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平成 18年 9 月期   個別財務諸表の概要             平成18年11月８日 

会 社 名  株式会社 エスケーエレクトロニクス  上場取引所     ＪＡＳＤＡＱ 

コード番号  6677                   本社所在都道府県   京都府 

（ＵＲＬ http://www.sk-el.co.jp ） 

代  表  者 役  職  名  代表取締役社長 
        氏    名  野上 良忠 
問合せ先責任者 役  職  名  取締役経営戦略室担当兼総務・人材開発部担当 
        氏    名  乙志 利明   ＴＥＬ（075） 441 － 2333 
決算取締役会開催日  平成18年11月８日   配当支払開始予定日   平成18年12月25日 
定時株主総会開催日  平成18年12月22日   単元株制度採用の有無  無 
 

１．18年９月期の業績（平成17年10月１日～平成18年９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 

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％
18年９月期 16,213   （20.8） 947   （ 4.8） 1,236   （ 3.1）
17年９月期 13,420   （47.4） 904   （27.2） 1,199   （53.5）

 

 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 本 
経常利益率 

売 上 高
経常利益率

 百万円  ％ 円  銭 円  銭 ％ ％ ％
18年９月期 774 （20.9） 7,192   53 －  － 8.3  6.0   7.6  
17年９月期 640 （59.6） 5,473    5 －  － 7.3  7.1   8.9  

(注)①期中平均株式数      18年9月期  107,744.13株   17年9月期   107,748.17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 
④平成16年11月19日をもって１対３の株式分割を実施いたしました。 

 

(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 

 百万円 百万円 ％ 円  銭
18年９月期 21,939       9,653      44.0   89,597      56
17年９月期 19,440       9,082      46.7   83,818      96

(注)①期末発行済株式数   18年9月期 107,742.35株   17年9月期 107,746.25株 
②期末自己株式数    18年9月期    257.65株   17年9月期    253.75株 
③平成16年11月19日をもって１対３の株式分割を実施いたしました。 

 

２．19年９月期の業績予想（平成18年10月１日～平成19年９月30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 8,770 340 190 
通 期 17,940 900 490 

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期) 4,547円89銭 
    
３．配当状況 
・現金配当 1株当たり配当金（円） 配当金総額 配当性向 純資産 

 中間期末 期末 その他 年間 （百万円） （％） 配当率(％)

17年９月期 － 1,800 － 1,800 193 32.9 2.1 

18年９月期 － 1,900 － 1,900 204 26.4 2.1 

19年９月期（予想） － 1,200 － 1,200    

(注)①平成16年11月19日をもって１対３の株式分割を実施いたしました。 
②18年９月期期末配当金の内訳  普通配当1,900円00銭 

 
当資料に記載の業績見通しは、現在入手している情報による判断及び判定に基づいた見通しであり、リスクや

不確実性を含んでいます。実際の業績は、様々な要素によりこれら業績見通しとは大きく異なる可能性がありま
す。なお、上記予想に関する事項は、決算短信（連結）添付資料の８頁を参照してください。 
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２ 【財務諸表等】 

(1) 【財務諸表】 

① 【貸借対照表】 

 

