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１．平成18年５月期の連結業績（平成17年６月１日～平成18年５月31日）

　（注）当社は、平成17年５月期より連結財務諸表を作成しておりますが、平成17年５月期連結会計年度は子会社株式のみなし取得日が連結会

計年度末日となり、財務諸表中貸借対照表のみが連結対象であったため、連結貸借対照表以外の連結財務諸表は作成しておりません。

(1）連結経営成績 （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５月期 6,341 (－) 170 (－) 153 (－)

17年５月期 － (－) － (－) － (－)

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

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年５月期 △113 (－) △25 72 － － △3.8 1.7 2.4

17年５月期 － (－) － － － － － － －

（注）①持分法投資損益 18年５月期 － 百万円 17年５月期 － 百万円

②期中平均株式数（連結） 18年５月期 4,412,266 株 17年５月期 4,095,890 株

③会計処理の方法の変更 無

④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、対前期増減率であります。

(2）連結財政状態 （百万円未満切捨）

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年５月期 10,365 3,097 28.7 694 22

17年５月期 7,333 2,969 40.5 674 95

（注）期末発行済株式数（連結） 18年５月期 4,462,000 株 17年５月期 4,400,000 株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （百万円未満切捨）

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年５月期 △86 △1,606 2,181 872

17年５月期 － － － －

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 ２社 持分法適用非連結子会社数 － 社 持分法適用関連会社数 － 社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結（新規） １社 （除外） － 社 持分法（新規） － 社 （除外） － 社

２．平成19年５月期の連結業績予想（平成18年６月１日～平成19年５月31日）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 4,130 199 103

通期 8,458 401 208

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　46円78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あります。なお、上記予想に関する事項は添付資料の７ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況
　当社グループは、当社及び連結子会社２社（株式会社ダイヤテック、菱光電子工業株式会社）で構成され、主に電子・

