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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 21 日 

 
上 場 会 社 名        株式会社 ダルトン 上場取引所  JASDAQ 
コ ー ド 番 号        ７４３２ 本社所在都道府県  東京都 
 ( URL  http://www.dalton.co.jp ) 
代表者 役職名  代表取締役社長  氏名 矢澤 英人  
問合せ先責任者 役職名 代表取締役副社長 氏名 矢澤 明人 ＴＥＬ (03)5261-3826 
決算取締役会開催日  平成 18年 11 月 21日     配当支払開始予定日 － 
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 有(１単元 1,000 株)     

 
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        （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        

 

18年９月期 

百万円 
  １５，３０７ 

％ 
(     8．７ ) 

百万円 
     ２１１ 

％ 
(  ―    ) 

百万円 
    １０２ 

％ 
(    ６５２．１) 

17年９月期   １４，０７８ (  △ 17．８ )     △２８７ (  ―    )      １３ (   △ ９３．５) 
 
 

 

 

 

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 産      

経常利益率 

売 上 高     

経常利益率

 

18年９月期 

17年９月期 

百万円 

    ６２ 

   △９２ 

％

(   ―    )

(    ―    )

 円       銭

 １２ １８

△１８ ２２

円       銭

 １１ ６０

 ―  

％ 

   ４．１ 

  △６．１ 

％ 

  ０．９ 

  ０．１ 

％

  ０．７

  ０．１

（注）  １．期中平均株式数  平成 18 年９月期 5,152,830 株   平成 17 年９月期 5,077,343 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        （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        

 

18年９月期 

17年９月期 

百万円 

       １１，３９６ 

       １１，６３９ 

百万円

        １，５６４ 

        １，４６４ 

               ％ 

             １３．７ 

             １２．６ 

           円       銭

          ２９９  ８８ 

          ２８８  ５８ 

（注） １．期末発行済株式数  平成 18 年９月期  5,216,547 株    平成 17 年９月期  5,076,447 株 

    ２．期末自己株式数    平成 18 年９月期    169,971 株 平成 17 年９月期    273,800 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       

 

中   間   期        

通      期        

百万円 

  ９，０００ 

 １６，２５０ 

百万円

   ２４０ 

   ２１３ 

百万円

   ２３０ 

      １９３ 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）37 円 00 銭 

 

３．配当状況・現金配当 

１ 株 当 た り 年 間 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(％)       

18年９月期 － － － － － －

17年９月期 － － － － － －

19 年９月期(予想) － － －    

 

※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たものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数

値と異なる結果となる場合があります。 

 業績予想の前提になる仮定及び業績利用にあたっての注意事項等につきましては、添付書類の 5 ページを参照ください。 
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（６）－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 ※２ 2,027,257 2,349,068 

２．受取手形 ※１※９ 378,783 223,635 

３．売掛金 ※１ 3,361,618 3,612,113 

４．有価証券  22,636 － 

５．商品  805,481 635,773 

６．貯蔵品  15,912 19,758 

７．前払費用  45,124 43,892 

８．短期貸付金  7,394 9,099 

９．関係会社短期貸付金  162,000 11,000 

10．その他  113,051 72,260 

11．貸倒引当金  △5,408 △4,582 

流動資産合計  6,933,850 59.5 6,972,021 61.2 38,171

Ⅱ．固定資産   

(1）有形固定資産   

１．建物 ※２ 1,996,645 1,994,532  

減価償却累計額  1,155,122 841,523 1,218,552 775,980 

２．構築物  39,692 39,692  

減価償却累計額  31,491 8,201 32,536 7,155 

３．車両運搬具  12,710 12,710  

減価償却累計額  12,095 615 12,102 608 

４．工具・器具及び備品  442,655 458,221  

減価償却累計額  382,204 60,450 401,936 56,284 

５．土地 ※２ 1,868,045 1,868,045 

有形固定資産合計  2,778,836 23.9 2,708,075 23.7 △70,761

(2）無形固定資産   

１．ソフトウェア  124,450 86,600 

２．電話加入権  6,134 6,593 

無形固定資産合計  130,584 1.1 93,193 0.8 △37,390
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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．投資有価証券  17,040 40,847 

