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平成 18 年 ８ 月期　　　個別財務諸表の概要　 平成18年10月23日

上 場 会 社 名　　株式会社　技研製作所 上場取引所　　　　大証第２部

コ ー ド 番 号　　６２８９ 本社所在都道府県　高知県

（ＵＲＬ　http://www.giken.com）

代 表 者       役職名　代表取締役社長　　氏名　北村　精男

問合せ先責任者 役職名　取締役管理本部長　氏名　田中　孝明　　ＴＥＬ　(０８８)８４６－２９３３

決算取締役会開催日　平成 18年10月23日　　　　配当支払開始予定日　平成 18年11月29日

定時株主総会開催日　平成 18年11月28日　　　　単元株制度採用の有無　有（１単元　1,000株）

１　18年８月期の業績（平成17年９月１日～平成18年８月31日）

(1) 経営成績 （百万円未満切り捨て表示）

売上高 営業利益 経常利益

18年８月期

17年８月期

百万円 　　　　％

5,490 　　　(   12.9)

4,861 　　　(  △9.2)

百万円 　　　　％

549 　　　( △ 2.9)

566 　　　( △ 0.2)

百万円 　　　　％

748 　　　(   13.7)

658 　　　(    4.6)

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８月期

17年８月期

百万円　　　　％

362 （ △10.3） 

404 （ 　18.7） 

円  銭

16  60 

17  80 

円　 銭

－　 －　

－　 －　

％

2.5　

2.8　

％

3.8　

3.4　

％

13.6　

13.6　

（注）①期中平均株式数　　18年８月期　　21,838,025株　　　17年８月期　　21,852,459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８月期

17年８月期

百万円

19,840

19,481

百万円

14,713

14,623

％

74.2

75.1

円　　銭

673　　94

668　　73

（注）①期末発行済株式数　　18年８月期　　21,832,225株　　　17年８月期　　21,845,464株

　　　②期末自己株式数　　　18年８月期　　　　67,303株　　　17年８月期　　　　54,064株

２　19年８月期の業績予想（平成18年９月１日～平成19年８月31日)

売 上 高 経常利益 当期純利益

中間期

通　期

百万円

2,500

5,300

百万円

271

672

百万円

150

370

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）16円95銭

３　配当状況

・現金配当

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
純 資 産
配 当 率

17年８月期

18年８月期

円　　銭

12　00

12　00

円　　銭

6　　00

6　　00

円　　銭

6　　00

6　　00

百万円

262

262

％

67.4

72.3

％

1.8

1.8

19年８月期 12　00 6　　00 6　　00

※　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４ページを参照して下さい。
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１．個別財務諸表等
(1) 貸借対照表

（単位：千円）

前　　期 当　　期

（平成17年８月31日現在） （平成18年８月31日現在）
期　　別

科　　目 金　　額 構成比 金　　額 構成比

増　　減

（△印減）

（資産の部） ％ ％
流動資産

現金及び預金 1,345,752 1,041,774 △303,977

受取手形 758,035 671,988 △ 86,046

売掛金 1,831,387 2,478,830 647,442

完成工事未収入金 13,162 138,018 124,856

有価証券 － 193,870 193,870

製品 391,721 280,183 △111,538

原材料 1,187,925 989,703 △198,222

仕掛品 852,908 633,412 △219,496

未成工事支出金 30,133 52,437 22,303

未収入金 292,238 330,572 38,334

関係会社短期貸付金 － 35,193 35,193

1年以内回収予定関係会社長期貸付金 － 305,433 305,433

繰延税金資産 315,150 375,001 59,850

その他 16,768 22,736 5,967

貸倒引当金 △　  575 △　1,794 △  1,219

流動資産合計 7,034,609 36.1 7,547,360 38.0 512,751
固定資産

　有形固定資産

建物 356,549 358,347 1,798

構築物 100,566 93,948 △　6,618

機械及び装置 100,552 225,529 124,977

車両運搬具 20,051 12,752 △  7,299

工具器具備品 37,731 30,627 △  7,103

土地 4,024,768 3,951,236 △ 73,531

建設仮勘定 65,407 112,632 47,225

計 4,705,627 24.1 4,785,075 24.1 79,448
　無形固定資産

商標権 1,916 1,716 △　  200

その他 9,829 10,461 632

計 11,746 0.1 12,178 0.1 432
　投資その他の資産

投資有価証券 1,001,518 818,836 △182,680

関係会社株式 3,736,391 3,736,391 －

出資金 11,231 11,231 －

関係会社長期貸付金 444,331 352,486 △ 91,844

賃貸用土地 1,654,339 1,654,339 －

役員保険積立金 520,003 543,922 23,918

繰延税金資産 311,948 330,210 18,261

その他 90,790 83,535 △  7,254

貸倒引当金 △　 41,074 △　 35,375 5,698

計 7,729,480 39.7 7,495,577 37.8 △233,902

固定資産合計 12,446,854 63.9 12,292,832 62.0 △154,022

資産合計 19,481,464 100.0 19,840,192 100.0 358,728
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（単位：千円）