電気機器等の開発品（試作用・プロトタイプ用等）や中量品に用いられるプリント配線板の設計・製造及び販売を行っ

ております。

　なお、当社グループはプリント配線板の設計・製造・販売の専門メーカーとして同一セグメントに属する事業以外に

事業種類がないため（連結子会社１社においてプリント配線板以外の事業がありますが、規模が極めて小さい）、事業

の種類別セグメント情報は記載しておりません。

(1）株式会社アーム電子

　当社における受注は、少量（一品からの注文）かつ多品種（片面から高多層ならびに特殊基板）であり、また納期

については短期間（主なものは１日～５日以内）で生産することを特徴としております。当社では、更なる納期短縮

を実現するために、通信システムを活用し、顧客－当社営業－当社製造間の情報伝達を迅速かつ正確に行い、高精度

な基板製造データ等も随時生産ラインに送り続け、受注から納品まで12時間～72時間という極めて短期間での生産も

行っております。

　近年プリント配線板に求められてきている高難度（基板製造が難しいもの）・高精度（高度なスペックが要求され

るもの）・高密度（微細形成が必要なもの）に対応するために、積層（プレス）をはじめメッキ加工、パターニング

（※注）といった重要な製造工程には、これまでの経験によって蓄積されたノウハウを活かし、製造設備メーカーと

タイアップした独自の最新式生産ライン（平成17年11月より新たにパターニングの新工法の開発を開始・推進してお

ります）及び生産情報システムを構築し製造を行っております。また、製品の品質管理の面では、新型のフライング

チェッカー（通電式自動検査装置）を導入し高い品質を保っております。

　事業展開においては、顧客とのネットワークを構築するため主要販売地域に営業所を設置し、日々多様化するユー

ザーの要求を的確に把握し、柔軟かつタイムリーに応えることに努めております。また、販売先は特定のメーカーに

依存することなく、大手電気機器メーカー並びにその関連の研究機関をはじめ各種電子部品メーカーや同業他社に至

るまで幅広く（平成18年５月31日現在1,049社）取引を行っており、『少量』・『多品種』・『短納期』という当社独

自のビジネスモデルを確立しております。

　また、平成17年５月には東京都八王子市叶谷町に新工場が完成・竣工いたしました。旧本社工場から本社機能と工

場設備のすべてを完全に移転し、また、同市四谷町の四谷工場からも一部機械の移設を行うことにより、工場面積の

大幅な拡大と生産効率の向上で生産能力は約２倍（従来の月産約5,000㎡規模から約10,000㎡規模）まで生産が期待で

きる規模となりました。さらに、新規機械設備の導入を積極的に進めることで、受注が増加している中量品（100～

500枚規模）の短納期対応、オートメーション化を駆使した更なる短納期への挑戦、新工法による新商材の製造にも着

手しております。

　さらに、連結子会社２社とのシナジー効果を高めるため、平成18年４月よりグループ間で一部生産設備を集約し、

この２社の受注での短納期生産対応支援や部分工程の協力体制を整えることで相乗効果を発揮する体制構築に着手し

ております。

　当社の販売品目別区分は次のとおりであります。

（販売品目別区分）

①　片面プリント配線板

②　両面プリント配線板

③　多層（４層まで）プリント配線板

④　高多層（５層以上）プリント配線板

⑤　その他（フレキシブル配線板、リジッド＆フレキシブル配線板、特殊プリント配線板、各種プリント配線板の

設計請負、蛍光灯赤外線防止フィルター）

　（※注）パターニングとは、プリント配線板上の導電性及び非導電性の図形（図面に基づいて描かれた回路図）を形

成する製造工程です。
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［事業系統図］

　当社グループの事業系統図を示すと、次のとおりであります。

 当社 

株式会社ダイヤテック 菱光電子工業株式会社 

その他外注先 

得意先 

製造委託 製造委託 
部分工程加工 部分工程加工 

金メッキ加工等の一部 
特殊処理 

各種プリント配線板及びその設計請負等 

(2）関連会社の状況

①　株式会社ダイヤテック

　当社は、平成17年３月に株式会社ダイヤテック（埼玉県所沢市）を子会社化（株式100％取得）いたしました。

この影響で新たなシナジー効果として、グループ３社の保有する顧客ネットワークを活かし、それぞれの顧客にグ

ループ３社三様の特徴や利点を有効に活用・提案する新しい営業戦略の展開が可能となり、顧客の裾野拡大が見込

まれます。さらに、仕入関連におけるスケールメリット、人材交流による技術共有と技術革新（開発）等が期待さ

れております。

　また、平成18年４月に一部機械設備をアーム電子へと移設し、前工程の集約を図ることで納期の短縮化と効率化

に着手しました。

　株式会社ダイヤテックは、主に電気・電子機器メーカーの既存顧客約100社を中心に、主に試作品や中量品（1,000

枚規模）の両面から多層プリント配線板の製造・販売を行っております。

②　菱光電子工業株式会社

　当社は、平成17年９月に菱光電子工業株式会社（神奈川県川崎市）を子会社化（株式90％取得）いたしました。

この影響で新たなシナジー効果として、グループ３社の保有する顧客ネットワークを活かし、それぞれの顧客にグ

ループ３社三様の特徴や利点を有効に活用・提案する新しい営業戦略の展開が可能となり、顧客の裾野拡大が見込

まれます。さらに、仕入関連におけるスケールメリット、人材交流による技術共有と技術革新（開発）等が期待さ

れております。

　また、平成18年４月より、これまで対応が難しかった短納期受注に対して、アーム電子の協力を得る形で納期の

短縮化に着手いたしました。

　菱光電子工業株式会社は、主に半導体、半導体機器メーカーを中心に産業機器から民生品に至る分野で、主に高

多層プリント配線板の設計から製造及びその販売を行っております。
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２．経営方針
(1）経営の基本方針

　当社グループは、下記に掲げる４つの経営理念のもとに３つの経営方針を基本として事業活動を行っております。

【経営理念】

○　「ものづくり」の基本を追求する

○　高品質の製品を安定的に提供する

○　顧客のニーズに徹底的に応える

○　多品種・少量受注に対して「超」短納期を追及する

【経営方針】

○　顧客のニーズに迅速に対応する

　※お客様の要求に対して、迅速に対応し、求められる短納期での製造を実践し、お客様の満足を得ることによっ

て、信頼される企業として貢献することを目指します。

○　営業力の強化を推進する

　※顧客第一主義のもとに、既存顧客のフォローと新規顧客の開拓を両論としてお客様とのネットワークを構築す

ることで拡販体制を整えることを目指します。

○　営業力を支える技術力・設備力を強化する

　※お客様からの最先端の要求にも応えることができる設備力とそれを支える技術力を常に保有することを目指し

ます。

(2）利益配分に関する基本方針

　当社は、成長に合わせた安定的な配当を継続させる一方で、技術革新が目まぐるしい中、今後も予想される顧客の

新しいニーズや技術力の要求に応える企業体質を維持促進させるための内部留保の充実も視野に入れた配当を基本と

いたします。

(3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　当社は、株式市場において当社株式への投資家層の拡大、株式の流動性の向上が当社株式の適正なる価格形成に結

びつくと認識しており、平成16年10月20日には、流動性の向上目的で１株につき５株の割合をもって株式分割を実施

いたしました。今後につきましては、当社株式の株価水準、費用対効果などを総合的に勘案し、諸施策を柔軟に検討

してまいりたいと考えております。

(4）目標とする経営指標

　当社グループは、プリント配線板を少量品、多品種かつ短納期で製造することによって収益構造を構成しておりま

す。従って短期間で生産効率を高め、納期の優位性での付加価値を追及することが経営上重要な要件となります。そ

こで当社グループは、売上総利益率（＝粗利率）を経営指標として重要視しております。当社（単体）は売上総利益

率20％以上、グループ全体（連結ベース）では平均して売上総利益率15％以上の確保を目標とし、経営分析を行って

おります。当連結会計期間（平成18年５月期）の実績は、16.3％でありました。

(5）中長期的な会社の経営戦略

　当社は、平成15年７月に中長期５ヵ年計画を立て、５年後の平成21年５月期において売上高100億円を目指し、「プ

リント配線板のプロトタイプ専門業者」の最大手として業容拡大をさせるべく、顧客数の増加(目標1,500社)、取引単

位の拡大（大手セットメーカーとの受注拡大）及び新分野での対応（ビルドアップ等の基板製造）を基本戦略としま

した。またこれらを支える手段として生産能力の増強（平成17年５月新本社工場竣工）と自動化の推進（ボトルネッ

ク工程での省力化）を行っております。

　一方、業界自体の再編成の動きがある中で、Ｍ＆Ａによる事業拡大（株式会社ダイヤテックを平成17年３月、菱光

電子工業株式会社を平成17年９月にそれぞれ子会社化）を推進し、中長期５ヵ年計画の早期実現を目指しております。

今後益々グループ会社間でのシナジー効果（技術力、開発力の共有化、製造及び購買分野でのスケールメリット、販

売網の充実化等）を高め、収益性の追求を行ってまいります。
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(6）対処すべき課題

　当社グループが受注するプリント配線板は、主に電子・電気機器等の開発品（試作用・プロトタイプ用等）や産業

機器等に用いられる少量限定機器等の製品であることから、日進月歩で技術革新が進んでおり、プリント配線板に求

められるスペックは自ずと高多層化、高密度化及び高難度化（多機能かつ配線板自体の軽薄短小化）の途にあり、ま

た、このような製品にあっても、当社グループへの顧客ニーズとしては、納期の短縮化傾向があります。

　特に当社グループ各社がそれぞれ対処すべき主な課題は、以下のものであります。

【株式会社アーム電子】

○　多重積層（３段積み）のビルドアップ工法のプリント配線板での歩留率の向上と納期の短縮化

○　受注が増加傾向にある高多層ＩＶＨプリント配線板（非貫通孔での基板）の製造における工程作業の時間短縮

化

○　作業工数が増加する中で、収益性を重視した機械設備の導入（自動化ラインの増強）により、人件費等の製造

コストの削減

○　グループ内でのシナジー効果として、合理化と効率性を追求した工程の集約化

【株式会社ダイヤテック】

○　中層帯（４～６層プリント配線板）における中量品（500～1,000ボード）製造の納期短縮化

○　生産効率アップを目指した、製造ラインの配置転換

○　グループ内でのシナジー効果として、合理化と効率性を追求した工程の集約化

【菱光電子工業株式会社】

○　高多層（10層以上のプリント配線板）製造での納期短縮化

○　一部機械設備の老朽化に伴う対応策

○　環境対策及びコスト削減を目途とした代替エネルギーの導入

○　グループ内でのシナジー効果として、合理化と効率性を追求した工程の集約化

 