２．関係会社株式  1,290,650 1,248,016 

３．敷金保証金  39,861 39,469 

４．営業保証金  64,055 64,257 

５．破産債権・更生債権

その他これらに準ず

る債権 
 14,024 23,882 

６．関係会社長期貸付金  1,000 146,000 

７．長期前払費用  15,148 7,038 

８．役員・従業員事業
保険積立金 

 58,800 59,967 

９．長期性預金  300,000 － 

10．その他  － 6,000 

11．貸倒引当金  △9,650 △20,661 

投資その他の資産合計  1,790,928 15.4 1,614,816 14.2 △176,111

固定資産合計  4,700,348 40.4 4,416,085 38.7 △284,263

Ⅲ．繰延資産   

１．社債発行費  5,766 8,661 

繰延資産合計  5,766 0.1 8,661 0.1 2,894

資産合計  11,639,966 100.0 11,396,768 100.0 △243,197

   

（負債の部）   

Ⅰ．流動負債   

１．支払手形 ※１※９ 1,946,570 2,213,622 

２．買掛金 ※１ 1,741,598 1,672,344 

３．短期借入金 ※２ 1,215,000 1,775,000 

４．１年以内返済予定長
期借入金 

※２ 1,431,439 1,286,960 

５．１年以内償還予定社債  80,000 80,000 

６．未払金  121,526 167,397 

７．未払費用  74,913 79,998 

８．未払法人税等  23,007 34,891 

９．未払消費税等  22,777 45,636 

10．前受金  47,991 92,585 
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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) 

11．預り金  22,883 37,368 

12．賞与引当金  － 162,746 

13．その他  255 2,347 

流動負債合計  6,727,964 57.8 7,650,898 67.1 922,933

Ⅱ．固定負債   

１．社債  280,000 490,000 

２．長期借入金 ※２ 1,849,760 562,800 

３．繰延税金負債  4,282 2,117 

４．退職給付引当金  1,190,894 1,119,933 

５．役員退職慰労引当金  120,821 － 

６．その他  1,262 6,664 

固定負債合計  3,447,020 29.6 2,181,515 19.2 △1,265,504

負債合計  10,174,984 87.4 9,832,413 86.3 △342,570

   

（資本の部）   

Ⅰ 資本金 ※３ 659,207 5.7 － － △659,207

Ⅱ 資本剰余金   

１．資本準備金  675,327 －  

２．その他資本剰余金   

自己株式処分差益  128 －  

資本剰余金合計  675,455 5.8 － － △675,455

Ⅲ 利益剰余金   

１．利益準備金  46,600 －  

２．任意積立金   

  別途積立金  155,000 －  

３．当期未処理損失  9,826 －  

利益剰余金合計  191,773 1.7 － － △191,773

Ⅳ その他有価証券評価差
額金 

 4,425 0.0 － － △4,425

 Ⅴ 自己株式 ※４ △65,880 △0.6 － － 65,880

資本合計  1,464,981 12.6 － － △1,464,981

負債・資本合計  11,639,966 100.0 － － △11,639,966
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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) 

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

１．資本金  － － 669,207 5.9 669,207

２．資本剰余金   

(1）資本準備金  － 675,327  

(2）その他資本剰余金  － 3,584  

資本剰余金合計  － － 678,911 6.0 678,911

３．利益剰余金   

(1）利益準備金  － 46,600  

(2）その他利益剰余金   

別途積立金  － 145,000  

繰越利益剰余金  － 62,930  

利益剰余金合計  － － 254,530 2.2 254,530

４．自己株式  － － △41,214 △0.4 △41,214

株主資本合計  － － 1,561,434 13.7 1,561,434

Ⅱ 評価・換算差額等   

１．その他有価証券評価

差額金 
 － － 2,920 2,920

評価・換算差額等合計  － － 2,920 0.0 2,920

純資産合計  － － 1,564,354 13.7 1,564,354

負債純資産合計  － － 11,396,768 100.0 11,396,768
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（６）－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  14,078,250 100.0 15,307,646 100.0 1,229,396

