
 

 

平成１８年５月期   個別財務諸表の概要        平成１８年７月２０日 

上場会社名  三光合成株式会社           上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ 

コード番号  ７８８８                本社所在都道府県  富山県 

（ＵＲＬ http://www.sankogosei.co.jp/） 
代  表  者 役職名 代表取締役社長   氏名 梅﨑 潤         
問合せ先責任者 役職名 取締役常務執行役員 氏名 廣川修悦     ＴＥＬ（０７６３）５２－７１０５ 

決算取締役会開催日  平成１８年７月２０日  配当支払開始予定日  ――― 

定時株主総会開催日  平成１８年８月２９日  単元株制度採用の有無 有（１単元 1,000株） 

  

１．１８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 

 

１８年５月期 

１７年５月期 

百万円   ％

26,622   （△15.7）

31,562   （ 15.2）

百万円   ％

△682  （  －）

151  （△75.2）

百万円    ％

△613      （  －）

210   （△52.0）

 

 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

 

１８年５月期 

１７年５月期 

百万円   ％ 

△1,097     （ －） 

416   （87.3） 

円  銭

△52 34 

56 56 

円  銭

－ － 

－ － 

％

△14.1  

5.1 

％ 

△2.4 

0.8   

％

△2.3  

0.7 

(注)①期中平均株式数      １８年５月期 20,966,501株   １７年５月期 7,005,426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) 財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

 

１８年５月期 

１７年５月期 

百万円 

24,719    

25,821    

百万円

7,202   

8,376   

％ 

29.2   

32.4  

円  銭

343    64  

1,194  70 

(注)①期末発行済株式数   １８年５月期 21,121,569株   １７年５月期 7,040,523株 

②期末自己株式数    １８年５月期   161,246株   １７年５月期    45,509株 

 

２．１９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 

 

中 間 期 

通  期 

百万円 

13,500    

27,500    

百万円

80   

200   

百万円

50   

200   

（参考）１株当たり予想当期純利益(通期) 9円54銭 

 

３．配当状況 

・現金配当 １株当たり配当金（円） 

 中間期末 期 末 年 間 

配当金総額

(百万円) 

配当性向 

（％） 

純資産 

配当率（％）

１７年５月期 2.50 3.50 6.00 41    10.6  0.5 

１８年５月期 1.00 0.00 1.00 20  －   0.3  

１９年５月期（予想） 1.00 1.50 2.50 

 

 
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ておりますので、実際の 

業績は今後の要因により予想数値とは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                                                 （単位：千円） 

当事業年度 
(平成18年5月31日現在) 

前事業年度 
(平成17年5月31日現在) 

増  減 
                   期別    

 

科目 金  額 構成比 金  額 構成比 金  額 

 （資産の部）  

Ⅰ 流動資産 11,275,514 45.6 13,031,784 50.5 △1,756,269

 現金及び預金 113,557 381,150  

 受取手形 621,400 1,002,927  

 売掛金 6,846,092 7,651,723  

 製品 353,134 417,991  

 原材料 256,047 272,478  

 仕掛品 1,412,968 1,231,822  

 貯蔵品 12,686 11,209  

 前払費用 101,177 61,226  

 繰延税金資産 80,800 116,147  

 未収入金 285,367 807,011  

 関係会社短期貸付金 1,020,993 1,038,906  

 その他 171,289 39,190  

Ⅱ 固定資産 13,444,352 54.4 12,789,345 49.5 655,006

 有形固定資産 6,650,026 6,320,548  

 建物 3,071,874 2,873,225  

 構築物 150,292 158,076  

 機械及び装置 1,525,300 1,254,064  

 車両及び運搬具 569 3,460  

 工具器具及び備品 261,158 297,484  

 土地 1,640,830 1,734,237  

 無形固定資産 78,496 75,496  

 借地権 1,379 1,379  

 ソフトウェア 69,334 65,528  

 電話加入権 7,236 7,236  

 施設利用権  546 1,352  

  投資その他の資産 6,715,829 6,393,301  

 投資有価証券 14,770 －  

 関係会社株式 4,841,345 4,444,439  

 関係会社出資金 326,333 －  

 出資金 26,835 26,835  

 関係会社長期貸付金 1,428,095 1,837,488  

 長期前払費用 69,430 51,395  

 繰延税金資産 － 18,222  

 保険積立金 － 1,866  

 その他 9,019 13,052  

資産合計 24,719,866 100.0 25,821,129 100.0 △1,101,262
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                                                                             （単位：千円） 

当事業年度 
(平成18年5月31日現在) 