  
第４期 

(平成17年９月30日) 
第５期 

(平成18年９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  868,620  1,162,817

 ２ 受取手形 ※８ 167,452  85,449

 ３ 売掛金 ※１ 4,317,901  4,983,774

 ４ 製品  3,434  －

 ５ 原材料  1,561,123  1,827,843

 ６ 仕掛品  167,183  171,708

 ７ 貯蔵品  41,483  92,083

 ８ 前払費用  34,533  46,777

 ９ 繰延税金資産  169,468  84,239

  10 未収消費税等  451,175  241,288

 11 その他  185,540  35,192

   貸倒引当金  △37,000  △43,000

   流動資産合計  7,930,917 40.8  8,688,174 39.6

Ⅱ 固定資産   

 １ 有形固定資産 ※２  

  (1) 建物 ※３ 2,452,869  2,600,316

  (2) 構築物  49,828  51,951

  (3) 機械及び装置 ※３ 4,747,104  7,022,247

  (4) 車両運搬具  149  149

  (5) 工具器具備品  132,573  154,021

  (6) 土地 ※３ 904,751  904,751

  (7) 建設仮勘定  845,820  14,641

   有形固定資産合計  9,133,097 47.0  10,748,078 49.0

 ２ 無形固定資産   

  (1) ソフトウェア  94,188  93,772

   無形固定資産合計  94,188 0.5  93,772 0.4

 ３ 投資その他の資産   

  (1) 投資有価証券  204,234  287,626

  (2) 関係会社株式  1,961,933  1,967,673

  (3) 従業員長期貸付金  1,796  778

  (4) 保証金  20,475  47,509

  (5) 繰延税金資産  44,022  －

  (6) その他  49,602  107,482

    貸倒引当金  △30  △1,486

   投資その他の資産合計  2,282,035 11.7  2,409,583 11.0

   固定資産合計  11,509,322 59.2  13,251,435 60.4

   資産合計  19,440,239 100.0  21,939,609 100.0
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第４期 

(平成17年９月30日) 
第５期 

(平成18年９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 ※８ 2,745,127  3,799,358

 ２ 買掛金  819,577  487,211

 ３ 短期借入金 ※３ 815,000  2,060,000

 ４ 一年以内返済予定の 
   長期借入金 

※３ 804,252  873,860

 ５ 未払金  307,131  112,638

 ６ 未払費用  284,434  118,927

 ７ 未払法人税等  300,000  112,000

 ８ 預り金  18,866  56,220

  ９  設備支払手形 ※８ 717,787  560,503

 10 役員賞与引当金  ―  48,000

 11 前受収益  1,825  1,825

 12 一年以内返済予定の 
   長期設備未払金 

 712,037  506,741

 13 その他  80,542  99,510

   流動負債合計  7,606,582 39.1  8,836,795 40.3

Ⅱ 固定負債   

 １ 長期借入金 ※３ 1,328,568  2,428,670

 ２ 長期設備未払金  1,358,090  933,523

 ３ 繰延税金負債  ―  22,348

 ４ その他  64,820  64,820

   固定負債合計  2,751,478 14.2  3,449,362 15.7

   負債合計  10,358,060 53.3  12,286,157 56.0

   

(資本の部)   

Ⅰ 資本金 ※４ 3,729,025 19.2  － －

Ⅱ 資本剰余金   

 １ 資本準備金  3,954,716  －

 ２ その他資本剰余金   

   (1)自己株式処分差益  65 65 － －

  資本剰余金合計  3,954,782 20.3  － －

Ⅲ 利益剰余金   

 １ 利益準備金  21,500  －

 ２ 任意積立金   

    別途積立金  550,000 550,000 － －

 ３ 当期未処分利益  829,924  －

  利益剰余金合計  1,401,424 7.2  － －

Ⅳ その他有価証券評価差額金  43,955 0.2  － －

Ⅴ 自己株式 ※５ △47,008 △0.2  － －

   資本合計  9,082,178 46.7  － －

   負債及び資本合計  19,440,239 100.0  － －
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第４期 

(平成17年９月30日) 
第５期 

(平成18年９月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(純資産の部)   

Ⅰ 株主資本   

１ 資本金 ※４ － －  3,729,025 17.0

２ 資本剰余金   

(1) 資本準備金  － 3,954,716 

(2) その他資本剰余金  － 65 

資本剰余金合計  － －  3,954,782 18.0

３ 利益剰余金   

(1) 利益準備金  －  21,500

(2) その他利益剰余金   

別途積立金  － 880,000 

繰越利益剰余金  － 1,029,933 1,909,933

利益剰余金合計  － －  1,931,433 8.8

４ 自己株式 ※５ － －  △48,579 △0.2

株主資本合計  － －  9,566,661 43.6

Ⅱ 評価・換算差額等   

１ その他有価証券評価 
  差額金 

 － －  86,790 0.4

評価・換算差額等合計  － －  86,790 0.4

純資産合計  － －  9,653,452 44.0

負債及び純資産合計  － －  21,939,609 100.0
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② 【損益計算書】 
 

  
第４期 

(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

第５期 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９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 ※４ 9,819,116 12,441,605 

