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１．平成18年５月期の業績（平成17年６月１日～平成18年５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５月期 3,639 (2.7) 39 (△88.6) 66 (△78.5)

17年５月期 3,541 (11.6) 343 (△32.3) 307 (△33.9)

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

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 △171 (△211.0) △38 87 － － △5.9 0.9 1.8

17年５月期 154 (△39.1) 37 78 35 37 6.9 6.1 8.7

（注）①期中平均株式数 18年５月期 4,412,266 株 17年５月期 4,095,890 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、対前期増減率であります。

(2）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 7,636 2,846 37.3 637 92

17年５月期 6,644 2,969 44.7 674 95

（注）①期末発行済株式数 18年５月期 4,462,000株 17年５月期 4,400,000株

②期末自己株式数 18年５月期 － 株 17年５月期 － 株

２．平成19年５月期の業績予想（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
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 2,040 71 37 － － －　　　－ －　　　－

通期 4,248 201 104 －　　　－ 10 00 10 00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　23円30銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円） 配当金総額
(百万円)

配当性向
（％）

純資産配当
率（％）中間期末 期末 年間

17年5月期 － 10.00 10.00 44 26.5 1.5

18年5月期 － 10.00 10.00 44 △25.7 1.5

19年5月期（予想） － 10.00 10.00    

　※上記に記載した業績予想数値は、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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５．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

前事業年度
（平成17年５月31日）

当事業年度
（平成18年５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 343,055 292,709 △50,346

２．受取手形  362,500 320,539 △41,960

３．売掛金 474,469 570,275 95,805

４．製品 1,572 1,242 △330

５．原材料 52,865 51,727 △1,138

６．仕掛品 28,420 34,371 5,951

７．貯蔵品 21,179 25,931 4,751

８．前払費用 14,299 18,865 4,566

９．繰延税金資産 45,725 51,483 5,757

10．未収入金 － 50,675 50,675

11. 仮払金 － 240 240

12. 未収消費税等 71,214 － △71,214

貸倒引当金 － △620 △620

流動資産合計 1,415,301 21.3 1,417,441 18.6 2,139

Ⅱ　固定資産  

１．有形固定資産  

(1）建物 ※１ 2,507,083 2,724,979  

減価償却累計額 300,403 2,206,679 361,715 2,363,263 156,583

(2）構築物 45,246 45,778  

減価償却累計額 10,473 34,772 15,381 30,397 △4,375

(3）機械及び装置 1,399,403 1,427,739  

減価償却累計額 977,401 422,001 1,111,145 316,593 △105,408

(4）車両運搬具 60,270 59,529  

減価償却累計額 19,408 40,862 32,902 26,626 △14,235

(5）工具器具備品 53,776 69,180  

減価償却累計額 31,110 22,665 45,425 23,754 1,088

(6）土地 ※１ 1,910,812 1,879,805 △31,006

(7) 建設仮勘定 － 2,000 2,000

有形固定資産合計 4,637,794 69.8 4,642,442 60.8 4,647
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前事業年度
（平成17年５月31日）

当事業年度
（平成18年５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）借地権 146,725 59,800 △86,925

(2）ソフトウェア 4,532 2,400 △2,131

(3）その他 1,543 1,543 －

無形固定資産合計 152,800 2.3 63,743 0.8 △89,057

３．投資その他の資産  

(1）投資有価証券 62,582 195,122 132,539

(2）関係会社株式 326,000 1,312,112 986,112

(3）出資金 70 80 10

(4）繰延税金資産 43,469 － △43,469

(5）その他 6,389 5,866 △522

投資その他の資産合計 438,511 6.6 1,513,181 19.8 1,074,670

固定資産合計 5,229,106 78.7 6,219,367 81.4 990,260

資産合計 6,644,408 100.0 7,636,808 100.0 992,400

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１．支払手形 97,523 95,260 △2,262

２．買掛金 136,504 207,940 71,435

３．短期借入金  900,000 200,000 △700,000

４．１年内返済予定長期
　借入金

※１ 402,568 764,968 362,400

５．未払金 56,703 69,765 13,061

６．未払費用 228,767 218,277 △10,489

７．未払法人税等 87,697 8,942 △78,755

８．未払消費税等 － 21,980 21,980

９．前受金 6,000 400 △5,600

10．預り金 15,364 16,480 1,115

11．設備関係支払手形 61,950 3,039 △58,910

流動負債合計 1,993,078 30.0 1,607,053 21.0 △386,025
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前事業年度
（平成17年５月31日）

