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１．平成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 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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 8,607 7.5 △62 － △61 －

17年9月期 8,006 6.7 61 △92.9 71 △91.4

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9月期 △38 － △3 48 △3 45 △0.6 △0.7 △0.7

17年9月期 26 △94.4 2 45 2 43 0.4 0.8 0.9

（注）①期中平均株式数 18年9月期          10,906,552 株 17年9月期 10,989,130 株

②会計処理の方法の変更 有

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 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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 8,439 5,939 70.4 544 37

17年9月期 8,791 6,144 69.9 563 89

（注）①期末発行済株式数 18年9月期      10,911,500株 17年9月期 10,896,600株

②期末自己株式数 18年9月期        118,400株 17年9月期 120,900株

２．平成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 4,831 △13 △17

通　期 12,045 501 282

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　25円59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９月期 － 12.00 12.00 130 486.4 2.1

18年９月期 － 12.00 12.00 130 － 2.2

19年９月期（予想） － 10.00 10.00    

※　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8ページを参照して下さい。
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６．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成17年９月30日）
当事業年度

（平成18年９月30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   3,414,751   1,609,742   

２　受取手形   50,601   30,966   

３　売掛金   3,564,468   3,091,104   

４　関係会社売掛金   －   330,750   

５　有価証券   －   501,614   

６　製品   164,727   191,524   

７　原材料   287,933   799,514   

８　仕掛品   12,946   6,513   

９　貯蔵品   3,887   262   

10　前払費用   23,483   54,124   

11　未収還付税金   120,849   5,014   

12　繰延税金資産   76,354   102,350   

13　その他   16,253   75,903   

貸倒引当金   △3,566   △3,332   

流動資産合計   7,732,690 88.0  6,796,054 80.5 △936,636

Ⅱ　固定資産         

１　有形固定資産         

(1) 建物  55,676   66,856    

減価償却累計額  16,214 39,462  24,897 41,959   

(2) 車両運搬具  7,536   7,536    

減価償却累計額  3,904 3,631  5,063 2,473   

(3) 工具器具及び備品  256,465   321,173    

減価償却累計額  163,514 92,951  222,444 98,728   

(4) 建設仮勘定   12,513   －   

有形固定資産合計   148,559 1.7  143,160 1.7 △5,398

２　無形固定資産         

(1）ソフトウエア   41,244   91,471   

(2）電話加入権   817   817   

無形固定資産合計   42,062 0.5  92,288 1.1 50,226
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前事業年度

（平成17年９月30日）
当事業年度

（平成18年９月30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）

３　投資その他の資産         

(1）関係会社株式   85,500   462,500   

(2）関係会社社債   130,000   130,000   

(3）関係会社出資金   26,612   26,612   

(4）投資有価証券   315,351   390,418   

(5）従業員長期貸付金   1,695   －   

(6）長期前払費用   38,791   23,997   

(7）保険積立金   34,306   46,647   

(8）敷金   133,699   184,704   

(9）関係会社長期貸付金   －   10,000   

(10) 繰延税金資産   102,505   126,755   

(11）その他   －   5,860   

投資その他の資産合計   868,462 9.8  1,407,496 16.7 539,034

固定資産合計   1,059,084 12.0  1,642,946 19.5 583,862

資産合計   8,791,774 100.0  8,439,001 100.0 △352,773

         

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１　買掛金   2,050,740   1,838,816   

２　未払金   292,008   250,687   

３　未払費用   48,583   80,511   

４　未払法人税等   －   1,836   

５　未払消費税等   －   －   

６　預り金   2,794   19,012   

７　賞与引当金   69,194   88,331   

８　その他   2,886   12,916   

流動負債合計   2,466,208 28.0  2,292,111 27.2 △174,096

Ⅱ　固定負債         

１　役員退職慰労引当金   181,055   206,963   

固定負債合計   181,055 2.1  206,963 2.4 25,907

負債合計   2,647,264 30.1  2,499,075 29.6 △148,189
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前事業年度