２ 材料売上高 ※４ 3,417,259 3,586,554 

３ その他売上高 ※1,4 184,404 13,420,780 100.0 185,603 16,213,763 100.0

Ⅱ 売上原価   

１ 期首製品たな卸高  21,000 3,434 

２ 当期製品製造原価  7,870,496 10,325,554 

３ 当期製品仕入高  102,045 38,483 

合計  7,993,541 10,367,473 

４ 期末製品たな卸高  3,434 － 

５ 製品売上原価  7,990,106 10,367,473 

６ 材料売上原価  2,925,344 10,915,451 81.3 3,108,888 13,476,361 83.1

売上総利益  2,505,329 18.7  2,737,401 16.9

   

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※2,3 1,600,971 12.0  1,789,835 11.1

営業利益  904,357 6.7  947,565 5.8

   

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息  539 284 

２ 受取配当金 ※４ 135,577 162,863 

３ 不動産賃貸収益  26,201 24,379 

４ 受取技術指導料 ※４ 150,975 180,625 

５ その他 ※４ 74,998 388,291 2.9 52,369 420,522 2.6

   

Ⅴ 営業外費用   

１ 支払利息  65,877 90,952 

２ 不動産賃貸原価  10,289 10,182 

３ その他  16,531 92,698 0.7 30,093 131,228 0.8

経常利益  1,199,951 8.9  1,236,859 7.6

Ⅵ 特別利益 
補助金収入 
 

Ⅶ 特別損失 

※５ ― 30,000 30,000 0.2

１ 固定資産除却損 ※６ 34,593 19,781 

２ 会員権評価損  1,649 36,243 0.2 － 19,781 0.1

税引前当期純利益  1,163,707 8.7  1,247,078 7.7

法人税、住民税及び 
事業税 

 537,190 349,681 

法人税等調整額  △14,194 522,996 3.9 122,443 472,125 2.9

当期純利益  640,711 4.8  774,952 4.8

前期繰越利益  189,212  －

当期未処分利益  829,924  －
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製造原価明細書 

  
第４期 

(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

第５期 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

Ⅰ 材料費  4,051,994 50.5 5,321,212 51.2

Ⅱ 労務費  818,380 10.2 1,066,975 10.3

Ⅲ 経費 ※１ 3,158,521 39.3 3,992,542 38.5

当期総製造費用  8,028,895 100.0 10,380,730 100.0

期首仕掛品たな卸高  41,222 167,183 

合計  8,070,118 10,547,914 

期末仕掛品たな卸高  167,183 171,708 

他勘定振替高 ※２ 32,438 50,650 

当期製品製造原価  7,870,496 10,325,554 

   

 

原価計算の方法 

個別原価計算によっており、原材料費は実際原価で、その他の費用は予定原価により製品原価の

計算を行い、実際原価と予定原価との差額は期末においてたな卸資産および売上原価に配賦して

おります。 

 

(注) 

第４期 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

第５期 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

※１ 製造経費のうち主なものは次のとおりでありま

す。 

減価償却費 1,098,076千円

修繕費 262,798千円

外注加工費 592,235千円

荷造運送費 281,022千円

業務委託費 257,878千円

消耗品費 114,760千円
 

※１ 製造経費のうち主なものは次のとおりでありま

す。 

減価償却費 2,003,426千円

修繕費 328,921千円

外注加工費 487,041千円

荷造運送費 336,044千円

業務委託費 71,803千円

消耗品費 136,762千円
 

※２ 他勘定振替高のうち主なものは次のとおりであり

ます。 

プレゼンテーション費 19,091千円

研究開発費 13,346千円
 

※２ 他勘定振替高のうち主なものは次のとおりであり

ます。 

プレゼンテーション費 5,577千円

研究開発費 45,072千円
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③ 【利益処分計算書】 

 

  
第４期 

(平成17年12月22日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 

Ⅰ 当期未処分利益  829,924 

Ⅱ 利益処分額   

１ 配当金  193,943  

２ 役員賞与金  51,000  

(うち監査役賞与金)               (3,700)  

３ 任意積立金   

別途積立金  330,000 574,943 

Ⅲ 次期繰越利益  254,981 

   

(注) 日付は株主総会承認年月日であります。 
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④ 【株主資本等変動計算書】   第５期(自 平成17年10月１日 至 平成18年９月30日) 