前事業年度 
(平成17年5月31日現在) 

増   減 
            期別 

 科目 金   額 構成比 金   額 構成比 金   額 

 （負債の部）   

Ⅰ 流動負債 11,897,143 48.1 9,986,203 38.7 1,910,940

 支払手形 3,733,324 4,215,356  

 買掛金 1,942,184 2,269,547  

 短期借入金 916,000 －  

 １年以内返済予定長期借入金 2,690,000 1,050,000  

 １年以内償還予定社債 1,500,000 1,000,000  

 未払金 437,960 524,075  

 未払費用 400,566 633,307  

 未払法人税等 25,417 28,347  

 未払消費税 48,029 －  

 設備支払手形 122,743 158,186  

 その他 80,917 107,383  

Ⅱ 固定負債 5,619,840 22.7 7,457,985 28.9 △1,838,144

 社債 － 1,500,000  

 長期借入金 4,910,000 5,475,000  

 退職給付引当金 178,299 211,198  

 役員退職給与引当金 231,062 249,062  

 繰延税金負債 285,775 －  

 その他 14,704 22,724  

負債合計 17,516,984 70.8 17,444,188 67.6 72,795

 （資本の部）   

Ⅰ 資本金 － － 1,890,800 7.3 △1,890,800

Ⅱ 資本剰余金 － － 1,742,393 6.7 △1,742,393

 資本準備金 － － 1,742,393  

Ⅲ 
 
 
 

利益剰余金 
利益準備金 
任意積立金 
当期未処分利益 

－

－

－

－

－ 4,768,309 

133,048 

4,222,712 

412,548 

18.5 

 

 

 

△4,768,309

Ⅳ 自己株式 － － △24,561 △0.1 24,561

資本合計 － － 8,376,941 32.4 △8,376,941

負債・資本合計 － － 25,824,196 100.0 △25,824,196

 （純資産の部）   

Ⅰ 株主資本 7,203,945 29.2 － － 7,203,945

 資本金 1,890,800 7.6 － － 1,890,800

 資本剰余金 
資本準備金 

1,742,393

1,742,393

7.0 － 

－ 

－ 

 

1,742,393

 

利益剰余金 
利益準備金 

 その他利益剰余金 
別途積立金 
繰越利益剰余金 

3,605,455

133,048

3,472,406

4,298,000

△825,593

14.6 － 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

 

 

 

 

3,605,455

 自己株式 △34,703 △0.0 － － △34,703

Ⅱ 評価・換算差額等 △1,062 △0.0 － － △1,062

 その他有価証券評価差額金 △1,059 － － △1,059

 繰延ヘッジ損益 △3 － － △3

純資産合計 7,202,882 29.2 － － 7,202,882

負債・純資産合計 24,719,866 100.0 － － 24,719,866
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２．損益計算書                                              （単位：千円） 

当事業年度 
自 平成17年6月１日 
至 平成18年5月31日 

前事業年度 
自 平成16年6月１日 
至 平成17年5月31日 

増   減 
                  期別 

                             
科目 金   額 百分比 金   額 百分比 金   額 

売上高 26,622,457 100.0 31,562,020 100.0 △4,939,563

売上原価 23,691,984 89.0 27,469,514 87.0 △3,777,529

売上総利益 2,930,472 11.0 4,092,506 13.0 △1,162,033

販売費及び一般管理費 3,612,994 13.6 3,941,142 12.5 △328,147

 営業利益（△損失） △682,522 △2.6 151,363 0.5 △833,885

営業外収益 326,384 1.2 286,613 0.9 39,771

 受取利息 38,941 53,434  

受取配当金 242,734 131,710  

為替差益 18,727 74,516  

 その他 25,981 26,952  

営業外費用 257,317 0.9 227,365 0.7 29,952

支払利息 146,972 140,098  

社債利息 33,769 37,583  

手形売却損 7,555 8,115  

支払手数料 19,902 11,307  

 その他 49,117 30,259  

経常利益（△損失） △613,454 △2.3 210,612 0.7 △824,066

特別利益 23,965 0.1 173,891 0.6 △149,926

 固定資産売却益  23,965 659  

厚生年金基金代行部分返上益 － 173,232  

特別損失 156,174 0.6 145,289 0.5 10,885

 固定資産売却損 18,125 784  

固定資産除却損 21,995 23,289  

 投資有価証券評価損 － 26,840  

 関係会社整理損  － 20,000  

スワップ解約損 － 74,376  

減損損失 116,053 －  

税引前当期純利益（△損失） △745,664 △2.8 239,213 0.8 △984,878

法人税、住民税及び事業税 12,401 11,977  

法人税等還付額 － △165,853  

法人税等調整額 339,345 △23,131  

当期純利益（△損失） △1,097,410 △4.1 416,221 1.3 △1,513,632

 前期繰越利益 

 中間配当額 

－

－

13,842

17,514
 

当期未処分利益 － 412,548  △412,548
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３．利益処分計算書                                             （単位：千円） 