前　　期 当　　期

（平成17年８月31日現在） （平成18年８月31日現在）
期　　別

科　　目 金　　額 構成比 金　　額 構成比

増　　減

（△印減）

（負債の部） ％ ％

流動負債

　支払手形 622,817 739,322 116,504

　買掛金 221,148 375,532 154,383

　工事未払金 32,416 4,003 △ 28,413

　短期借入金 1,380,000 1,010,000 △370,000

　１年以内に返済予定の長期借入金 175,330 113,480 △ 61,850

　未払法人税等 50,577 400,492 349,915

　賞与引当金 153,670 181,814 28,143

　役員賞与引当金 － 18,400 18,400

　その他 192,668 332,363 139,695

流動負債合計 2,828,629 14.5 3,175,407 16.0 346,778

固定負債

　長期借入金 1,265,240 1,121,760 △143,480

　退職給付引当金 7,355 5,801 △  1,553

　役員退職慰労引当金 596,810 628,690 31,880

　製品機能維持引当金 154,095 193,917 39,821

長期預り保証金 5,603 1,062 △  4,540

固定負債合計 2,029,103 10.4 1,951,231 9.8 △ 77,872

負債合計 4,857,732 24.9 5,126,638 25.8 268,906
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（単位：千円）

前　　期 当　　期

（平成17年８月31日現在） （平成18年８月31日現在）
期　　別

科　　目 金　　額 構成比 金　　額 構成比

増　　減

（△印減）

（資本の部）
─資本金 3,240,431 16.6 － － △3,240,431

資本剰余金

　資本準備金 4,400,708 － △4,400,708

資本剰余金合計 4,400,708 22.6 － － △4,400,708

利益剰余金

　利益準備金 265,767 － △265,767

　特別償却準備金 269 － △269

　買換資産圧縮積立金 38,179 － △38,179

　別途積立金 6,300,000 － △6,300,000

　当期未処分利益 404,111 － △404,111

利益剰余金合計 7,008,328 36.0 － － △7,008,328

その他有価証券評価差額金 △   6,535 △  0.0 － － 6,535

自己株式 △　19,201 △  0.1 － － 19,201

資本合計 14,623,731 75.1 － － 14,623,731

負債・資本合計 19,481,464 100.0 － － 19,481,464

（純資産の部）

株主資本

　資本金 － － 3,240,431 16.3 3,240,431

　資本剰余金

　　資本準備金 － 4,400,708 4,400,708

資本剰余金合計 － － 4,400,708 22.2 4,400,708

　利益剰余金

　　利益準備金 － 265,767 265,767

　　その他利益剰余金

　　　買換資産圧縮積立金 － 38,179 38,179

　　　別途積立金 － 6,300,000 6,300,000

　　　繰越利益剰余金 － 489,622 489,622

利益剰余金合計 － － 7,093,569 35.8 7,093,569

　自己株式 － － △　26,319 △0.2 △　26,319

　株主資本合計 － － 14,708,390 74.1 14,708,390

評価・換算差額等 －

　その他有価証券評価差額金 － 5,163 0.1 5,163

評価・換算差額等合計 － － 5,163 0.1 5,163

純資産合計 － － 14,713,554 74.2 14,713,554

負債・純資産合計 － － 19,840,192 100.0 19,481,464
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(2) 損益計算書