（単位：千円） 

株主資本 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 

平成17年９月30日残高 3,729,025 3,954,716 65 3,954,782

事業年度中の変動額  

 剰余金の配当  ―

 利益処分による役員賞与  ―

 別途積立金の積立  ―

 当期純利益  ―

 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 ― ― ― ―

平成18年９月30日残高 3,729,025 3,954,716 65 3,954,782

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

利益準備金 
別途積立金 繰越利益剰余金

利益剰余金合計
自己株式 株主資本合計

平成17年９月30日残高 21,500 550,000 829,924 1,401,424 △47,008 9,038,223

事業年度中の変動額   

 剰余金の配当  △193,943 △193,943  △193,943

 利益処分による役員賞与  △51,000 △51,000  △51,000

 別途積立金の積立  330,000 △330,000 ―  ―

 当期純利益  774,952 774,952  774,952

 自己株式の取得  ― △1,571 △1,571

 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 ― 330,000 200,009 530,009 △1,571 528,438

平成18年９月30日残高 21,500 880,000 1,029,933 1,931,433 △48,579 9,566,661

 

評価・換算差額等 

 その他有価証券

評価差額金 

評価・換算 

差額等合計 

純資産合計 

平成17年９月30日残高 43,955 43,955 9,082,178

事業年度中の変動額 

 剰余金の配当 ― △193,943

 利益処分による役員賞与 ― △51,000

 別途積立金の積立 ― ―

 当期純利益 ― 774,952

 自己株式の取得 ― △1,571

 株主資本以外の項目の 

 事業年度中の変動額(純額) 
42,835 42,835 42,835

事業年度中の変動額合計 42,835 42,835 571,273

平成18年９月30日残高 86,790 86,790 9,653,452
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重要な会計方針 

項目 
第４期 

(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

第５期 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1) 子会社株式 

   総平均法による原価法 

(1) 子会社株式 

同左 

 (2) その他有価証券 

   時価のあるもの 

    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

価は総平均法により算定して

おります。) 

(2) その他有価証券 

   時価のあるもの 

    期末日の市場価格等に基づく

時価法(評価差額は全部純資

産直入法により処理し、売却

原価は総平均法により算定し

ております。) 

    時価のないもの 

    総平均法による原価法 

   時価のないもの 

同左 

２ デリバティブ取引により

生じる正味の債権（及び

債務）の評価基準及び評

価方法 

時価法 同左 

３ たな卸資産の評価基準及

び評価方法  

(1) 製品・仕掛品 

   個別法による原価法  

(1) 製品・仕掛品 

同左 

 (2) 原材料・貯蔵品 

   大型総合フォトマスク事業 

    月別総平均法による原価法 

   回路検証支援ツール事業 

    先入先出法による原価法 

(2) 原材料・貯蔵品 

   大型総合フォトマスク事業 

同左 

   回路検証支援ツール事業 

同左 

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(建物附属設備は

除く)については、定額法を採用

しております。 

   なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

建物 15～50年

機械及び装置 ７～11年
 

(1) 有形固定資産 

同左 
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項目 
第４期 

(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

第５期 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

 (2) 無形固定資産 

   定額法 

   なお、自社利用ソフトウェアに

ついては、社内における利用可能

期間(５年)に基づく定額法を、ま

た、販売用ソフトウェアについて

は、見込販売収益に基づく償却額

と見込販売可能期間(３年)に基づ

く均等配分額とを比較し、いずれ

か大きい額を計上する方法を採用

しております。 

(2) 無形固定資産 

同左 

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計

上しております。 

(2) 退職給付引当金 

同左 

 

 

 