当事業年度 前事業年度 増   減 期別  

科目 金   額 金   額 金   額 

Ⅰ 当期未処分利益 － 412,548 △412,548

Ⅱ 任意積立金取崩高 

  特別償却準備金取崩高 

  固定資産圧縮積立金取崩高 

    合 計 

－

－

－

3,753

13,788

430,091 △430,091

Ⅲ 利益処分額 

  配当金 

  役員賞与 

  任意積立金 

    合 計 

－

－

－

－

24,482

20,000

348,000

392,482 △392,482

Ⅳ 次期繰越利益 － 37,609 △37,609

  

４．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） 

                                              （単位：千円） 

  株主資本 

  利益剰余金 

  
資本剰余金 

その他利益剰余金 

  

資本金 

資本 

準備金 

資本剰余金

合計 

利益 

準備金 特別償却

準備金 

固定資産 

圧縮積立金
別途積立金 

繰越利益 

剰余金 

平成17年 5月 31日残高 1,890,800 1,742,393 1,742,393 133,048 8,552 264,160 3,950,000 412,548

事業年度中の変動額    

 利益処分による特別償

却準備金取崩 
  △3,753   3,753

利益処分による固定資

産圧縮積立金取崩 
  △13,788  13,788

 利益処分による別途積

立金の積立 
    348,000 △348,000

 剰余金の配当      △45,444

 利益処分による役員賞 

 与 
     △20,000

 特別償却準備金の取崩 

 額 
  △4,798  4,798

 固定資産圧縮積立金の 

 取崩額 
  △250,371  250,371

 当期純損失      1,097,410

事業年度中の変動額合計 － － － － △8,552 △264,160 348,000 △1,238,142

平成 18年 5月 31日残高 1,890,800 1,742,393 1,742,393 133,048 － － 4,298,000 △825,593

 

  株主資本 評価・換算差額等 

利益剰余金 

 
利益剰余金合計 

自己株式 
株主資本 

合計 

その他有価

証券評価 

差額金 

繰延ヘッジ

損益 

評価・換算 

差額等合計 

純資産合計

平成17年 5月 31日残高 4,768,309 △24,561 8,376,941 － － － 8,376,941

事業年度中の変動額        

 剰余金の配当 △45,444 △45,444  △45,444

利益処分による役員賞 

与 
△20,000 △20,000  △20,000

 当期純損失 1,097,410 1,097,410  1,097,410

 自己株式の取得  △10,141 △10,141  △10,141

株主資本以外の項目の

変動額（純額） 
   △1,059 △3 △1,062 △1,062

事業年度中の変動額合計 △1,162,854 △10,141 △1,172,996 △1,059 △3 △1,062 △1,174,058

平成 18年 5月 31日残高 3,605,455 △34,703 7,203,945 △1,059 △3 △1,062 7,202,882
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重要な会計方針 

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 

(2) 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 

２．デリバティブの評価基準及び評価方法 

デリバティブ…時価法 

３．たな卸資産の評価基準及び評価方法 

製品、原材料、仕掛品、貯蔵品…先入先出法による原価法。ただし、製品、仕掛品のうち金型については個別法によ

る原価法 

４．固定資産の減価償却の方法 

(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（建物附属設備を除く）については定額法 

主な耐用年数は次のとおりであります。 

    建物及び構築物 ３～50年、機械装置及び運搬具 ８～15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 

５．引当金の計上基準 

(1) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度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、当事業年

度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、数理計算上の差異は、各事業年度の発生

時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（13 年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生

の翌事業年度から費用処理することとしております。 
(2) 役員退職給与引当金 

役員の退職金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給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。 

７．外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。 

８．重要なヘッジ会計の方法 

(1) ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用しております。また、為替変動リスクのヘッジについて振当処理の要件を満たしている場