(7）親会社等に関する事項

該当事項はありません。

(8）内部管理体制の整備・運用状況

当社の取締役会は、監査役出席のもと、原則として月１回の定時開催と必要に応じて臨時開催を行い、法令に定め

られた事項及び経営に関する重要事項の審議、決議を行っております。

　また、当社は、内部監査部門を設け、内部牽制機能を活かし、コーポレート・ガバナンス並びにコンプライアンス

が有効に機能するよう努めております。

(9）その他、会社の経営上の重要な事項

 特筆すべき事項はありません。

－ 5 －



３．経営成績及び財政状態
(1）経営成績

　当連結会計年度におけるわが国経済は、原油や原材料の高騰による景気への影響が懸念されましたが、アジアにお

ける中国を中心とした高い成長率の持続により企業収益力の回復期を迎え、設備投資や個人消費の穏やかな増加傾向

となり、景気は堅調に推移してまいりました。また輸出部門はアジア向けの電気機器や米国向けの自動車などが増加

傾向にあり、輸入についても輸入牛肉問題はあったものの緩やかに増大してまいりました。

　電子機器業界においては、産業用電子機器は携帯電話が新機能搭載による買い換え需要に拍車がかかり、引き続き

堅調な伸びで全体を支えました。また、民生用電気機器では薄型テレビや長期安定のカーナビが堅調であったことに

加え、DVDビデオやデジタルカメラの急伸やビデオカメラや音響機器の需要が膨らんだことによりプリント配線板業界

にはプラス傾向で推移いたしました。

　このような状況下、当社は、平成17年３月に行った株式会社ダイヤテックの子会社化に続き、平成17年９月には三

菱レイヨン株式会社の100％子会社である菱光電子工業株式会社の株式を90％取得し子会社化したことにより、グルー

プ会社経営を本格的に開始いたしました。

　その中で、当社単独では、平成17年５月に新本社工場（東京都八王子市叶谷町）を竣工させ、機械設備の新設及び

移設等を行い生産能力の増強を試みましたが、これらの機械設備の稼働率を計画通りに推移させることができず、ま

た既存顧客からの量的拡大ニーズや短納期比率上昇に対応しきれず、やむを得ず受注減（受注手控えを含む）と人的

戦力に依存したことにより製造原価の高騰を生みました。当然のことながら、上半期より諸改善策（主に新設装置（印

刷部門）の改善と業務プロセスのシステム改善等）を行い下半期からの好転を予定しておりましたが、一部改善計画

の立ち遅れ（第３四半期となったテスト導入機器（露光部門）の検証と改善及び第４四半期にずれ込んだ子会社との

シナジー効果を生み出すための一部集約的製造体制の導入）が発生したため、当初の事業計画を確保することができ

ず、減損会計適用による減損損失（２億11百万円）を吸収するには至りませんでした。

　しかしながら、当連結会計年度において、グループ子会社である株式会社ダイヤテックと菱光電子工業株式会社（半

期のみ連結）は、収益面でほぼ計画通り推移させることができました。

　その結果、当連結会計年度の売上高は63億41百万円となり、損益面では営業利益１億70百万円、経常利益１億53百

万円、当期純損失１億13百万円となりました。

（注）当連結会計年度より連結損益計算書を作成しているため、前年同期との比較は行っておりません。

(2）財政状態

　当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は８億72百万円であり、前連結会計年度末

比では４億48百万円の増加となりました。

　当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、新規連結による売上債権の増加及び仕入債務の増加等が

ありましたが、減価償却費、税金等調整前当期純損失などの影響から86百万円の資金支出となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、16億６百万円の資金支出となりました。これは主に子会

社（菱光電子工業株式会社）株式の取得、有形固定資産の取得による支出が大きな要因であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは、21億81百万円の資金増加となりました。これは主に長期

借入金の増加が主な要因であります。

　当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。（連結ベース）

平成17年５月期 平成18年５月期

自己資本比率（％） 40.5 28.7

時価ベースの自己資本比率（％） 112.0 37.3

債務償還年数（年） － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ － －

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い
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　※各指標はいずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

　※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数により算出しております。

　※有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象としてお

ります。営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の「営業活動によるキャッシュ・フロー」

を使用しております。また、利払いにつきましては、連結キャッシュ・フロー計算書の「利息の支払額」を使

用しております。

　※平成17年５月期の債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオは、連結キャッシュ・フロー計算書を

作成していないため記載しておりません。

 