（会計方針の変更） 

当事業年度より「『退職給付に係る

会計基準』の一部改正」（企業会計基

準第３号 平成17年3月16日）及び

「『 退職給付に係る会計基準』の一

部改正に関する適用指針」（企業会計

基準適用指針第７号 平成17年3月16

日）を適用しております。 

なお、当事業年度において、当社で

は、年金資産が退職給付債務を上回っ

ているため、前払年金費用として投資

その他の資産の「その他」に計上して

おります。 

これにより営業利益、経常利益及税

引前当期純利益は56,557千円増加して

おります。 
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項目 
第４期 

(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

第５期 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

 (3)       ――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 役員賞与引当金 

役員の賞与給付に備えるため、役員

賞与支給見込額の当事業年度負担額を

計上しております。 

(会計方針の変更） 

役員賞与については、従来、利益処

分により利益剰余金の減少として処理

しておりましたが、当事業年度から

「役員賞与に関する会計基準」（企業

会計基準第４号 平成17年11月29日）

を適用し、発生した会計期間の費用と

して処理しております。 

これにより、営業利益、経常利益及

び税引前当期純利益は48,000千円減少

しております。 

 (4) 役員退職慰労引当金 

（追加情報） 

平成16年12月17日の株主総会におい

て、役員退職慰労金制度の廃止および

同総会までの在任期間に係る退職慰労

金を退任時に支給することを決定した

ことに伴い、退職慰労金相当額を固定

負債の「その他」に振り替えておりま

す。 

――― 

６ 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。 

同左 

７ 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 

８ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

   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

を行っております。 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ① ヘッジ手段 

    金利スワップ 

 ② ヘッジ対象 

    変動金利の借入金利息 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対対象 

① ヘッジ手段  

同左 

② ヘッジ対象 

同左 
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項目 

第４期 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

第５期 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

 (3) ヘッジ方針 

   市場変動相場に伴うリスクの軽

減を目的として利用する方針であ

ります。 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

   ヘッジ手段及びヘッジ対象に関

する重要な条件が同一であり、か

つ相場変動またはキャッシュ・フ

ロー変動リスクを完全に相殺する

ものと想定されるため、有効性の

判定は省略しております。 

(3) ヘッジ方針 

同左 

 

 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

９  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。 

消費税等の会計処理 

同左 
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会計処理の変更 

 

第４期 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

第５期 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９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。 

これによる損益に与える影響はありません。 

 

――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する注記） 

当事業年度から「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）および「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、9,653,452

千円であります。 

 

表示方法の変更 

 

第４期 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

第５期 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

（貸借対照表） 

１ 前事業年度まで流動資産の「その他」に含めて表示

しておりました「未収消費税等」は、金額的重要性が

増したため、区分掲記しております。なお、前事業年

度における「未収消費税等」は65,035千円でありま

す。 

２ 前事業年度まで流動負債の「その他」に含めて表示

しておりました「設備支払手形」は、金額的重要性が

増したため、区分掲記しております。なお、前事業年

度における「設備支払手形」は65,673千円でありま

す。 

――― 
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注記事項 

(貸借対照表関係) 

 

第４期 
(平成17年９月30日) 

第５期 
(平成18年９月30日) 

※１ 関係会社に係る注記 

   区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

関係会社に対するものは次のとおりであります。 

売掛金 924,203千円
 

※１ 関係会社に係る注記 

   区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

関係会社に対するものは次のとおりであります。 

売掛金 593,787千円
 

  

※２ 有形固定資産の減価償却累計額 

 6,420,965千円
 

※２ 有形固定資産の減価償却累計額 

 8,397,075千円
 

  

※３ 担保資産 

   (担保に供している資産) 

建物 584,668千円 (584,668千円)

機械及び装置 325,184千円 (325,184千円)

土地 645,351千円 (645,351千円)

計 1,555,204千円 (1,555,204千円)

   上記( )内は、工場財団を組成している金額であ

ります。 

※３ 担保資産 

   (担保に供している資産) 

建物 535,432千円 (535,432千円)

機械及び装置 202,023千円 (202,023千円)

土地 645,351千円 (645,351千円)

計 1,382,807千円 (1,382,807千円)

   上記( )内は、工場財団を組成している金額であ

ります。 

  

   (担保設定の原因となる債務) 

短期借入金 815,000千円 (815,000千円)

長期借入金 2,132,820千円 (2,132,820千円)

(１年以内返済予定分を804,252千円含む)

計 2,947,820千円 (2,947,820千円)
 

   (担保設定の原因となる債務) 

短期借入金 2,060,000千円 (2,060,000千円)

長期借入金 3,302,530千円 (3,302,530千円)

(１年以内返済予定分を873,860千円含む)

計 5,362,530千円 (5,362,530千円)
 

   上記( )内は、担保に供されている工場財団資産

に対応する債務の金額であります。 

   上記( )内は、担保に供されている工場財団資産

に対応する債務の金額であります。 

  

327,600株※４ 授権株式数    普通株式 327,600株

   発行済株式総数  普通株式 108,000株
 

※４ 授権株式数    普通株式 

   発行済株式総数  普通株式 108,000株

  