Ⅱ．売上原価   

１．商品期首たな卸高  933,698 805,481  

２．当期商品仕入高 ※１ 10,123,710 10,936,312  

合計  11,057,409 11,741,793  

３．商品期末たな卸高  805,481 10,251,928 72.8 635,773 11,106,019 72.5 854,091

売上総利益  3,826,321 27.2 4,201,627 27.5 375,305

Ⅲ．販売費及び一般管理費 ※２※３ 4,114,170 29.2 3,990,384 26.1 △123,785

営業損失  287,848 △2.0 － － △287,848

営業利益  － － 211,242 1.4 211,242

Ⅳ．営業外収益   

１．受取利息  9,852 6,384  

２．受取配当金 ※１ 401,168 578  

３．受取地代・家賃 ※１ 39,684 39,684  

４．経営指導料等 ※１ 30,000 －  

５．有価証券償還益  － 11,924  

６．その他  15,851 496,556 3.5 11,024 69,596 0.5 △426,960

Ⅴ．営業外費用   

１．支払利息  144,968 104,462  

２．手形売却損  26,061 42,697  

３．その他  24,098 195,128 1.4 31,549 178,710 1.2 △16,418

経常利益  13,579 0.1 102,128 0.7 88,548

Ⅵ．特別利益   

１．固定資産売却益 ※４ 209 80  

２．投資有価証券売却益  37,548 3  

３．役員退職慰労引当金
戻入益 

 － 97,920  

４．受取損害賠償金  － 3,000  

５．保険満期収益金  2,004 39,762 0.3 － 101,005 0.6 61,242
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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） 
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．固定資産売却損 ※５ 339 89  

２．固定資産除却損 ※６ 358 1,752  

３．関係会社株式評価損  116,700 －  

４．特別退職金  15,277 38,871  

５．会員権評価損  1,710 －  

６．合併関連費用 ※７ － 40,766  

７．前期損益修正損 ※８ － 134,385 1.0 29,561 111,041 0.7 △23,344

税引前当期純損失  81,043 △0.6 － － △81,043

税引前当期純利益  － － 92,092 0.6 92,092

法人税、住民税及び
事業税 

 11,458 11,458 0.1 29,335 29,335 0.2 17,876

当期純損失  92,501 △0.7 － － △92,501

当期純利益  － － 62,756 0.4 62,756

前期繰越利益  82,675 － 

当期未処理損失  9,826 － 

   
 
 
 
 

（６）－③ 損 失 処 理 計 算 書              

 

 
 
 

 
 
 

前事業年度 
株主総会承認日 

（平成17年12月22日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 

Ⅰ．当期未処理損失   9,826

Ⅱ．損失処理額    

任意積立金取崩額   

 別途積立金取崩額  10,000 10,000

Ⅲ．次期繰越利益   173
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（６）－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 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金
 

資本金 
資本準備
金 

その他資
本剰余金

資本剰余
金合計 

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（千円） 659,207 675,327 128 675,455 46,600 155,000 △9,826 191,773 △65,880 1,460,556

事業年度中の変動額     

新株の発行（千円） 10,000    10,000

別途積立金の取崩（千円）   △10,000 10,000   －

当期純利益（千円）   62,756 62,756  62,756

自己株式の処分（千円）   3,456 3,456  25,920 29,376

自己株式の取得（千円）    △1,254 △1,254

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額）（千円） 

    

事業年度中の変動額合計（千円） 10,000 － 3,456 3,456 － △10,000 72,756 62,756 24,665 100,878

平成18年９月30日 残高（千円） 669,207 675,327 3,584 678,911 46,600 145,000 62,930 254,530 △41,214 1,561,434