(3）次期の見通し

　次期の見通しは、引き続き原油高傾向や銅関連資材の高騰など、今後も原材料費の価格高懸念が業界全体の影響

としてあり、まだ先行き不透明感は払拭されませんが、今後も国内企業の活発な設備投資、開発意欲は持続傾向に

あると思われます。　

　このような環境下、当社におきましても、試作品や開発品のプロトタイプ製品等の高付加価値製品に特化した

「少量・多品種・短納期」の製造体制を当社グループ内でさらに強化させ、また、新規顧客獲得の拡販体制にも注

力し、増強・充実させてまいる所存であります。

　一方、当社単体における懸念材料でありました工場稼働率も、一部機械設備の導入とそのカスタマイジングの終

了とシステムの改善及び改良が完了し、それに伴う人件費軽減策や歩留率の向上も期待されておりますので、次期

以降の収益構造の改善、収益力の回復が見込まれます。

　また、連結子会社である株式会社ダイヤテック及び菱光電子工業株式会社（平成19年５月期より、通期での連結

となります）との連携、シナジー効果を鑑み、当社グループ及び当社の現時点での通期及び中間期業績見通しは、

以下のとおりであります。

①　連結通期業績見通し 売上高 84億58百万円（前年同期比 33.4％増）

経常利益 ４億１百万円（前年同期比162.1％増）

当期純利益 ２億８百万円（前年同期比  － ％）

②　連結中間業績見通し 売上高 41億30百万円（前年同期比 58.8％増）

経常利益 １億99百万円（前年同期比208.2％増）

中間純利益 １億３百万円（前年同期比  － ％）

③　単独通期業績見通し 売上高 42億48百万円（前年同期比 16.7％増）

経常利益 ２億１百万円（前年同期比204.5％増）

当期純利益 １億４百万円（前年同期比  － ％）

④　単独中間業績見通し 売上高 20億40百万円（前年同期比 13.1％増）

経常利益 71百万円（前年同期比 2274％増）

中間純利益 37百万円（前年同期比  － ％）

(4）事業等のリスク

　以下において、当社グループの事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しており

ます。当社グループは、これらのリスク発生の可能性を十分に認識した上で、発生の予防・回避及び発生した場合の

対応に努める方針でありますが、文中における記載のうち将来に関する事項は、当連結会計年度末日（平成18年５月

31日）現在に認識できる範囲内において当社グループが判断したものであり、多分に不確定な要素を有するものであ

るため、実際に発生する事象とそれらがもたらす結果とは異なる場合があります。

　また、以下の記載は本株式への投資に関連するリスクをすべて網羅するものではありません。

①　設備投資について

　当社グループは、特徴である「少量・多品種・短納期」での製造を推進しておりますが、昨今の製造技術の進歩

には目ざましいものがあり、市場では急速に「高難度・高密度・高多層化」が求められているため、工場における

既存設備の交換、改良ならびに増設等による生産設備の強化が必要不可欠となります。

　当社グループは、これら顧客や市場ニーズに対応するため最新の生産設備を保有しておりますが、その稼動状況

が低下した場合、また、当社グループの設備投資が何らかの理由により計画通り行われない場合は、業績に影響を

与える可能性があります。
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②　借入依存度について

　当社グループは、主に金融機関からの借入金によって設備資金の調達を行っております。今後、金利の大きな変

動が発生した場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。当連結会計年度末の借入金残高の

総額は53億86百万円、総資産に占める割合は約52.0％であります。

③　製品の欠陥について

　当社グループは、最新の品質検査装置を用いて製品の品質安定に努めておりますが、製品の高密度化、高難度化

傾向が加速度的に高まる中で、全ての製品に欠陥がなく、将来にわたってクレームが発生しないという保証はあり

ません。クレーム等の対応に多額の費用が発生する場合、あるいはクレーム等の発生が当社グループの評価に著し

い影響を及ぼす場合は、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

④　人員確保について

　当社グループでは、業容拡大と共に積極的に人材の確保を行っております。人材の採用は新卒採用、中途採用、

パート・アルバイト採用及び人材派遣会社からの人員確保等を行っており、現時点において人員は充足していると

認識しておりますが、雇用情勢の変化、経験をもった人材の不足及び夜勤勤務者の不足も予想されますので、人材

の確保と育成に支障が生じた場合は、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

⑤　原材料費（価格）の変動について

　当社グループの製品製造における原材料は、主に原油並びに銅からの生成品から構成されております。従って原

油並びに銅の相場に大きな変動が発生した場合、原材料費（価格）の高騰が予想され、当社グループの業績に影響

を与える可能性があります。

⑥　連結子会社について

　当社グループは、当社並びに連結子会社２社（株式会社ダイヤテック、菱光電子工業株式会社）から構成されて

おりますが、グループの事業規模から判断し、連結子会社の業績に著しい変動が生じた場合、当社グループの業績

に影響を与える可能性があります。
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４．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

前連結会計年度
（平成17年５月31日）

当連結会計年度

（平成18年５月31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  383,875   872,710  

２．受取手形及び売掛金  1,089,728   2,265,172  

３．たな卸資産  242,488   502,225  

４．繰延税金資産  45,725   116,203  

５．その他  89,953   29,032  

    貸倒引当金  －   △616  

流動資産合計  1,851,770 25.3  3,784,727 36.5

Ⅱ　固定資産       

１．有形固定資産 ※１       

(1）建物及び構築物 ※２  2,459,385   3,035,726  

(2）機械装置及び運搬具  586,967   641,720  

(3）土地 ※２  2,011,972   1,987,832  

(4）その他  65,534   84,175  

有形固定資産合計  5,123,859 69.8  5,749,454 55.5

２．無形固定資産       

(1）借地権  146,725   59,800  

(2）のれん  65,721   29,759  

(3）その他  7,295   56,762  

無形固定資産合計  219,742 3.0  146,322 1.4

３．投資その他の資産       

(1）投資有価証券  85,394   652,274  

(2）繰延税金資産  43,469   23,553  

(3）その他  9,382   9,072  

投資その他の資産合計  138,247 1.9  684,899 6.6

固定資産合計  5,481,849 74.7  6,580,677 63.5

資産合計  7,333,620 100.0  10,365,404 100.0
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前連結会計年度
（平成17年５月31日）

当連結会計年度

（平成18年５月31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．支払手形及び買掛金  465,031   857,599  

２．短期借入金 ※２  907,379   1,100,000  

３．１年内返済予定長期借入金 ※２  445,424   847,820  

４．未払費用  259,572   324,026  

５．未払法人税等  89,104   62,189  

６．賞与引当金  18,000   49,390  

７．その他  145,890   124,587  

流動負債合計  2,330,402 31.8  3,365,613 32.5

Ⅱ　固定負債       

１．長期借入金 ※２  1,821,522   3,438,216  

２. 退職給付引当金  94,245   157,637  

３．役員退職慰労引当金  117,178   126,188  

４. 繰延税金負債  －   134,553  

５．その他  498   45,571  

固定負債合計  2,033,444 27.7  3,902,166 37.6

負債合計  4,363,847 59.5  7,267,780 70.1

（資本の部）       

Ⅰ　資本金 ※４  1,058,000 14.4  － －

Ⅱ　資本剰余金  993,840 13.6  － －

Ⅲ　利益剰余金  916,476 12.4  － －

Ⅳ　その他有価証券評価差額金  1,457 0.1  － －

資本合計  2,969,773 40.5  － －

負債、少数株主持分及び資本合計  7,333,620 100.0  － －

（純資産の部）       

Ⅰ 株主資本       

１. 資本金  － －  1,064,820 10.3

２. 資本剰余金   － －  1,000,660 9.7

３. 利益剰余金  － －  758,995 7.3

 株主資本合計  － －  2,824,475 27.3

Ⅱ 評価・換算差額等       

１．その他有価証券評価差額金  －   149,490  

評価・換算差額等合計  － －  149,490 1.4

Ⅲ 少数株主持分  － －  123,657 1.2

純資産合計  － －  3,097,624 29.9

   負債純資産合計  － －  10,365,404 100.0
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(2）連結損益計算書