（単位：千円）

前　　期 当　　期

（自 平成16年９月１日
　至 平成17年８月31日）

（自 平成17年９月１日
　至 平成18年８月31日）

期　　別

科　　目 金　　額 百分比 金　　額 百分比

増　　減

（△印減）

％ ％

売上高 4,861,518 100.0 5,490,554 100.0 629,036

売上原価 2,749,678 56.6 3,400,183 61.9 650,504

売上総利益 2,111,839 43.4 2,090,371 38.1 △ 21,468

販売費及び一般管理費 1,545,351 31.7 1,540,526 28.1 △  4,825

営業利益 566,487 11.7 549,844 10.0 △ 16,642

営業外収益

受取利息 4,122 4,148 25

有価証券利息 30,221 23,344 △  6,877

受取配当金 10,260 12,780 2,519

不動産賃貸料 102,444 105,634 △  3,190

投資有価証券売却益 500 － △    500

為替差益 9,068 102,681 93,612

その他 20,770 39,162 18,392

　　営業外収益合計 177,387 3.6 287,752 5.2 110,364

営業外費用

支払利息 25,051 21,668 △  3,383

投資有価証券売却損 － 23,771 23,771

たな卸資産廃棄損 25,613 3,227 △ 22,386

たな卸資産評価損 24,200 38,709 14,509

その他 10,117 1,281 △  8,835

　　営業外費用合計 84,982 1.7 88,658 1.6 3,675

経常利益 658,892 13.6 748,939 13.6 90,046

特別利益

役員退職慰労引当金戻入益 43,210 － △ 43,210

移転補償金 － 25,212 25,212

　　特別利益合計 43,210 0.8 25,212 0.5 △ 17,997

特別損失

減損損失 － 73,531 73,531

　　特別損失合計 － － 73,531 1.3 73,531

税引前当期純利益 702,102 14.4 700,620 12.8 △  1,482

法人税、住民税及び事業税 43,645 0.9 424,213 7.7 380,568

法人税等調整額 254,355 5.2 △ 86,042 △1.5 △340,397

当期純利益 404,101 8.3 362,448 6.6 △ 41,653
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(3)株主資本等変動計算書

当事業年度（自平成17年９月１日　至平成18年８月31日）

（単位：千円）

株主資本

資本剰余金 利益剰余金

資本金
資本準備金 利益準備金

その他利益剰

余金
利益剰余金合計

平成17年８月31日残高 3,240,431 4,400,708 265,767 6,742,560 7,008,328

事業年度中の変動額

　剰余金の配当 △262,106 △262,106

　役員賞与の支払 △15,100 △15,100

　当期純利益 362,448 362,448

　自己株式の取得 －

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）
－

事業年度中の変動額合計 － － － 85,241 85,241

平成18年８月31日残高 3,240,431 4,400,708 265,767 6,827,802 7,093,569

株主資本
評価・換算

差額等

自己株式 株主資本合計
その他有価証券

評価差額金

純資産合計

平成17年８月31日残高 △19,201 14,630,266 △6,535 14,623,731

事業年度中の変動額

　剰余金の配当 △262,106 △262,106

　役員賞与の支払 △15,100 △15,100

　当期純利益 362,448 362,448

　自己株式の取得 △7,118 △7,118 △7,118

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）
－ 11,698 11,698

事業年度中の変動額合計 △7,118 78,123 11,698 89,822

平成18年８月31日残高 △26,319 14,708,390 5,163 14,713,554

（その他利益剰余金の内訳）

特別償却準備金
買換資産圧縮

積立金
別途積立金 繰越利益剰余金 合計

平成17年８月31日残高 269 38,179 6,300,000 404,111 6,742,560

事業年度中の変動額

　剰余金の配当 △262,106 △262,106

　役員賞与の支払 △15,100 △15,100

特別償却準備金の取崩 △269 269 －

　当期純利益 362,448 362,448

事業年度中の変動額合計 △269 － － 85,510 85,241

平成18年８月31日残高 － 38,179 6,300,000 489,622 6,827,802
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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

売買目的有価証券････････時価法（売却原価は移動平均法により算定）

子 会 社 株 式･･････････移動平均法による原価法

その他有価証券

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）

時価のないもの････････移動平均法による原価法

２．デリバティブ等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、仕掛品及び未成工事支出金･･･個別法による原価法

原材料･･･････････････････････････月別総平均法による原価法

ただし、中古機は個別法による原価法

４．固定資産の減価償却の方法

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（附属設備を除

く）は定額法

無形固定資産･･････････定額法。ただし、自社利用のソフトウェアは社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法

５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替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。

６．引当金の計上基準

貸倒引当金･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ 売上債権、貸付金等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。

賞与引当金･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年

度の負担額を計上しております。

役員賞与引当金 ･ ･ ･ ･ 役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度

の負担額を計上しております。

（会計方針の変更）

　役員賞与は、従来利益処分により未処分利益の減少とする処理を行ってお

りましたが、当事業年度より「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準委

員会　企業会計基準第４号　平成17年11月29日）を適用し、発生時に販売費

及び一般管理費として処理しております。この結果、従来の方法によった場合

に比較して営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ18,400千
円減少しております。

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。

役員退職慰労引当金 ･ 役員退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上してお

ります。
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製品機能維持引当金･･･ 販売済み製品の機能維持費用に充てるため、対象となる製品の契約内容に