当事業年度
（平成18年５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）

Ⅱ　固定負債  

１．長期借入金 ※１ 1,564,378 3,053,210 1,488,832

２．役員退職慰労引当金 117,178 126,188 9,010

３. 繰延税金負債 － 3,539 3,539

４. その他の固定負債 － 400 400

固定負債合計 1,681,556 25.3 3,183,337 41.7 1,501,781

負債合計 3,674,634 55.3 4,790,391 62.7 1,115,757

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 ※３ 1,058,000 15.9 － － △1,058,000

Ⅱ　資本剰余金  

１．資本準備金 993,840 －  

資本剰余金合計 993,840 15.0 － － △993,840

Ⅲ　利益剰余金  

１．利益準備金 7,890 －  

２．任意積立金  

(1）特別償却準備金 9,500 －  

(2）別途積立金 600,000 －  

３．当期未処分利益 299,086 －  

利益剰余金合計 916,476 13.8 － － △916,476

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

1,457 0.0 － － △1,457

資本合計 2,969,773 44.7 － － △2,969,773

     負債・資本合計   6,644,408 100.0  － － △6,644,408

（純資産の部）         

 Ⅰ　株主資本         

   １. 資本金   － －  1,064,820 13.9 1,064,820

   ２. 資本剰余金         

     (1)資本準備金  －   1,000,660    

      資本剰余金合計   － －  1,000,660 13.1 1,000,660

   ３. 利益剰余金         

     (1)利益準備金  －   7,890    

     (2)その他利益剰余金         

        別途積立金  －   600,000    

   　　 繰越利益剰余金　　  －   93,060    

　　　利益剰余金合計   － －  700,950 9.2 700,950

　　株主資本合計　　   － －  2,766,430 36.2 2,766,430

 Ⅱ　評価・換算差額等         

   １. その他有価証券評価  

　 　　  差額金
 －   79,986    

　　評価・換算差額等合計   － －  79,986 1.0 79,986

  　純資産合計　　   － －  2,846,417 37.3 2,846,417

　　負債純資産合計   － －  7,636,808 100.0 7,636,808
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(2）損益計算書

前事業年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５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 3,541,277 100.0 3,639,776 100.0 98,499

Ⅱ　売上原価  

１．製品期首たな卸高 1,150 1,572  

２．当期製品製造原価 ※２ 2,615,367 2,972,639  

合計 2,616,517 2,974,211  

３．製品期末たな卸高 1,572 2,614,945 73.8 1,242 2,972,969 81.7 358,024

売上総利益 926,331 26.2 666,807 18.3 △259,524

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1、2 582,674 16.5 626,926 17.2 44,252

営業利益 343,657 9.7 39,881 1.1 △303,776

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息 16 355  

２．受取配当金 ※３ 343 43,908  

３．自動販売機手数料収入 1,420 1,916  

４．作業くず売却収入 2,851 6,900  

５．補助金収入 3,156 1,070  

６. 駐車場収入　 － 4,928  

７. 還付加算金 － 1,722  

８. その他 188 7,976 0.2 3,872 64,674 1.8 56,698

Ⅴ　営業外費用  

１．支払利息 18,401 31,699  

２．手形売却損 980 881  

３. 減価償却費 － 4,401  

４．株式公開費用 7,868 －  

５．株式分割費用 4,486 －  

６．新株発行費用 10,719 －  

７．その他 1,706 44,162 1.2 1,516 38,499 1.1 5,662

経常利益 307,471 8.7 66,056 1.8 △241,415

Ⅵ　特別利益  

１．固定資産売却益  － 21  

２．役員退職慰労引当金戻
入益

681   －    

３．貸倒引当金戻入益 4,000 4,681 0.1 － 21  △4,659

 

－ 33 －



前事業年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５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）

Ⅶ　特別損失  

１．工場移転費用  14,087 23,818  

２．投資有価証券売却損 287   －    

３．建物除却損 －   4,840    

４. 減損損失  ※４ － 14,374 0.4 211,850 240,509 6.6 226,134

税引前当期純利益又は
税引前当期純損失
（△）

297,778 8.4 △174,432 △4.8 △472,210

法人税、住民税及び
事業税

186,278 9,740  

法人税等調整額 △43,228 143,049 4.0 △12,647 △2,907 △0.1 △145,955

当期純利益又は当期純
損失（△）

154,728 4.4 △171,525 △4.7 △326,254

       前期繰越利益 144,357 －  

 　　　当期未処分利益 299,086 －  
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製造原価明細書

前事業年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５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 283,608 10.8 334,595 11.2 50,986