  
当連結会計年度

（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   6,341,064 100.0

Ⅱ　売上原価 ※２  5,307,171 83.7

　　売上総利益   1,033,892 16.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1、2  863,809 13.6

　　営業利益   170,083 2.7

Ⅳ　営業外収益     

１．受取利息  17   

２．受取配当金  1,351   

３．その他  26,534 27,902 0.4

Ⅴ　営業外費用     

１．支払利息  36,434   

２．その他  8,447 44,881 0.7

　　経常利益   153,104 2.4

Ⅵ　特別利益     

  １. 固定資産売却益  21   

２．投資有価証券売却益  27,267   

３．退職給付引当金戻入益  46,845 74,134 1.2

Ⅶ　特別損失     

１．固定資産除却損 ※３ 23,461   

２．減損損失 ※４ 211,850   

３．機械装置移設費用  23,818   

４．棚卸資産評価損  45,713   

５. その他  5,332 310,175 4.9

 税金等調整前当期純損失   82,936 △1.3

法人税、住民税及び事業税  59,165   

法人税等調整額  △32,340 26,825 0.4

少数株主利益   3,718 0.1

　　当期純損失   113,480 △1.8
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(3)連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（自平成17年6月1日　至平成18年5月31日）

株主資本  評価・換算差額等
少数株主
持分

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

その他有価証
券評価差額金

評価・換算差
額等合計

前期末残高

(千円）
1,058,000 993,840 916,476 2,968,316 1,457 1,457 － 2,969,773

連結会計年度中の変動額

新株の発行 6,820 6,820 － 13,640 － － － 13,640

剰余金の配当 － － △44,000 △44,000 － － － △44,000

当期純損失 － － △113,480 △113,480 － － － △113,480

株主資本以外の項目の連

結会計年度中の変動額

（純額） 

－ － － － 148,033 148,033 123,657 271,691

連結会計年度中の変動額合

計

（千円）

6,820 6,820 △157,480 △143,840 148,033 148,033 123,657 127,850

当期末残高

（千円）
1,064,820 1,000,660 758,995 2,824,475 149,490 149,490 123,657 3,097,624

（注）前連結会計年度は連結剰余金計算書を作成していないため、前連結会計年度の連結剰余金計算書は

記載しておりません。
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

 

  
当連結会計年度

（自　平成17年６月１日
至　平成18年５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

  

税金等調整前当期純損失  △82,936

減価償却費  416,702

減損損失  211,850

のれん償却額  11,421

貸倒引当金の増加額  616

賞与引当金の減少額  △27,410

退職給付引当金の減少
額 

 △58,273

役員退職慰労引当金の増
加額

 8,550

長期未払金の増加額  12,852

受取利息及び受取配当金  △1,368

支払利息  36,434

投資有価証券売却益  △27,267

固定資産売却益  △21

固定資産除却損  23,461

売上債権の増加額  △770,025

たな卸資産の減少額  30,394

仕入債務の増加額  165,069

未収消費税等の減少額  78,088

未払法人税等の減少額  △5,666

未払消費税等の増加額  24,648

その他  △14,447

小計  32,673

利息及び配当金の受取額  1,368

利息の支払額  △37,576

法人税等の支払額  △82,963

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 △86,498
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当連結会計年度

（自　平成17年６月１日
至　平成18年５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

  

投資有価証券の取得によ
る支出

 △1,916

投資有価証券の売却によ
る収入

 54,006

連結の範囲の変更を伴う
子会社株式の取得による
支出

※２ △951,203

有形固定資産の取得によ
る支出 

 △755,062

有形固定資産の売却によ
る収入

 50,808

無形固定資産の取得によ
る支出

 △3,218

その他  204

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △1,606,381

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

  

短期借入金の純増減額  192,620

長期借入れによる収入  2,700,000

長期借入金の返済による
支出

 △680,910

株式の発行による収入  13,640

配当金の支払額  △43,635

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 2,181,715

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加
額

 488,835

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首
残高

 383,875

Ⅵ　現金及び現金同等物期末残
高

※１ 872,710

   

 （注）当連結会計年度より連結キャッシュ・フロー計算書を作成しているため、

　　　前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書は記載しておりません。
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
 前連結会計年度

 （自　平成16年６月１日
 至　平成17年５月31日）

 当連結会計年度
 （自　平成17年６月１日
 至　平成18年５月31日）

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数　　　１社

連結子会社の名称

　株式会社ダイヤテック

　株式会社ダイヤテックについては、株

式を取得することで新たに子会社となっ

たため、当連結会計年度から連結の範囲

に含めております。

　なお、子会社株式のみなし取得日が連

結会計年度末日であるため、貸借対照表

のみが連結対象となっております。

連結子会社の数　　　２社

連結子会社の名称

　株式会社ダイヤテック

　菱光電子工業株式会社

　菱光電子工業株式会社については、株

式を取得することで新たに子会社となっ

たため、当連結会計年度から連結の範囲

に含めております。

　

２．持分法の適用に関する事

項

 非連結子会社及び関連会社が存在しない

ため該当ありません。

 同左

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

 連結子会社である株式会社ダイヤテック

の決算日は３月31日であります。

　連結財務諸表の作成にあたっては、同

決算日現在の財務諸表を使用しておりま

す。ただし、４月１日から連結決算日で

ある５月31日までの期間に発生した重要

な取引については、連結上必要な調整を

行っております。

 連結子会社である株式会社ダイヤテック

及び菱光電子工業株式会社の決算日は３

月31日であります。

　連結財務諸表の作成にあたっては、同

決算日現在の財務諸表を使用しておりま

す。ただし、４月１日から連結決算日で

ある５月31日までの期間に発生した重要

な取引については、連結上必要な調整を

行っております。

４．会計処理基準に関する事

項

  