従い、過去の実績による機種ごとの必要見込額を計上しております。

７．売上高の計上基準

　売上高のうち圧入工事事業の長期請負工事（工期１年以上かつ請負金額１億円以上）については、

工事進行基準により計上しております。

８．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。

９．ヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

　　繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約及び通貨スワ

ップについては振当処理に、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理によ

っております。

②ヘッジ手段とヘッジ対象

　　為替予約、オプション及びスワップを手段として、契約時に存在する債権債務等を対象としてお

ります。

③ヘッジ方針

　　社内規定においてヘッジの手段と対象を定め、為替変動リスク及び金利変動リスクをヘッジする

目的で行っております。

④ヘッジ有効性評価の方法

　　ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計または相場変動とヘッジ手段のキャッシュ・フロー

変動の累計または相場変動を比較し、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、有効性の評価を省略しております。

10．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

　税抜方式を採用しております。

（重要な会計方針の変更）

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。

　この結果、従来の方法によった場合と比較して税引前当期純利益は73,531千円減少しております。

  

貸借対照表「純資産の部」の表示

　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14,713,554千円であります。

　　なお、財務諸表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

後の財務諸表規則により作成しております。
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 当事業年度

（平成17年８月31日現在） （平成18年８月31日現在）

１．有形固定資産の減価償却累計額
1,934,409千円

２．担保に供している資産並びに担保付債務

は、次のとおりであります。
　担保資産
　　建物 23,365千円
　　土地 891,306
　　賃貸用土地         　　1,654,339

　　　　計 2,569,010

　担保付債務
　　短期借入金 1,280,000千円
　　長期借入金 1,348,720
　　（うち１年以内返済予定額
　　　　　             　　　113,480）

　　　　計 2,628,720

なお、上記の建物、土地及び賃貸用土地
については、根抵当権（極度限度額
2,480,000千円）が設定されております。

３．関係会社に対する主な資産・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主なものは、次
のとおりであります。
　受取手形 226,999千円
　売掛金 499,062千円
　未収入金 288,824千円

４．建物及び構築物に含まれる緑化設備につい

ては、圧縮記帳により5,100千円を取得価額よ

り直接減額しております。

５．授権株式数
　　　　普通株式 49,800,000株

　ただし、定款の定めにより、自己株式の
消却が行われた場合には、これに相当する
株式数を減ずることとなっております。

　　　発行済株式総数
　　　　普通株式 21,899,528株

６．自己株式の保有数
　　　　普通株式 54,064株

７．買取保証
  下記のとおり買取保証を行っております。
　　住商リース㈱　　　　　260,187千円
  　東京リース㈱　　　　　 90,157千円
　　その他６件　　　　　　 24,000千円

１．有形固定資産の減価償却累計額
2,001,259千円

２．担保に供している資産並びに担保付債務

は、次のとおりであります。
　担保資産
　　建物 21,849千円
　　土地 891,306
　　賃貸用土地         　　1,654,339

　　　　計 2,567,494

　担保付債務
　　短期借入金 870,000千円
　　長期借入金 1,235,240
　　（うち１年以内返済予定額
　　　　　             　　　113,480）

　　　　計 2,105,240

３．関係会社に対する主な資産・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主なものは、次
のとおりであります。
　売掛金 835,851千円
　未収入金 329,246千円

４. 　　　　　同　　　　　左

――――――――

――――――――

７．買取保証
  下記のとおり買取保証を行っております。
　　住商リース㈱　　　　　325,166千円
  　東京リース㈱　　　　　 65,144千円
　　その他７件　　　　　　 69,000千円
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前事業年度 当事業年度