合には振当処理を、金利スワップについて特例処理の条件を満たしている場合には特例処理を採用しております。

(2) ヘッジ手段、ヘッジ対象及びヘッジ方針 

 当社の社内規程に基づき、金利変動リスク、為替変動リスクをヘッジしております。 

当事業年度に適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通りであります。 

 ① ヘッジ手段：為替予約 

ヘッジ対象：外貨建金銭債権債務及び外貨建予定取引 

 ② ヘッジ手段：金利スワップ 

ヘッジ対象：貸付金、借入金 

 ③ ヘッジ手段：通貨スワップ 

ヘッジ対象：貸付金 

(3) 有効性評価の方法 

ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場又はキャッシュ・フロー変動の

累計とを比較し、その変動額の比率によって有効性を評価しております。ただし、特例処理によっている金利

スワップについては省略しております。ただし、為替変動リスクのヘッジについて振当処理を、金利スワップ

について特例処理の条件を満たしている場合には特例処理を採用しております。 

７．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 消費税等の会計処理 税抜方式 

  

（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損失は116,053 千円増加しております。 

 

（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7,202,886 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対照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。 
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（注記事項） 

１．貸借対照表関係 
 当事業年度 前事業年度 

 子会社に対する短期金銭債権 
 子会社に対する長期金銭債権 
 子会社に対する短期金銭債務 

2,047,747 千円

1,428,095 千円

10,802 千円

2,372,254 千円

1,837,488 千円

46,980 千円

 有形固定資産の減価償却累計額 15,442,733 千円 15,264,149 千円

 受取手形割引高 533,044 千円 258,906 千円

 担保資産及び担保付債務 
  担保提供資産 
  担保付債務    

   1,582,226 千円

2,500,000 千円

   1,673,155 千円

2,500,000 千円

 保証債務 287,586 千円 738,508 千円

 

２．損益計算書関係 

 当事業年度 前事業年度 

研究開発費 

減価償却実施額   有形固定資産 

          無形固定資産 

          その他 

598,063 千円

758,910 千円

23,489 千円

 22,785 千円

511,973 千円

774,078 千円

22,646 千円

 19,231 千円

減損損失関係 

  当事業年度において、当社は以下の資産について減損損失を計上しております。 

場  所 用  途 種  類 減損損失 
富山県砺波市 遊休資産 土地 116,053 千円

  当社の資産グルーピングは、事業用資産においては管理会計上の区分で、遊休資産においては個別物件単位によって行

っております。このうち、遊休資産について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失 116,053 千

円として特別損失に計上いたしました。 

  なお、当該資産の回収可能価額は正味売却価額により測定しており、不動産鑑定評価額に基づき算定しております。 

 

３．株主資本等変動計算書 

当事業年度（平成17年６月１日～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                             （単位：株） 
        前期末株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数 摘要 
自己株式    

普通株式 45,509 115,737 － 161,246 注 

  合計 45,509 115,737 － 161,246 

 注：株式分割による増加91,018 株及び単元未満株式の買取による増加24,719 株であります。  

 

 

 

（リース取引関係） 

ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。 
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（税効果会計） 

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                （単位：千円） 
 前事業年度 当事業年度 

繰延税金資産  

 退職給付引当金 85,324 72,032 

 役員退職給与引当金 100,621 93,349 

 未払事業税 6,613 8,299 

 減損損失 － 46,885 

 繰越欠損金 496,460 569,097 

 その他 14,082 13,812 

 小計 703,101 803,476 

 評価性引当額 △109,685 △722,676 

繰延税金資産計 593,416 80,800 

繰延税金負債  

 固定資産圧縮積立金 169,941 － 

特別償却準備金 3,329 － 

減資に伴う株式譲渡損 285,775 285,775 

繰延税金負債計 459,046 285,775 

繰延税金資産の純額（△繰延税金負債） 134,369 △204,975 

 

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 

原因となった主要な項目別の内訳                                  （単位：％） 

 前事業年度 当事業年度 

法定実効税率 

（調整） 

40.4

交際費等永久に損金算入されない項目 1.5

住民税均等割 5.0

評価性引当額の増減 △122.3

繰越欠損金 42.2

 

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。 
 

法人税還付額 △69.3  

寄付金の損金不算入 24.0  

外国税額控除 5.1  

その他 △0.6  

税効果会計適用後の法人税負担率 △74.0  

 

（７）役員の異動 

 １．代表者の異動 

    該当事項はありません。 

 ２．その他の役員の異動 

   取締役の異動 

該当事項はありません。  

  執行役員の異動（平成18年 8月 29日付） 

    新任執行役員 

執行役員 SANKO GOSEI（THAILAND）LTD.社長 勇崎 晋 

執行役員 
SANKO GOSEI UK LTD.取締役 

兼 SANKO NEDERLAND B.V.取締役営業部長 
久住 アーメン 

     

    退任執行役員 

生産部門長付 椎谷 徹郎 

品質保証部門長 柳島 修一 

 

 