（平成17年９月30日）
当事業年度

（平成18年９月30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）

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※2  2,556,480 29.1  －  －

Ⅱ　資本剰余金         

１　資本準備金  3,211,760   －    

資本剰余金合計   3,211,760 36.5  － － －

Ⅲ　利益剰余金         

１　任意積立金         

(1) プログラム準備金  6,967   －    

(2) 別途積立金  7,500   －    

２　当期未処分利益  487,964   －    

利益剰余金合計   502,432 5.7  － － －

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

  1,434 0.0  － － －

Ⅴ　自己株式 ※4  △127,596 △1.4  － － －

資本合計   6,144,510 69.9  － － －

負債・資本合計   8,791,774 100.0  － － －

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１　資本金   － －  2,560,894 30.3 －

２　資本剰余金         

(1) 資本準備金  －   3,216,174    

(2) その他資本剰余金  －   949    

資本剰余金合計   － －  3,217,123 38.1 －

３　利益剰余金         

(1) その他利益剰余金         

別途積立金  －   7,500    

繰越利益剰余金  －   326,143    

利益剰余金合計   － －  333,643 4.0 －

４　自己株式   － －  △124,957 △1.5 －

株主資本合計   － －  5,986,703 70.9 －

Ⅱ　評価・換算差額等         

１　その他有価証券評価差
額金 

  － －  △46,777 △0.5 －

評価・換算差額等合計   － －  △46,777 △0.5 －

純資産合計   － －  5,939,925 70.4 －

負債・純資産合計   － －  8,439,001 100.0 －
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30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         

１　製品売上高  6,800,849   7,244,703    

２　ロイヤリティ収入  989,066   1,056,773    

３　受託開発売上高  216,286 8,006,201 100.0 306,283 8,607,761 100.0 601,559

Ⅱ　売上原価         

(1）製品期首たな卸高  80,986   164,727    

(2）当期製品製造原価  5,993,522   6,415,002    

合計  6,074,509   6,579,729    

(3）他勘定振替高  784   4,137    

(4）製品期末たな卸高  164,727   191,524    

１　製品売上原価  5,908,997   6,384,067    

２　ロイヤリティ原価  116,945   205,352    

３　受託開発売上原価  85,825 6,111,768 76.3 90,240 6,679,660 77.6 567,892

売上総利益   1,894,433 23.7  1,928,100 22.4 33,666

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,2  1,832,452 22.9  1,990,455 23.1 158,002

営業利益又は営業損失
(△)

  61,980 0.8  △62,355 △0.7 △124,335

Ⅳ　営業外収益         

１　受取利息 ※3 15,954   14,337    

２　受取配当金  799   1,055    

３　為替差益  19,377   19,455    

４　雑収入  3,176 39,307 0.5 4,784 39,633 0.5 325

Ⅴ　営業外費用         

１　支払手数料  29,246   21,033    

２　投資事業組合損益失  －   8,385    

３　雑損失  95 29,341 0.4 9,361 38,780 0.5 9,438

経常利益又は経常損失
(△)

  71,946 0.9  △61,502 △0.7 △133,448

Ⅵ　特別損失         

１　固定資産除却損  ※4 2,953 2,953 0.0 37 37 0.0 △2,916

税引前当期純利益又は
税引前当期純損失(△)

  68,992 0.9  △61,539 △0.7 △130,532

法人税、住民税及び事
業税

 52,434   25,773    

法人税等調整額  △10,322 42,111 0.5 △49,283 △23,509 △0.3 △65,621

当期純利益又は当期純
損失(△)

  26,880 0.4  △38,029 △0.4 △64,910
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(イ）製造原価明細書

  
前事業年度

（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30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  5,543,490 92.3 5,683,211 88.6 139,721

Ⅱ　労務費  186,717 3.1 319,044 5.0 132,327

Ⅲ　経費 ※2 276,412 4.6 412,266 6.4 135,854

当期総製造費用  6,006,620 100.0 6,414,523 100.0 407,901

仕掛品期首たな卸高  3,153  12,838  9,685

合計  6,009,773  6,427,361  417,588

他勘定振替高 ※3 3,412  5,845  2,433

仕掛品期末たな卸高  12,838  6,513  △6,325

当期製品製造原価  5,993,522  6,415,002  421,480

       

　（注）

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

　１　原価計算の方法

　組別総合原価計算を採用しております。

　１　原価計算の方法

同左

※２　経費の主な内訳 ※２　経費の主な内訳

外注加工費 232,402千円

賃借料 10,413

減価償却費 9,614

ライセンス料 16,741

外注加工費 324,949千円

賃借料 25,041

減価償却費 17,607

ライセンス料 29,580

※３　他勘定振替高の主な内訳

たな卸資産評価損 3,412千円

※３　他勘定振替高の主な内訳

たな卸資産評価損 5,845千円
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(ロ）ロイヤリティ原価明細書