（平成17年８月31日現在） （平成18年８月31日現在）

８．当社は、運転資金の効率的な調達を行うた

め取引銀行６行と当座貸越契約を締結してお

ります。

　当事業年度末における当座貸越契約に係

る借入未実行残高は次のとおりでありま

す。

　　当座貸越極度額の総額 4,000,000千円

　　借入実行残高            1,380,000
　　差引額 　　　2,620,000

８．当社は、運転資金の効率的な調達を行うた

め取引銀行６行と当座貸越契約を締結してお

ります。

　当事業年度末における当座貸越契約に係

る借入未実行残高は次のとおりでありま

す。

　　当座貸越極度額の総額 4,000,000千円

　　借入実行残高            1,010,000
　　差引額 　　　2,990,000

（損益計算書関係）

前事業年度 当事業年度

（自　平成16年９月１日

　　至　平成17年８月31日）

（自　平成17年９月１日

　　至　平成18年８月31日）

１．研究開発費の総額
　一般管理費に含まれる研究開発費は次の
とおりであります。

74,858千円
　製造費用に含まれる研究開発費はありま
せん。

２．他勘定振替高
　　　他勘定振替高の内容は次のとおりであり

ます。
　　　　機械及び装置 3,625千円
　　　　
３．販売費及び一般管理費
　　　販売費に属する費用のおおよその割合は

28％、一般管理費に属する費用のおおよそ
の割合は72％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。
　　製品保証費 82,812千円
    貸倒引当金繰入額 7,097千円
　　役員報酬 119,980千円
　　給料手当 380,335千円
　　賞与 43,926千円
　　賞与引当金繰入額 93,350千円
　　退職給付費用 37,532千円
　　役員退職慰労引当金繰入額 22,340千円
　　旅費交通費 80,888千円
    地代家賃 116,343千円
　　試験研究費 74,858千円
　　減価償却費 25,040千円
　　

４．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。

　　　　売上高 1,177,344千円
　　　　不動産賃貸料 33,714千円

１．研究開発費の総額
　一般管理費に含まれる研究開発費は次の
とおりであります。

47,630千円
　製造費用に含まれる研究開発費はありま
せん。

２．他勘定振替高
　　　他勘定振替高の内容は次のとおりであり

ます。
　　　　機械及び装置 121,777千円
　　　　
３．販売費及び一般管理費
　　　販売費に属する費用のおおよその割合は

25％、一般管理費に属する費用のおおよそ
の割合は75％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。
　　貸倒引当金繰入額 1,459千円
　　役員報酬 134,790千円
　　給料手当 374,562千円
　　賞与 28,837千円
　　賞与引当金繰入額 112,596千円
　　役員賞与引当金繰入額 18,400千円
　　退職給付費用 42,875千円
　　役員退職慰労引当金繰入額 31,880千円
　　地代家賃 123,764千円
　　減価償却費 27,221千円

　　
４．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。
　　　　売上高 1,274,145千円
　　　　不動産賃貸料 33,907千円
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前事業年度 当事業年度

（自　平成16年９月１日

　　至　平成17年８月31日）

（自　平成17年９月１日

　　至　平成18年８月31日）

５．減損損失
　　　当事業年度において、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

兵庫県
丹波市

遊休資産 土地

北海道
千歳市

遊休資産 土地

――――――――

　管理会計上の区分及び投資の意思決定を
行う際の単位等を基礎として継続的に収支
の把握がなされている単位で資産のグルー
ピングを行っております。また、事業の用
に供していない遊休資産等については個別
に取り扱っております。上記土地について
は遊休状態にあることから、当該資産の帳
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（73,531千円）として特別
損失に計上しました。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、相続税評価額を基礎として評価して
おります。

（株主資本等変動計算書関係）

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

自己株式

　普通株式 54,064 13,239 － 67,303

合　計 54,064 13,239 － 67,303

（注）自己株式の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。
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２．有価証券

　前事業年度及び当事業年度のいずれにおいても子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 当事業年度

（平成17年８月31日現在） （平成18年８月31日現在）

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）

　　　たな卸資産評価減 234,505千円

　　　賞与引当金 62,082

　　　役員退職慰労引当金 241,111

　　　その他    　115,279

　　　　繰延税金資産合計 652,979

　（繰延税金負債）

　　　買換資産圧縮積立金 △   25,880
　　　繰延税金負債合計 △   25,880
　　繰延税金資産の純額     627,099

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 40.4％

　（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.4

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.5

留保金課税 0.8

住民税均等割等 1.6

その他 △0.3

税効果適用後の法人税等の負担率  42.4

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）

　　　たな卸資産評価減 260,711千円

　　　賞与引当金 73,452

　　　役員退職慰労引当金 253,990

　　　その他    　146,436

　　　　繰延税金資産合計 734,592

　（繰延税金負債）

　　　買換資産圧縮積立金 △   25,880
　　　その他 △  　3,500

　　　　繰延税金負債合計 △   29,380
　　繰延税金資産の純額     705,211

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 40.4％

　（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.5

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.1

役員賞与引当金繰入額 1.1

減損損失 4.2

住民税均等割等 1.8

その他 0.4

税効果適用後の法人税等の負担率  48.3
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４．役員の異動

(1) 代表者の異動

　該当事項はありません。

(2) 取締役の異動

　該当事項はありません。

(3) 監査役の異動

　該当事項はありません。