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

①有価証券

その他有価証券

イ．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） 

ロ．時価のないもの

　　移動平均法による原価法

②たな卸資産

　製　品・・・個別法による原価法

子会社は総平均法による原

価法

　原材料・・・先入先出法による原価法

　仕掛品・・・個別法による原価法

子会社は総平均法による原

価法

　貯蔵品・・・先入先出法による原価法

①有価証券

その他有価証券

イ．時価のあるもの

同左 

 

 

ロ．時価のないもの

　同左

②たな卸資産

  同左

 

 

 

 

 

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

①有形固定資産

 主として定率法

 ただし、平成10年４月１日以降取得した建

物（付属設備を除く）については定額法

 なお、主な耐用年数は以下のとおりであり

ます。

　　　建物及び構築物　　　７年～50年

　　　機械装置及び運搬具　２年～６年

①有形固定資産

 同左
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項目
 前連結会計年度

 （自　平成16年６月１日
 至　平成17年５月31日）

 当連結会計年度
 （自　平成17年６月１日
 至　平成18年５月31日）

 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

②無形固定資産

 同左

 

(3）重要な引当金の計上基

準

①賞与引当金

　連結子会社は、従業員に対して支給する

賞与支払に充てるため、支給見込額を計上

しております。

②退職給付引当金

　連結子会社において、従業員の退職給付

に備えるため、当連結会計年度における退

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。

③役員退職慰労引当金

　当社において役員の退職慰労金の支給に

備えるため、当社役員退職慰労金内規に基

づく期末要支給額を計上しております。

①賞与引当金

 同左

 

 

②退職給付引当金

 同左

 

 

 

③役員退職慰労引当金

 同左

(4）重要なリース取引の処

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

(5）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

消費税等の会計処理方法

　消費税及び地方消費税等の会計処理は税

抜き方式によっております。

消費税等の会計処理方法

 同左

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

 連結子会社の資産及び負債の評価方法は、

全面時価評価法を採用しております。

同左

６．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

──────  のれん及び負ののれんの償却については

５年で償却しております。

７．連結キャッシュ・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短期投

資からなっております。
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
（自　平成16年6月1日
至　平成17年5月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年6月1日
至　平成18年5月31日）

 　　　　　　　　  (貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

 　　　　　　　────────────  　当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」　（企業会計基準第5号　平成17年12月

9日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第8号　平成17年

12月9日）を適用しております。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は2,973,966千円で

あります。

　なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度

における連結貸借貸借表の純資産の部については、改正後

の連結財務諸表規則により作成しております。

  

  （固定資産の減損に係る会計基準）

 　　　　　　　────────────  　当連結会計年度より、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。

　これにより税金等調整前当期純損失は211,850千円増加し

ております。

　なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務諸

表規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成17年５月31日）

当連結会計年度
（平成18年５月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

　　　　　　　　　　　　　　　　1,880,930千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

　　　　　　　　　　　　　　　　3,197,903千円

※２．担保に供している資産及びこれらに対応する債務 ※２．担保に供している資産及びこれらに対応する債務

（担保に供している資産）

 建物 755,352千円

 土地  548,455千円

 合計 1,303,808千円

（上記に対応する債務）

 短期借入金  100,000千円

 １年内返済予定長期借入金  302,624千円

 長期借入金 1,000,022千円

 合計 1,402,646千円

（担保に供している資産）

 建物 779,774千円

 土地 495,789千円

 合計 1,275,563千円

（上記に対応する債務）

 短期借入金 100,000千円

 １年内返済予定長期借入金 302,624千円

 長期借入金 708,112千円

 合計 1,110,736千円

　３．手形割引高及び裏書譲渡高

　　　　受取手形裏書譲渡高　　　　182,929千円

　　　　受取手形割引高　　　　　　170,802千円

　３．手形割引高及び裏書譲渡高

　　　　受取手形裏書譲渡高　　　　197,566千円

　　　　受取手形割引高　　　　　　    － 千円

※４．当社の発行済株式総数は、普通株式 4,400,000株で

あります。

※４．

 　　    　　　　　───────
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（連結損益計算書関係）

当連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

 ※１．販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

 役員報酬 97,520 千円 

 給与手当・賞与 324,676 千円 

 貸倒引当金繰入額 620 千円 

 役員退職慰労引当金繰入額 9,010 千円 

 賞与引当金繰入額 8,413 千円 

 減価償却費 37,054 千円 

※２．研究開発費の総額

　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

は、10,852千円であります。

※３．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

　建物及び構築物　　 　　4,980 千円

　機械装置及び運搬具　　18,480 千円

※４．減損損失

　当連結会計年度において、当社グループは、以下の

資産グループについて減損損失を計上しております。

場所 用途 種類

 旧本社工場（東

京都八王子市）
遊休 

建物、構築物、

土地及び借地権

    　当社グループは、事業用資産及び遊休資産にグルー

ピングをしております。遊休資産の時価が下落してい

ることにより、帳簿価格を回収可能価額まで減額し、

当該減少額を減損損失（211,850千円）として、特別損

失に計上しております。

　その内訳は、建物67,582千円、構築物867千円、土地

56,475千円、借地権86,925千円であります。

　なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価

額により測定しており、不動産鑑定評価に基づき算出

しております。
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（連結株主資本等変動計算書関係）

当連結会計年度（自平成17年6月1日 至平成18年5月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並び自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末

株式数（千株）

当連結会計年度増加

株式数（千株）

当連結会計年度減少

株式数（千株）

当連結会計年度末

株式数（千株）

 発行済株式     

 　普通株式（注） 4,400 62 － 4,462

合計 4,400 62 － 4,462

 自己株式     

 　普通株式 － － － － 

合計 － － － － 

 （注）普通株式の発行済株式数の増加 62千株は、新株予約権の権利行使によるものです。

 