Ⅱ　労務費 1,111,141 42.5 1,068,002 35.9 △43,138

Ⅲ　経費 ※１ 1,220,741 46.7 1,575,992 52.9 355,250

当期総製造費用 2,615,492 100.0 2,978,590 100.0 363,098

期首仕掛品たな卸高 28,295 28,420 124

合計 2,643,787 3,007,010 363,222

期末仕掛品たな卸高 28,420 34,371 5,951

当期製品製造原価 2,615,367 2,972,639 357,271

 

前事業年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

（原価計算の方法） （原価計算の方法）

　実際原価による個別原価計算を行っております。 同左

※１　主な内訳は次のとおりであります。 ※１　主な内訳は次のとおりであります。

（千円）

消耗品費 381,361

賃借料 140,237

外注加工費 264,938

減価償却費 213,342

（千円）

消耗品費 451,066

賃借料 193,580

外注加工費 374,135

減価償却費 249,176
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(3）キャッシュ・フロー計算書

前事業年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17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

税引前当期純利益 297,778

減価償却費 243,035

貸倒引当金の増減額 △4,000

役員退職慰労引当金の増
加額

8,061

受取利息及び受取配当金 △359

支払利息 18,401

投資有価証券売却損 287

売上債権の増減額 88,428

たな卸資産の増加額 △6,412

未収入金の減少額 672

未収消費税等の増加額 △71,214

仕入債務の増減額 △982

未払消費税等の増減額 △22,192

未払費用の増加額 32,561

役員賞与の支払額 △8,200

その他 37,314

小計 613,180

利息及び配当金の受取額 359

利息の支払額 △21,699

法人税等の支払額 △213,149

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

378,690
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前事業年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17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

△100,461

投資有価証券の売却によ
る収入

50,174

関係会社株式の取得によ
る支出

△326,000

有形固定資産の取得によ
る支出

△3,121,964

無形固定資産の取得によ
る支出

△2,952

その他 △901

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△3,502,105

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 716,400

長期借入れによる収入 1,700,000

長期借入金の返済による
支出

△846,992

配当金の支払額 △37,884

株式の発行による収入 1,344,320

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

2,875,843

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減
額

△247,571

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首
残高

590,627

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末
残高

※ 343,055

－ 37 －



(4）利益処分計算書及び株主資本等変動計算書

　利益処分計算書

前事業年度
株主総会承認年月日
平成17年８月26日

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　当期未処分利益 299,086

Ⅱ　任意積立金取崩高

１．特別償却準備金取崩高 4,750 4,750

合計 303,836

Ⅲ　利益処分額

１．配当金 44,000

２．役員賞与金 －

　　（うち監査役賞与金）  

３．任意積立金

別途積立金 － 44,000

Ⅳ　次期繰越利益 259,836

　株主資本等変動計算書

当事業年度（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

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計

 
純資産合
計 

資本準備
金

資本剰余
金合計

利益準
備金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計

その他有

価証券評

価差額金

特別償却
準備金

別途積立
金

繰越利益
剰余金

前期末残高

(千円）
1,058,000 993,840 993,840 7,890 9,500 600,000 299,086 916,476 2,968,316 1,457 2,969,773

事業年度中の変動額

　特別償却準備金の取崩  －  －  － － △9,500  － 9,500 － －  － － 

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

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

当期純損失 － － － － － － △171,525 △171,525 △171,525 － △171,525

株主資本以外の項目の当

期変動額（総額） 
－ － － － － － － － － 78,529 78,529

事業年度中の変動額合計

（千円）
6,820 6,820 6,820 － △9,500 － △206,025 △215,525 △201,885 78,529 △123,355

当期末残高

（千円）
1,064,820 1,000,660 1,000,660 7,890 － 600,000 93,060 700,950 2,766,430 79,986 2,846,417
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５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

(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

①時価のあるもの

(2)その他有価証券

①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）

同左

②時価のないもの

　移動平均法による原価法

②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……個別法による原価法

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

貯蔵品…先入先出法による原価法

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

(1）有形固定資産

同左

　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　　　　　７年～40年

機械及び装置　５年～６年

(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
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項目
前事業年度

（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

４．繰延資産の処理方法 　新株発行費については、支出時に全額費

用として処理しております。

 