  
前事業年度

（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30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  501 0.4 － － △501

Ⅱ　労務費  68,437 58.5 154,803 75.4 86,366

Ⅲ　経費 ※2 48,006 41.1 50,548 24.6 2,542

当期ロイヤリティ原価  116,945 100.0 205,352 100.0 88,407

       

　（注）

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

　１　原価計算の方法

　個別原価計算を採用しております。

　１　原価計算の方法

同左

※２　経費の主な内訳 ※２　経費の主な内訳

外注加工費 8,321千円

ライセンス料 29,854

外注加工費 21,111千円

ライセンス料 9,948

(ハ）受託開発売上原価明細書

  
前事業年度

（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30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  － － 262 0.3 262

Ⅱ　労務費  48,797 87.0 36,123 40.1 △12,674

Ⅲ　経費 ※2 7,310 13.0 53,746 59.6 46,544

当期総製造費用  56,108 100.0 90,132 100.0 34,024

仕掛品期首たな卸高  29,824  108  △29,716

合計  85,933  90,240  4,307

仕掛品期末たな卸高  108  －  △108

当期受託開発売上原価  85,825  90,240  4,415

       

　（注）

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

　１　原価計算の方法

　個別原価計算を採用しております。

　１　原価計算の方法

同左

※２　経費の主な内訳 ※２　経費の主な内訳

賃借料 3,300千円

減価償却費 2,778

外注加工費 48,000千円

賃借料 2,238
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(3）利益処分計算書

 

前事業年度
株主総会承認日

（平成17年12月16日）

金　額（千円）

Ⅰ 当期未処分利益  487,964

Ⅱ 任意積立金取崩額   

プログラム準備金取崩額 6,967 6,967

計  494,932

Ⅲ 利益処分額   

配当金 130,759 130,759

Ⅳ 次期繰越利益  364,173
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(4）株主資本等変動計算書

当事業年度（自平成17年10月１日　至平成18年９月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本

準備金

その他
資本
剰余金 

資本
剰余金
合計 

その他利益剰余金
利益
剰余金
合計 

プログラ
ム準備金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成17年９月30日　残高

（千円）
2,556,480 3,211,760  3,211,760 6,967 7,500 487,964 502,432 △127,596 6,143,076

事業年度中の変動額

新株の発行 4,414 4,414  4,414      8,828

剰余金の配当       △130,759 △130,759  △130,759

当期純利益       △38,029 △38,029  △38,029

自己株式の処分   949 949     2,638 3,587

 プログラム準備金の取

崩
    △6,967  6,967 －  －

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

（千円）
4,414 4,414 949 5,363 △6,967 － △161,821 △168,789 2,638 △156,372

平成18年９月30日　残高

（千円）
2,560,894 3,216,174 949 3,217,123 － 7,500 326,143 333,643 △124,957 5,986,703

評価・換算差額等

純資産
合計

その他有
価証券評
価差額金

評価・換
算差額等
合計

平成17年９月30日　残高

（千円）
1,434 1,434 6,144,510

事業年度中の変動額

新株の発行   8,828

剰余金の配当   △130,759

当期純利益   △38,029

自己株式の処分   3,587

 プログラム準備金の

取崩
  －

株主資本以外の項目の

事業年度中の変動額

（純額）

△48,211 △48,211 △48,211

事業年度中の変動額合計

（千円）
△48,211 △48,211 △204,584

平成18年９月30日　残高

（千円）
△46,777 △46,777 5,939,925
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（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）関係会社株式

移動平均法による原価法を採用して

おります。

(1）関係会社株式

同左

(2）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）を採用しております。

(2）その他有価証券

時価のあるもの

同左

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用し　

　　ております。

　なお、投資事業有限責任組合への出

資については、組合契約に規定される

決算報告日に応じて入手可能な最近の

決算書を基礎とし、持分相当額を純額

で取り込む方法によっております。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用し　

　　ております。

　なお、投資事業有限責任組合への出

資については、組合契約に規定される

決算報告日に応じて入手可能な最近の

決算書を基礎とし、持分相当額を純額

で取り込む方法によっております。

２．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

　移動平均法による原価法を採用しており

ます。

製品、原材料、仕掛品、貯蔵品

同左

３．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法によっております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