※５ 自己株式の種類及び数 ※５ 自己株式の種類及び数 

普通株式 253.75株
 

    普通株式    257.65株

  

 ６ 偶発債務 

   経営指導念書 

相手先 摘要 金額 

（関係会社） 

頂正科技股份 

有限公司 

 

銀行借入金 

 

 

200,000千円

 

 ６ 偶発債務 

   経営指導念書 

相手先 摘要 金額 

（関係会社） 

頂正科技股份 

有限公司 

 

銀行借入金 

 

 

115,000千円

 
債務保証 

相手先 摘要 金額 

（関係会社） 

SKE KOREA 

CO., LTD. 

 

銀行借入金 

 

 

100,000  

千ウォン
 
 

７          ――― 

  

７ 配当制限 

   商法施行規則第124条第３号に規定する増加純資

産額 

 43,955千円
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第４期 

(平成17年９月30日) 
第５期 

(平成18年９月30日) 

※８          ――― 

 

※８ 期末日満期手形の会計処理 

  期末日満期手形の会計処理については、手形交換日

をもって決済処理をしております。 

  なお、当期末日が金融機関の休日であったため、次

の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

   受取手形      9,166千円 

   支払手形    1,036,268千円 

設備支払手形    72,107千円 

 

(損益計算書関係) 
 

第４期 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

第５期 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

※１ 「その他売上高」のうちには、ロイヤリティ収入

183,997千円が含まれております。 

※１ 「その他売上高」のうちには、ロイヤリティ収入

185,603千円が含まれております。 

  

※２ 販売費に属する費用のおおよその割合は36％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は64％であ

ります。 

役員報酬 141,330千円

役員退職慰労引当金繰入額 3,710千円

従業員給料手当 464,740千円

旅費交通費 99,455千円

支払手数料 258,068千円

研究開発費 201,816千円

減価償却費 52,569千円

貸倒引当金繰入額 7,000千円

雑費 115,614千円
 

※２ 販売費に属する費用のおおよその割合は37％、 

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。 

役員報酬 156,600千円

役員賞与引当金繰入額 48,000千円

従業員給料手当 438,365千円

旅費交通費 118,208千円

支払手数料 357,757千円

研究開発費 253,458千円

減価償却費 42,310千円

貸倒引当金繰入額 7,456千円

雑費 128,708千円

 
 

  

※３ 研究開発費の総額 

   一般管理費に含まれる研究開発費は、201,816千

円であります。 

※３ 研究開発費の総額 

   一般管理費に含まれる研究開発費は、253,458千

円であります。 

  

※４ 関係会社との取引については次のとおりでありま

す。 

製品売上高 544,821千円

材料売上高 3,417,259千円

その他売上高 183,997千円

受取配当金 133,715千円

受取技術指導料 150,975千円

その他営業外収益 45,050千円
 

※４ 関係会社との取引については次のとおりでありま

す。 

製品売上高 527,067千円

材料売上高 3,586,554千円

その他売上高 185,603千円

受取配当金 160,498千円

受取技術指導料 178,675千円

その他営業外収益 12,550千円
 

  

※５         ――― 

 

※５ 特別利益における補助金収入は、久御山事業所の

設備投資に対するものであります。 

 

※６ 固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま

す。 

建物 30,339千円

機械及び装置 1,318千円

ソフトウェア 1,888千円

その他 1,047千円

 合計 34,593千円
 

※６ 固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま

す。 

建物 8,063千円

機械及び装置 432千円

その他 11,285千円

 合計 19,781千円
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(株主資本等変動計算書関係) 

第５期（自 平成17年10月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式（株） 253.75 3.9 － 257.65
 

 （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加   3.9株 
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(リース取引関係) 

 

第４期 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

第５期 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30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) 

機械装置及び 
運搬具 

1,366,300 442,605 923,694

その他 
(工具器具備品) 

3,950 2,830 1,119

合計 1,370,250 445,436 924,813

 

 
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) 

機械装置及び 
運搬具 

1,823,300 696,741 1,126,558

合計 1,823,300 696,741 1,126,558

 

  

 (2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 256,783千円

１年超 719,606千円

合計 976,390千円
 

 (2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 590,546千円

１年超 638,587千円

合計 1,229,133千円
 

  