      
 
 

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（千円） 4,425 4,425 1,464,981

事業年度中の変動額  

新株の発行（千円）  10,000

別途積立金の取崩（千円）  －

当期純利益（千円）  62,756

自己株式の処分（千円）  29,376

自己株式の取得（千円）  △1,254

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額）（千円） 

△1,505 △1,505 △1,505

事業年度中の変動額合計（千円） △1,505 △1,505 99,372

平成18年９月30日 残高（千円） 2,920 2,920 1,564,354
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財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 

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）子会社株式及び関連会社株式 (1）子会社株式及び関連会社株式 １．有価証券の評価基準及び

評価方法 移動平均法による原価法 同左 

 (2）その他有価証券 (2）その他有価証券 

 時価のあるもの 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） 

決算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、売却原価は移動平

均法により算定） 

 時価のないもの 時価のないもの 

 移動平均法による原価法 同左 

デリバティブ デリバティブ ２．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法 時価法 同左 

(1）商品 (1）商品 ３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 売渡先の確定している商品は個別法

による原価法、その他は移動平均法

による原価法によっております。 

同左 

 (2）貯蔵品 (2）貯蔵品 

 終仕入原価法によっております。 同左 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 ４．固定資産の減価償却の方

法 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）を採用

しております。 

同左 

 なお、主な耐用年数は、以下のとお

りであります。 

 

 建物    …３～50年  

 工具器具備品…２～15年  

 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

 自社利用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

づく定額法を採用しております。 

同左 

社債発行費 社債発行費 ５．重要な繰延資産の処理方

法 商法施行規則の規定に基づく 長期間

により均等償却しております。 

社債発行後償還期間内に均等額を償却

しております。 

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、決算日の直物為

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 
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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） 

７．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 

 売掛金等の債権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勘

案し、回収不能見込額を計上してお

ります。 

同左 

 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に充てるため、

支給対象期間に応じた支給見込額を

計上しております。 

なお、当事業年度においては、支給

見込額がないため計上しておりませ

ん。 

従業員の賞与の支給に充てるため、

支給対象期間に応じた支給見込額を

計上しております。 

 

 (3）退職給付引当金 (3）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計上し

ております。 

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（10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。 

執行役員及び顧問については、内規

に基づく期末要支給額を計上し、退

職給付引当金に含めております。 

同左 

 (4）役員退職慰労引当金 (4）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。 

   ―――――――― 

  (追加情報） 

役員の退職慰労金の支給に備えるた

め、役員退職慰労金規程に基づく期

末要支給額を役員退職慰労引当金に

計上しておりましたが、平成18年３

月30日開催の取締役会において、役

員退職慰労金規程を廃止することを

決議いたしました。これにより、当

事業年度の支給後の役員退職慰労引

当金残高97,920千円を全額取り崩

し、特別利益に計上しております。
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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） 

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。 

同左 

９．ヘッジ会計の方法 (1）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。ただし、金利スワップ・キャッ

プについて特例処理の要件を満たし

ている場合には、特例処理を採用し

ております。 

繰延ヘッジ処理を採用しておりま

す。ただし、金利スワップについて

特例処理の要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）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段………金利スワップ・

キャップ、為替予

約 

ヘッジ手段………金利スワップ 

 ヘッジ対象………借入金、たな卸資

産の輸入による外

貨建予定取引 

ヘッジ対象………借入金 

 (3）ヘッジ方針 (3）ヘッジ方針 

 借入金の金利変動リスクを回避する

目的で金利スワップ・キャップ取引

を、また、たな卸資産の輸入による

外貨建債務予定取引については、為

替変動リスクを回避する目的で為替

予約取引を行っており、投機目的の

デリバティブ取引は行っておりませ

ん。 

借入金の金利変動リスクを回避する

目的で金利スワップ取引を行ってお

り、投機目的のデリバティブ取引は

行っておりません。 

 (4）ヘッジ有効性評価の方法 (4）ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ開始時から有効性判定時点ま