　建物…10～15年

　車両運搬具…６年

　工具器具及び備品…２～８年

(1）有形固定資産

同左

 

(2）無形固定資産

　定額法を採用しております。

　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）に基づいております。

(2）無形固定資産

　市場販売目的のソフトウエアについて

は関連製品の販売計画に基づく償却額と

残存有効期間（3年以内）に基づく償却

額を比較し、いずれか大きい額を償却費

として計上する方法によっておりま

す。

　また自社利用目的のソフトウエアにつ

いては社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法によっておりま

す。

 

(3）長期前払費用

　均等償却によっております。

(3）長期前払費用

同左

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒れ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）賞与引当金

　従業員に支給する賞与に備えるため、

将来の支給見込額のうち当期の負担額を

(2）賞与引当金

同左
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項目
前事業年度

（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

計上しております。

(3）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、

内規に基づく期末要支給額を計上してお

ります。

(3）役員退職慰労引当金

同左

５．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

６．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

(1）消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

(2）中小企業退職金共済制度

　従業員の退職金の支給に備えるため、

勤労者退職金共済機構の中小企業退職金

共済制度に加入しております。

(1）消費税等の会計処理

同左

(2）退職給付制度

 　 当社は確定拠出年金制度に加入して

　おります。
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会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（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会計基準) 

 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」（企業会計基準委員会平成17年12月９日　企

業会計基準第５号）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」（企業会計基準委員会平

成17年12月９日　企業会計基準適用指針第８号）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、5,939,925千

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

おける連結貸借対照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。

 ────── (自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の一部

改正) 

 当事業年度から、改正後の「自己株式及び準備金の額の

減少等に関する会計基準」（企業会計基準委員会　最終改

正平成18年8月11日　企業会計基準第１号）及び「自己株

式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準委員会　最終改正平成18年8月11日　企業

会計基準適用指針第２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。

なお、会計計算規則の施行に伴う貸借対照表の表示に関

する変更は以下のとおりであります。

前事業年度において資本に対する控除項目として「資本

の部」の末尾に表示しておりました「自己株式」は、当事

業年度から「株主資本」に対する控除項目として「株主資

本」の末尾に表示しております。

追加情報

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

 法人事業税における外形標準課税部分に係る会計処理

　「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律第

９号）が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月１日

以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入され

たことに伴い、当事業年度から「法人事業税における外形

標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取

扱い」（平成16年２月13日企業会計基準委員会　実務対応

報告第12号）に従い法人事業税の付加価値割および資本割

については、販売費及び一般管理費に計上しておりま

す。

 ────── 
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前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

　この結果、営業利益、経常利益および税引前当期純利益

が17,958千円減少しております。 
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成17年９月30日）

当事業年度
（平成18年９月30日）

　１　債務保証 　１　債務保証

　次の関係会社等について、金融機関からの借入に対

し債務保証を行っております。

保証先 金額（千円） 内容

㈱RfStream 1,500,000  借入債務

㈱ピアレックス・テ

クノロジーズ
100,000  借入債務

 計 1,600,000 －

　次の関係会社等について、金融機関からの借入に対

し債務保証を行っております。

保証先 金額（千円） 内容

㈱RfStream 200,000  借入債務

㈱ピアレックス・テ

クノロジーズ
100,000  借入債務

 計 300,000 －

※２　授権株式数及び発行済株式総数 ※２　授権株式数及び発行済株式総数

授権株式数　普通株式 39,000,000株

発行済株式総数　普通株式 11,017,500株

授権株式数　普通株式 39,000,000株

発行済株式総数　普通株式 11,029,900株

　３　その他有価証券評価差額金1,434千円は、商法施行

規則第124条第3項の規定により配当に充当すること

が制限されております。

  ３

　　　　　　　　　　──────

※４　自己株式

　当社が保有する自己株式の数は、普通株式120,900

株であります。

※４　自己株式

　当社が保有する自己株式の数は、普通株式118,400

株であります。

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

※１　販売費に属する費用のおおよその割合は6％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は94％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。

※１　販売費に属する費用のおおよその割合は9％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は91％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 98,773千円