 (3) 支払リース料及び減価償却費相当額及び支払利息

相当額 

支払リース料 262,534千円

減価償却費相当額 230,205千円

支払利息相当額 36,873千円
 

 (3) 支払リース料及び減価償却費相当額及び支払利息

相当額 

支払リース料 281,748千円

減価償却費相当額 254,135千円

支払利息相当額 34,304千円
 

  

 (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 

  

 (5) 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。 

 (5) 利息相当額の算定方法 

同左 

  

２ オペレーティング・リース取引 

   未経過リース料 

１年以内 2,242千円

１年超 1,121千円

合計 3,364千円
 

２ オペレーティング・リース取引 

   未経過リース料 

１年以内 1,121千円

１年超 －千円

合計  1,121千円

 

（減損損失について） 

  リース資産に配分された減損損失はありませんの

で、項目等の記載は省略しております。 
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(有価証券関係) 

第４期(平成17年９月30日) 

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。 

 

第５期(平成18年９月30日) 

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) 

 

第４期 
(平成17年９月30日) 

第５期 
(平成18年９月30日) 

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 

 (1) 流動の部 

   繰延税金資産 

賞与引当金 90,956千円

未払事業税 30,162千円

貸倒引当金 14,997千円

その他 33,352千円

繰延税金資産合計 169,468千円
 

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 

 (1) 流動の部 

   繰延税金資産 

賞与引当金 23,922千円

未払事業税 15,354千円

貸倒引当金 17,875千円

その他 27,087千円

繰延税金資産合計 84,239千円
 

  

 (2) 固定の部 

   繰延税金資産 

役員退職慰労金 21,149千円

減価償却損金算入限度超過額 20,317千円

その他 52,871千円

繰延税金資産合計 94,338千円
 

 (2) 固定の部 

   繰延税金資産 

役員退職慰労金 21,149千円

減価償却損金算入限度超過額 11,070千円

その他 47,809千円

繰延税金資産合計 80,029千円
 

  

   繰延税金負債    繰延税金負債 

分割一時差異 20,396千円

その他有価証券評価差額 29,919千円

繰延税金負債合計 50,315千円

繰延税金資産の純額 44,022千円
 

分割一時差異 20,396千円

その他有価証券評価差額 59,076千円

長期前払年金費用 22,905千円

繰延税金負債合計 102,378千円

繰延税金負債の純額 22,348千円
 

  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.5％

交際費等永久に損金算入 
されない項目 

0.8％

住民税均等割 0.8％

過年度法人税等 3.4％

その他 △0.6％

税効果適用後の法人税等の負担率 44.9％
 

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 40.5％

交際費等永久に損金算入 
されない項目 

0.8％

住民税均等割 0.8％

過年度法人税等 △3.2％

役員賞与引当金 1.6％

税額控除 △1.7％

その他 △0.9％

税効果適用後の法人税等の負担率 37.9％
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(１株当たり情報) 

 

第４期 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

第５期 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日) 

１株当たり純資産額 83,818円96銭

１株当たり当期純利益 5,473円05銭

 

１株当たり純資産額 89,597円56銭

１株当たり当期純利益 7,192円53銭

 
 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式がないため記載しておりません。 

 

当社は平成16年11月19日付で普通株式１株につき３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、以下のとおりであります。 

  

１株当たり純資産額           79,384円75銭

１株当たり当期純利益                3,713円15銭

 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式がないため記載しておりません。 

 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式がないため記載しておりません。 

 

(注) 算定上の基礎 

１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後の１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりで 

あります。 

 
第４期 

(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日)

第５期 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日)

１株当たり当期純利益   

当期純利益(千円) 640,711 774,952 

普通株主に帰属しない金額(千円) 51,000 － 

 (うち利益処分による役員賞与金) (千円) (51,000) (－) 

普通株式に係る当期純利益(千円) 589,711 774,952 

普通株式の期中平均株式数(株) 107,748 107,744 

   

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(株) ― ― 

 (うち新株予約権) ― ― 

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 

― ― 
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(重要な後発事象) 

 

第４期(自 平成16年10月１日 至 平成17年９月30日) 

  該当事項はありません。 

 

第５期(自 平成17年10月１日 至 平成18年９月30日) 

  該当事項はありません。 
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