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権の目

的となる株式の

種類

新株予約権の目的となる株式の数（千株） 当連結会計

年度末残高（千

円）

前連結会計年

度末

当連結会計年

度増加 

当連結会計年

度減少

当連結会計年

度末

提出会社

（親会社）

平成15年8月

新株予約権
普通株式 266 － 73 193 42,460

平成18年4月

新株予約権
普通株式 －  50 －  50 77,750

 合計 －   －  －  －  －  120,210

（注）１．平成15年8月新株予約権の当連結会計年度減少は、新株予約権の権利行使及び権利消却によるものです。

　　　２．平成18年4月新株予約権の当連結会計年度増加は、新株予約権の発行によるものです。

 

 

３．配当に関する事項

 （１）配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日

 平成17年8月26日

 定時株主総会
普通株式 44,000 千円 10 円 平成17年5月31日 平成17年8月29日

 

 （２）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

　　　次のとおり決議を予定しております。

決議予定 株式の種類 配当金の総額 配当の原資
１株当たり

配当額
基準日 効力発生日

平成18年8月28日

定時株主総会
普通株式 44,620 千円 利益剰余金 10 円 平成18年5月31日 平成18年8月29日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

（平成18年５月31日現在）

現金及び預金勘定 872,710 千円

現金及び現金同等物 872,710 千円

 

※２．株式の取得により新たに連結子会社となった会社の

資産及び負債の主な内訳

　株式の取得により新たに菱光電子工業株式会社を連

結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並

びに菱光電子工業株式会社株式の取得価額と菱光電子

工業株式会社取得のための支出（純額）との関係は次

のとおりであります。

流動資産 819,633 千円

固定資産 1,006,309 千円

流動負債 △474,838 千円

固定負債 △228,157 千円

負ののれん △24,540 千円

少数株主持分 △112,294 千円

株式取得価額 986,112 千円

現金及び現金同等物 34,908 千円

差引：取得のための支出 951,203 千円

－ 21 －



①　リース取引

前連結会計年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５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

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

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 1,039,076 604,263 434,812

工具器具備品 56,003 40,102 15,901

ソフトウェア 101,799 57,408 44,390

合計 1,196,879 701,774 495,104

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 1,212,138 675,822 536,315

工具器具備品 101,946 54,487 47,458

ソフトウェア 121,131 64,979 56,152

合計 1,435,216 795,290 639,926

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 193,153 千円

１年超 318,752 千円

合　計 511,906 千円

１年内 223,258 千円

１年超 430,511 千円

合　計 653,769 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 186,771 千円

減価償却費相当額 174,684 千円

支払利息相当額 25,205 千円

支払リース料 268,831 千円

減価償却費相当額 252,088 千円

支払利息相当額 12,929 千円

④減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 ④減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

・減価償却費相当額の算定方法 ・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。

 同左

・利息相当額の算定方法 ・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。

 同左

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引

 未経過リース料

１年内 1,620 千円

１年超 3,645 千円

合　計 5,265 千円

 未経過リース料

１年内 1,620 千円

１年超 2,025 千円

合　計 3,645 千円
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②　有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

区　　分

前連結会計年度
（平成17年５月31日）

当連結会計年度
（平成18年５月31日）

取得原価
（千円）

連結貸借対
照表計上額
（千円）

差額
（千円）

取得原価
（千円）

連結貸借対
照表計上額
（千円）

差額
（千円）

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えるもの

①　株式 31,717 35,394 3,677 170,057 635,448 465,391

②　その他 － － － － － － 

小　計 31,717 35,394 3,677 170,057 635,448 465,391

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの

①　株式 － － － 17,408 16,825 △582

②　その他 － － － － － － 

小　計 － － － 17,408 16,825 △582

合計 31,717 35,394 3,677 187,465 652,274 464,808

　　　　２．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券

区　分
前連結会計年度

（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

売却額 501,174 54,006

売却益の合計額（注）１ － 27,267

売却損の合計額（注）２ 287 －

 （注）１．当社連結子会社菱光電子工業株式会社における売却であります。

 　　　２．当社における売却であります。

 

 ３．時価評価されていない主な有価証券の内容

前連結会計年度（平成17年５月31日） 当連結会計年度（平成18年５月31日）

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

　非上場株式

 

50,000

 

－  

合　　計 50,000

 

 －

③　デリバティブ取引

前連結会計年度（自　平成16年６月１日　至　平成17年５月31日）

　当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。

当連結会計年度（自　平成17年６月１日　至　平成18年５月31日）

　当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。
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④　退職給付

前連結会計年度（自　平成16年６月１日　至　平成17年５月31日）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社は、国の制度である中小企業退職金共済制度及び所得税法施行令第73条に定める「特定退職金共済制度」

に加入しております。当社入社後２年を経過した社員に対して、勤続年数に応じて月額定額掛金（１口＝1,000

円単位）を設定し、拠出しております。

　また、連結子会社においては、適格退職年金制度と退職一時金制度を併用しております。

 ２．退職給付債務に関する事項

前連結会計年度
（平成17年５月31日）

(1）退職給付債務（千円） △138,318

(2）年金資産（千円）          44,073   

(3）退職給付引当金（千円） △94,245

 （注）連結子会社は、退職給付債務の算定方法として簡便法を採用しており、退職一時金制度に

係る期末自己都合要支給額と適格退職年金制度にかかる責任準備金の額の合計額をもって

退職給付債務とする方法によっております。

 ３．退職給付費用の内訳

当連結会計年度は、子会社株式のみなし取得日が連結会計年度末日となり、財務諸表のうち貸借対照表のみ

が連結対象であるため、退職給付費用については記載しておりません。

 ４．退職給付債務の計算基礎

連結子会社は、退職給付債務の算定に簡便法を採用しておりますので、計算基礎については記載しておりま

せん。

当連結会計年度（自　平成17年６月１日　至　平成18年５月31日）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社は、国の制度である中小企業退職金共済制度及び所得税法施行令第73条に定める「特定退職金共済制度」