給料手当 353,756千円

業務委託費 161,375千円

賞与引当金繰入額 36,402千円

役員退職慰労引当金繰入額 24,556千円

減価償却費 46,164千円

貸倒引当金繰入額 546千円

賃借料 115,555千円

研究開発費 517,022千円

役員報酬 101,250千円

給料手当 409,084千円

業務委託費 169,583千円

賞与引当金繰入額 35,172千円

役員退職慰労引当金繰入額 25,907千円

減価償却費 46,990千円

賃借料 119,002千円

研究開発費 449,389千円

  

※２　研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開発費

517,022千円

※２　研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開発費

449,389千円

※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。

関係会社からの受取利息　　　　　　13,838千円

※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。

　　　関係会社からの受取利息　　　　　　　2,015千円

※４　固定資産除却損の主な内容は、建物の除却によるも

の2,492千円であります。 

※４　固定資産除却損の主な内容は、器具備品の除却によ

るもの37千円であります。 
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（株主資本等変動計算書関係）

当事業年度（自平成17年10月１日　至平成18年９月30日）

自己株式の種類および株式数に関する事項

 株式の種類
前事業年度末株式数

（株）
当事業年度増加株式数

（株）
当事業年度減少株式数

（株）
当事業年度末株式数

（株）

自己株式

普通株式(注) 120,900  2,500 118,400

合計 120,900  2,500 118,400

 (注)自己株式の株式数の減少は、新株予約権の行使によるものであります。
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①　リース取引

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

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

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）

工具器具及び
備品

47,195 20,268 26,926

合計 47,195 20,268 26,926

 
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）

工具器具及び
備品

47,195 29,369 17,825

合計 47,195 29,369 17,825

(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 9,152千円

１年超 18,738千円

 27,890千円

１年内 9,195千円

１年超 9,542千円

 18,738千円

(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 9,931千円

減価償却費相当額 9,100千円

支払利息相当額 1,085千円

支払リース料 9,931千円

減価償却費相当額 9,100千円

支払利息相当額 778千円

(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。

(5）利息相当額の算定方法

同左

－ 16 －



②　有価証券

前事業年度（平成17年９月30日現在）

　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。

当事業年度（平成18年９月30日現在）

　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。

③　税効果会計

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　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

（繰延税金資産）

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）

賞与引当金損金算入限度超過

額

28,093千円

たな卸資産評価損否認 17,282千円

税務上仕掛品計上額 16,256千円

減価償却の償却超過額 47,221千円

役員退職慰労引当金 73,508千円

その他 12,529千円

繰延税金資産小計 194,890千円

繰延税金負債との相殺 △16,030千円

繰延税金資産合計 178,860千円

賞与引当金損金算入限度超過

額

35,862千円

たな卸資産評価損否認 24,789千円

その他有価証券評価差額金 18,951千円

減価償却の償却超過額 69,490千円

役員退職慰労引当金 84,027千円

その他 15,951千円

繰延税金資産小計 249,073千円

 　評価性引当額 △19,949千円

繰延税金負債との相殺 △17千円

繰延税金資産合計 229,105千円

（繰延税金負債） （繰延税金負債）

仮払税金認定損 △15,050千円

その他有価証券評価差額金 △980千円

繰延税金資産との相殺 16,030千円

繰延税金負債合計 －千円

差引：繰延税金資産の純額 178,860千円

その他有価証券評価差額金 △17千円

繰延税金資産との相殺 17千円

繰延税金負債合計 －千円

差引：繰延税金資産の純額 229,105千円

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 40.6％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入され

ない項目

13.4〃

　住民税均等割等 8.4〃

　その他 △1.4〃

  税効果会計適用後の法人税等

　

　の負担率

  61.0％

  

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

　当事業年度は税引前当期純損失を計上している

ため、記載しておりません。

 

 

 

 

  

  

  

　  

  

  

－ 17 －



（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（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 563円89銭

１株当たり当期純利益 2円45銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益 2円43銭

１株当たり純資産額 　544円37銭

１株当たり当期純損失 3円48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、当期純損失が計上されてい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10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（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金額   

当期純利益（千円） 26,880 △38,029

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） 26,880 △38,029

期中平均株式数（千株） 10,989 10,906

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） 86 12

（うち新株予約権） (86) (12)

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

－ －

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

－ 18 －