─────── 

（追加情報）

　平成16年12月３日付有償一般募集によ

る新株式の発行は、引受証券会社が発行

価額で買取引受を行い、これを発行価額

と異なる価額（発行価格）で一般投資家

に販売するスプレッド方式によっており

ます。スプレッド方式では、当社から引

受証券会社への引受手数料の支払いはあ

りませんが、発行価格の総額と発行価額

の総額の差額90,360千円は、引受証券会

社の手取金であり、引受証券会社に対す

る事実上の引受手数料であります。この

差額は、引受証券会社が発行価額と同一

の価額で一般投資家に販売する従来の買

取引受契約によれば、新株発行費として

処理されていたものであります。

　このため、従来の方式によった場合に

比べ、資本金および資本準備金の合計額

と、新株発行費がそれぞれ90,360千円少

なく計上され、また経常利益および税引

前当期純利益は同額多く計上されており

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。

(1）貸倒引当金

 同左

(2）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備えるため、

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。

(2）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。

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

短期投資からなっております。

──────

８．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方法

　消費税等の会計処理は、税抜方式に

よっております。

 

 消費税等の会計処理方法

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6月1日
至　平成17年5月31日）

当事業年度
（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）

 　　　　　　　────────────  　当事業年度より、「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2,846,417千円で

あります。

　なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度におけ

る貸借貸借表の純資産の部については、改正後の財務諸表

等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。

　これにより税引前当期純利益は211,850千円減少しており

ます。

　なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表等

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

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成17年５月31日）

当事業年度
（平成18年５月31日）

※１．担保に供している資産及びこれらに対応する債務 ※１．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 447,295千円

土地 557,064千円

合計 1,004,360千円

（上記に対応する債務）

１年内返済予定長期借入金 259,768千円

長期借入金 742,878千円

合計 1,002,646千円

（担保に供している資産）

建物 468,116千円

土地 387,762千円

合計 855,878千円

（上記に対応する債務）

１年内返済予定長期借入金 259,768千円

長期借入金 483,110千円

合計 742,878千円

　２．手形割引高及び裏書譲渡高 　２．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 受取手形裏書譲渡高　　　      　197,566千円 

※３．授権株式数及び発行済株式総数 ※３．授権株式数及び発行済株式総数

授権株式数　　　（普通株式）　 13,600,000株

発行済株式総数　（普通株式）　　4,400,000株
　　　　 ────────

　４．配当制限 　４．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、1,457千円

であります。

　　　　 ────────
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当事業年度
（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販売費に属する費用の

おおよその割合は37％であり、一般管理費に属する費

用のおおよその割合は63％であります。

※１．販売費及び一般管理費のうち販売費に属する費用の

おおよその割合は39％であり、一般管理費に属する費

用のおおよその割合は61％であります。

　主要な費目及び金額は次のとおりであります。 　主要な費目及び金額は次のとおりであります。

役員報酬 93,030千円

法定福利費 33,807千円

給料手当 160,336千円

賞与 38,184千円

役員退職慰労引当金繰入額 8,742千円

減価償却費 22,245千円

発送配達費 43,185千円

管理諸費 31,077千円

旅費交通費 31,546千円

役員報酬 96,020千円

法定福利費 31,396千円

給料手当 169,308千円

賞与 17,114千円

役員退職慰労引当金繰入額 9,010千円

減価償却費 32,868千円

発送配達費 56,922千円

管理諸費 49,709千円

旅費交通費 36,429千円

貸倒引当金繰入額 　　620千円

 ※２．研究開発費の総額 ※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、18,044千円であります。

　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．

　　　　 ────────

※３．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。

　　受取配当金　　　　　43,744千円

※４．

 

　　　　 ────────

※４.減損損失 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

当事業年度において、当社は、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 

     　当社の固定資産は、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。

  

（株主資本等変動計算書関係）

 当事業年度（自 平成17年６月１日　至 平成18年５月31日）

 　自己株式の種類及び株式数に関する事項

 　　　該当事項はありません。

－ 43 －



（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当事業年度 
（自　平成17年６月１日 
至　平成18年５月31日） 

※　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

 

 　　　　　　　────────────

（平成17年５月31日現在）  

現金及び預金勘定 343,055千円

現金及び現金同等物 343,055千円
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①　リース取引

前事業年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当事業年度
（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 657,619 363,623 293,995