に加入しております。当社入社後２年を経過した社員に対して、勤続年数に応じて月額定額掛金（１口＝1,000

円単位）を設定し、拠出しております。

　また、連結子会社においては、適格退職年金制度を廃止し、退職一時金制度（一部、厚生年金基金への拠出

を含む）を採用しております。

　なお、適格年金制度廃止に伴う退職給付引当金の取崩額は、特別利益として計上しております。

 ２．退職給付債務に関する事項

当連結会計年度
（平成18年５月31日）

(1）退職給付債務（千円） △211,823

(2）年金資産（千円）        　54,185   

(3）退職給付引当金（千円） △157,637

 （注）連結子会社は、退職給付債務の算定方法として簡便法を採用しており、退職一時金制度に

係る期末自己都合要支給額の合計額をもって退職給付債務とする方法によっております。

 ３．退職給付費用の内訳

当連結会計年度
（自　平成17年６月１日

　  至　平成18年５月31日）

退職給付費用（千円） 35,819

　　勤務費用（千円） 35,819

 ４．退職給付債務の計算基礎

連結子会社は、退職給付債務の算定に簡便法を採用しておりますので、計算基礎については記載しておりま

せん。
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⑤　税効果会計

前連結会計年度
（平成17年５月31日）

当連結会計年度
（平成18年５月31日）

１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

（千円）

繰延税金資産（流動）

未払事業税否認 1,321

未払事業所税否認 8,161

未払賞与否認 34,308

未払法定福利費否認 3,764

賞与引当金 18,000

その他 679

　小　計 66,235

評価性引当額 △20,510

繰延税金資産合計（流動） 45,725

繰延税金資産（固定）

役員退職慰労引当金否認 47,691

退職給付引当金 4,350

税務上の繰越欠損金 14,689

　小　計 66,730

評価性引当額 △19,039

繰延税金資産合計（固定） 47,691

繰延税金負債（固定）

特別償却準備金 △3,222

その他有価証券評価差額金 △1,499

繰延税金負債合計（固定） △4,721

繰延税金資産（流動）の純額 45,725

繰延税金資産（固定）の純額 43,469

繰延税金負債（固定）の純額 498

（千円）

繰延税金資産（流動）

未払事業税否認 6,485

未払事業所税否認 3,259

未払賞与否認 51,130

未払法定福利費否認 9,579

賞与引当金 252

繰越欠損金 31,022

棚卸資産評価損否認 13,440

その他 1,033

繰延税金資産合計（流動） 116,203

繰延税金資産（固定）

役員退職慰労引当金否認 51,358

退職給付引当金 63,260

減損損失 75,653

長期未払金 18,241

減価償却費超過額 2,345

その他 436

　小　計 211,295

評価性引当額 △135,418

繰延税金資産合計（固定） 75,876

繰延税金負債（固定）

その他有価証券評価差額金 △186,877

繰延税金負債合計（固定） △186,877

繰延税金資産（流動）の純額 116,203

繰延税金資産（固定）の純額 23,553

繰延税金負債（固定）の純額 134,553

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時の、当該差異の原因と

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

との間に重要な差異がある時の、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

 当連結会計年度は、子会社株式のみなし取得日が

連結会計年度末日となり、財務諸表のうち貸借対照

表のみが連結対象であるため、注記は行っておりま

せん。

法定実効税率 40.7％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 △0.9％

受取配当金益金不算入 　0.5％

住民税均等割 △13.0％

　　

評価性引当金 △53.0％

その他 △6.6％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △32.3％
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⑥　セグメント情報

前連結会計年度（自 平成16年６月１日　至 平成17年５月31日）

当社グループは、プリント配線板の設計・製造・販売の専門メーカーとして、同一セグメントに属する事業以外

に事業の種類がないため、該当事項はありません。

当連結会計年度（自 平成17年６月１日　至 平成18年５月31日）

当社グループは、プリント配線板の設計・製造・販売の専門メーカーとして、同一セグメントに属する事業以外

に事業の種類がないため、該当事項はありません。

　前連結会計年度（自 平成16年６月１日　至 平成17年５月31日）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

　当連結会計年度（自 平成17年６月１日　至 平成18年５月31日）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

　前連結会計年度（自 平成16年６月１日　至 平成17年５月31日）

　海外売上高がないため該当事項はありません。　

　当連結会計年度（自 平成17年６月１日　至 平成18年５月31日）　

　海外売上高がないため、該当事項はありません。　

⑦　関連当事者との取引

　前連結会計年度（自 平成16年６月１日　至 平成17年５月31日）

　該当事項はありません。

　当連結会計年度（自 平成17年６月１日　至 平成18年５月31日）

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

 １株当たり純資産額

    674円95銭

 １株当たり純資産額

 694円22銭

なお、１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整

後１株当たり当期純利益金額及びその算定上の基礎は、

連結損益計算書を作成していないため、記載しており

ません。 

 １株当たり当期純損失金額

 25円72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、潜在株式は存在するものの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株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

当連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

当期純損失（千円） △113,480

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） △113,480

期中平均株式数（千株） 4,412

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 ２種類

　　平成15年8月26日

　　定時株主総会決議

　　ストックオプションとしての

　　新株予約権 193個

 

　　平成18年4月17日

　　取締役会決議

　　ストックオプションとしての

　　新株予約権　500個
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（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

（株式の取得による子会社化）

　平成17年７月４日開催の取締役会において三菱レイヨン

株式会社の子会社である菱光電子工業株式会社の株式を取

得し、子会社化することを決議し、同日、株式譲渡基本合

意書を締結いたしました。

１．株式取得の理由

　当社グループが標榜するプリント配線板製造における

社内一貫体制での「少量・多品種・短納期」生産という

ビジネスモデルを強化するため、対象会社を取得する決

定をいたしました。

２．対象会社の概要

　(1)商号　　菱光電子工業株式会社

　(2)主な事業内容

　　　　　　各種プリント配線板の設計製造販売

　(3)資本金　 408,000千円(平成17年３月31日現在)

　(4)売上高　 2,693,636千円(平成17年３月期)

　(5)株式取得の時期　　 平成17年８月29日(予定)

　(6)取得株式の数　　 　734,400株

　(7)取得後の持分比率　 90％

３．株式の取得先　　三菱レイヨン株式会社

 

 ─────────────
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