果会計適用後の法人税等の負担率 47.39
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(１株当たり情報) 

 

項目 
前事業年度 

(自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日) 

１株当たり純資産額 274円31銭 361円54銭

１株当たり当期純利益 ７円38銭 ９円71銭

潜在株式調整後１株当たり 
当期純利益 

７円33銭 ９円68銭

 

 

(注) １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎 

項目 
前事業年度 

(自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日) 

１株当たり当期純利益 

 当期純利益       (千円) 44,910 68,683

 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) 44,910 68,683

 普通株式の期中平均株式数(千株) 6,086 7,070

潜在株式調整後１株当たり 
当期純利益 

 当期純利益調整額    (千円) ― ―

 普通株式増加数     (千株) 38 20

 （うち新株予約権）   (千株) 38 20

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 

新株予約権 

株主総会の特別決議日 

平成14年７月24日 

（新株予約権232個） 

新株予約権 

株主総会の特別決議日 

平成14年７月24日 

（新株予約権221個） 

平成17年７月26日 

（新株予約権191個） 

 

 

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

 

 

８ 【役員の異動】 

(1) 代表者の移動 

該当事項はありません。 

 

(2) その他の役員の異動 

該当事項はありません。 