での期間において、ヘッジ対象と

ヘッジ手段の相場変動の累計を比較

し、両者の変動額等を基礎にして判

断しております。 

なお、ヘッジ対象とヘッジ手段に関

する重要な条件が同一であり、かつ

ヘッジ開始時及びその後も継続して

相場変動を完全に相殺するものと想

定できるものについては、ヘッジの

有効性の評価は省略しております。

同左 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 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は、税抜方式に

よっております。 

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。 

  

――――――――― (役員賞与に関する会計基準) 

 当事業年度から「役員賞与に関する会計基準」(企業

会計基準委員会 平成17年11月29日 企業会計基準第４

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。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

 従来の「資本の部」の合計に相当する金額は1,564,354

千円であります。 

 なお、財務諸表等規則の改正により、当期における貸

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。 

 

――――――――― （繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い) 

  当事業年度から「繰延資産の会計処理に関する当面の

取扱い」（企業会計審議会 平成18年８月11日 実務対

応報告第１号）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。 

 
 

表示方法の変更 

 

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） 

――――――――― (貸借対照表) 

  前期まで区分掲記しておりました「長期性預金」(当事

業年度末残高6,000千円)は、金額的重要性が乏しいため、

投資その他の資産の｢その他｣に含めて表示しておりま

す。  
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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） 

「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

価値割及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。この結果、販売費及び一般管理費が

12,900千円増加し、営業損失、税引前当期純損失が同額

増加し、経常利益が同額減少しております。 

――――――――― 

―――――――――  当社は、前事業年度までシンジケートローン契約（平

成18年９月末現在残高750,000千円）の財務制限条項に

抵触することにより、今後の資金繰りに重要な影響を及

ぼすおそれがあるため、継続企業の前提に関する重要な

疑義が存在しておりました。 

 当社はこの状況を解消するため、新経営陣のもと平成

18年５月に策定した経営計画に基く変革に取り組んだ

結果、中間会計期間に引き続き当事業年度でも経常黒字

を計上するなど、全ての財務制限条項を満たすことにな

りました。 

 また、シンジケートローンのうち、平成18年10月に

250,000千円を約定どおり返済した結果、返済後残高は

500,000千円になり、今後のシンジケートローンの返済

についても資金繰りの目処はついたものと判断してお

ります。 

 従いまして、「継続企業の前提に重要な疑義を抱かせ

る状況」は解消したものと判断しております。 
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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．関係会社に対するものが次のとおり含まれており

ます。 

※１．関係会社に対するものが次のとおり含まれており

ます。 
  

受取手形 133,762千円

売掛金 243,868千円

支払手形 254,175千円

買掛金 1,088,613千円
  

  
受取手形 26,919千円

売掛金 152,533千円

支払手形 283,840千円

買掛金 778,374千円
  

※２．担保資産 ※２．担保資産 

(1）担保に供している資産は次のとおりであります。 (1）担保に供している資産は次のとおりであります。
  

定期預金 735,000千円

建物 777,141千円

土地 1,868,045千円

計 3,380,187千円
  

  
定期預金 755,000千円

建物 721,747千円

土地 1,868,045千円

計 3,344,792千円
  

(2）上記に対応する債務は次のとおりであります。 (2）上記に対応する債務は次のとおりであります。 
  

短期借入金 274,833千円

長期借入金 
(１年内返済予定分を含む) 

2,388,499千円

計 2,663,333千円
  

  
短期借入金 735,000千円

長期借入金 
(１年内返済予定分を含む) 

1,505,299千円

計 2,240,300千円
  

※３．授権株式数及び発行済株式数 ※３．――――――――― 
  

授権株式数  普通株式 20,460,000株 

発行済株式数 普通株式 5,350,247株 
  

    

※４．当社が保有する自己株式の数は、普通株式 

273,800株であります。 

※４．――――――――― 

     