工具器具備品 44,442 33,164 11,277

ソフトウェア 63,855 34,023 29,831

合計 765,916 430,812 335,103

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 826,536 374,627 451,909

工具器具備品 75,863 43,240 32,623

ソフトウェア 70,184 26,787 43,396

合計 972,584 444,655 527,929

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 120,021 千円

１年超 225,694 千円

合　計 345,716 千円

１年内 168,144 千円

１年超 369,576 千円

合　計 537,720 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 133,791 千円

減価償却費相当額 122,588 千円

支払利息相当額 9,824 千円

支払リース料 186,457 千円

減価償却費相当額 176,391 千円

支払利息相当額 9,161 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

②　有価証券

有価証券

前事業年度（平成17年５月31日現在）

　子会社株式及び関連会社株式のうち時価のあるものはありません。

当事業年度（平成18年５月31日現在）

　子会社株式及び関連会社株式のうち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５月31日）

当事業年度
（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 445

未払事業所税否認 7,207

未払賞与否認 34,308

未払法定福利費否認 3,764

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

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 △1,000

繰延税金負債合計（固定） △4,222

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

（千円）

繰延税金資産（流動）

未払事業税否認 1,660

未払事業所税否認 599

未払賞与否認 23,265

未払法定福利費否認 2,791

貸倒引当金繰入超過額 252

繰越欠損金 22,913

繰延税金資産合計（流動） 51,483

繰延税金資産（固定）

役員退職慰労引当金否認 51,358

減損損失 185,879

　計 237,238

評価性引当額 △185,879

繰延税金資産合計（固定） 51,358

　繰延税金負債（固定）

その他有価証券評価差額金 54,898

繰延税金負債合計（固定） 54,898

繰延税金資産（流動）の純額 51,483

繰延税金資産（固定）の純額 △3,539

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

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 2.0％

住民税均等割 3.3％

留保金課税 2.1％

その他 △0.1％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 48.0％

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 △0.3％

受取配当金益金不算入 　10.2％

住民税均等割 △5.6％

評価性引当金 △43.4％

その他 0.1％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 1.7％
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（１株当たり情報）

項目
前事業年度

（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当事業年度
（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 637円92銭

１株当たり当期純利益又は１株当たり当

期純損失（△）
37円78銭 △38円87銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 35円37銭 －円－銭

　当社は、平成16年10月20日付で株式

１株につき５株の株式分割を行ってお

ります。

　当該株式分割が前期首に行われたと

仮定した場合の前事業年度における１

株当たり情報については、以下のとお

りとなります。

１株当たり純資産額 394円60銭

１株当たり当期純利益 71円45銭

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益

 

69円05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６月１日
至　平成17年５月31日）

当事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

１株当たり当期純利益金額

当期純利益又は当期純損失（△）（千円） 154,728 △171,525

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－)

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失

（△）（千円）
154,728 △171,525

期中平均株式数（千株） 4,095 4,412

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） － －

　普通株式増加数（千株） 278 －

　（うち新株予約権）  (278) － 

  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）

前事業年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当事業年度
（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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６．生産、受注及び販売の状況
　当社の事業部門は単一事業でありますので、当事業年度の生産実績、受注状況、販売実績を品目別に示すと次のとお

りであります。

(1）生産実績

品目別

第25期
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

第26期
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

増減

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
増減率
（％）

片面プリント配線板 191,802 5.4 144,327 4.0 △47,474 △24.7

両面プリント配線板 1,043,696 29.5 961,029 26.4 △82,667 △7.9

多　層（４層まで）プリント配線板 1,241,459 35.0 1,282,141 35.2 40,681 3.2

高多層（５層以上）プリント配線板 915,637 25.9 1,050,087 28.9 134,449 14.6

その他 149,585 4.2 201,483 5.5 51,898 34.7

合計 3,542,182 100.0 3,639,069 100.0 96,887 2.7

　（注）１．金額は、販売価額によっております。

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）受注状況

　当社は、受注から販売までの所要日数が短く、常に受注残高は僅少であり、期中の受注高と販売実績とがほぼ対応

するため、記載を省略しております。

(3）販売実績

品目別

第25期
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

第26期
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

増減

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
増減率
（％）

片面プリント配線板 191,802 5.4 144,327 4.0 △47,474 △24.7

両面プリント配線板 1,043,696 29.5 961,029 26.4 △82,667 △7.9

多　層（４層まで）プリント配線板 1,241,459 35.0 1,282,141 35.2 40,681 3.2

高多層（５層以上）プリント配線板 915,637 25.9 1,050,087 28.9 134,449 14.6

その他 148,680 4.2 202,191 5.5 53,511 35.9

合計 3,541,277 100.0 3,639,776 100.0 98,499 2.8

　（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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７．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

　　①新任予定補欠監査役候補

　　　村上　泰　（弁護士）

　　②退任予定取締役

　　　該当事項はありません。
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