 ５．偶発債務  ５．偶発債務 

下記の関係会社に対し、次のとおり債務保証を

行っております。 

下記の関係会社に対し、次のとおり債務保証を

行っております。 
  

被保証先 種類 
保証残高
（千円）

㈱テクノパウダルトン 銀行借入 207,000

不二パウダル㈱ 〃 121,332

㈱ダルトン工芸センター 〃 152,620

  

  

被保証先 種類 
保証残高
（千円）

㈱テクノパウダルトン 銀行借入 169,250

不二パウダル㈱ 〃 52,774

㈱ダルトン工芸センター 〃 165,948

  
 ６．受取手形割引高等は次のとおりであります。  ６．受取手形割引高等は次のとおりであります。 
  

受取手形割引高 1,428,411千円
(うち関係会社に係るもの 100,000千円)

受取手形譲渡高 60,028千円
  

  
受取手形割引高 1,822,957千円
(うち関係会社に係るもの 239,774千円)

 
  

 ７．配当制限  ７．――――――――― 

金融商品に係る会計基準の適用に伴い純資産額が

4,425千円増加しております。この金額は商法施行

規則第124条第３号の規定により、配当に充当する

ことが制限されるものであります。 
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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） 

 ８．財務制限条項  ８．財務制限条項 

平成16年11月11日締結の取引銀行８行とのシンジ

ケートローン契約（当初貸出元本1,500,000千円、

当期末残高1,250,000千円）には、下記の財務制限

条項が付されております。 

借入人は、本契約締結日以降の各決算期の末日お

よび中間決算の日において、以下の各号の条件を

充足することを確約しております。 

平成16年11月11日締結の取引銀行８行とのシンジ

ケートローン契約（当初貸出元本1,500,000千円、

当期末残高750,000千円）には、下記の財務制限条

項が付されております。 

借入人は、本契約締結日以降の各決算期の末日お

よび中間決算の日において、以下の各号の条件を

充足することを確約しております。 

(1）貸借対照表（連結ベース）の資本の部の金額を

平成15年９月決算期末日における貸借対照表

（連結ベース）の資本の部の80％および直前の

決算期末における貸借対照表（連結ベース）の

資本の部の金額の80％のいずれか高いほうの金

額以上に維持すること。 

(1）貸借対照表（連結ベース）の資本の部の金額を

平成15年９月決算期末日における貸借対照表

（連結ベース）の資本の部の80％および直前の

決算期末における貸借対照表（連結ベース）の

資本の部の金額の80％のいずれか高いほうの金

額以上に維持すること。 

(2）貸借対照表（単体ベース）の資本の部の金額を

平成15年９月決算期末日における貸借対照表

（単体ベース）の資本の部の80％および直前の

決算期末日における貸借対照表（単体ベース）

の資本の部の金額の80％のいずれか高いほうの

金額以上に維持すること。 

(2）貸借対照表（単体ベース）の資本の部の金額を

平成15年９月決算期末日における貸借対照表

（単体ベース）の資本の部の80％および直前の

決算期末日における貸借対照表（単体ベース）

の資本の部の金額の80％のいずれか高いほうの

金額以上に維持すること。 

(3）損益計算書（連結ベース）上の経常損益につき、

損失を計上しないこと。 

(3）損益計算書（連結ベース）上の経常損益につき、

損失を計上しないこと。 

(4）損益計算書（単体ベース）上の経常損益につき、

損失を計上しないこと。 

(4）損益計算書（単体ベース）上の経常損益につき、

損失を計上しないこと。 

※９． ――――――――― ※９．事業年度末日満期手形 

 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、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 153,220千円

  支払手形 38,012千円
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（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 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。 

※１ 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。 
  

仕入高 3,321,222千円

受取配当金 400,000千円

受取地代・家賃 39,684千円

経営指導料等 30,000千円
  

  
仕入高 3,312,215千円

受取地代・家賃 39,684千円
  

※２ 販売費に属する費用のおおよその割合は75％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は25％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。 

給与諸手当 1,650,756千円

退職給付費用 213,079千円

役員退職慰労引当金繰入額 16,064千円

出向費 381,869千円

旅費交通費 240,631千円

賃借料 293,555千円

減価償却費 57,037千円

貸倒引当金繰入額 2,590千円
 

※２ 販売費に属する費用のおおよその割合は75％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は25％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。 

給与諸手当 1,482,074千円

退職給付費用 199,419千円

賞与引当金繰入額 154,246千円

出向費 409,310千円

旅費交通費 220,677千円

賃借料 270,154千円

減価償却費 41,644千円

貸倒引当金繰入額 9,708千円
 

※３ 一般管理費に含まれる研究開発費は129,460千円

であります。 

※３ 一般管理費に含まれる研究開発費は101,823千円

であります。 

※４ 固定資産売却益は内訳は以下のとおりでありま

す。 

車両運搬具 209千円
 

※４ 固定資産売却益は内訳は以下のとおりでありま

す。 

車両運搬具 80千円
 

※５ 固定資産売却損の内訳は以下のとおりでありま

す。 

※５ 固定資産売却損の内訳は以下のとおりでありま

す。 
 

工具・器具及び備品 339千円
  

 
工具・器具及び備品 89千円

  
※６ 固定資産除却損の内訳は以下のとおりでありま

す。 

※６ 固定資産除却損の内訳は以下のとおりでありま

す。 
 

建物 275千円

車両運搬具 83千円

計 358千円
  

 
建物 1,528千円

車両運搬具 223千円

計 1,752千円
  

※７       ―――――――――― ※７ 退職金制度統合に伴う関連費用であります。 

※８       ―――――――――― ※８ 過年度給与であります。 
  
 
 
 
 

 

（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 

 
前期末株式数 

（株） 
当期増加株式数 

（株） 
当期減少株式数 

（株） 
当期末株式数 

（株） 

自己株式     

普通株式 273,800 4,171 108,000 169,971 

合計 273,800 4,171 108,000 169,971 

（注）１ 普通株式の自己株式の株式数の増加は 4,171 株は、単元未満株式の買取によるものであります。 
   ２ 普通株式の自己株式の株式数の減少 108,000 株は、ストック・オプション行使によるものであります。 
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（リース取引関係） 
 

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．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、減損損失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 

117,823 60,323 57,499

ソフトウエア 33,636 13,509 20,127

合計 151,459 73,832 77,626

  

  

 
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 

85,863 32,168 53,694

ソフトウエア 70,839 25,304 45,535

合計 156,703 57,472 99,230

  
(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等 

未経過リース料期末残高相当額 
  

１年内 23,451千円

１年超 55,264千円

合計 78,716千円
  

  
１年内 31,071千円

１年超 70,559千円

合計 101,631千円
  

(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、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 
  

支払リース料 29,802千円

減価償却費相当額 26,765千円

支払利息相当額 3,141千円
  

  
支払リース料 33,951千円

減価償却費相当額 30,503千円

支払利息相当額 4,373千円
  

(4）減価償却費相当額の算定方法 (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。 

同左 

(5）利息相当額の算定方法 (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。 

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 

該当事項はありません。 同左 

 (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。 

 
 
 
 
 
 

 

 

(有価証券関係） 
 

前事業年度（平成 17 年９月 30 日）及び当事業年度(平成 18 年９月 30 日）における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。 
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（税効果会計関係） 
 

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．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 
 
繰延税金資産 

繰越欠損金 408,609千円

退職給付引当金 459,690 

役員退職慰労引当金 49,162 

たな卸資産評価損 44,250 

貸倒引当金 1,043 

関係会社株式評価損 58,756 

金融商品評価損 513 

その他 16,265 

繰延税金資産小計 1,038,291 

評価性引当額 △1,038,291 

繰延税金資産合計 － 

  

繰延税金負債  

有価証券の時価評価に伴う評価差
額金 

△4,282千円

繰延税金負債合計 △4,282 

繰延税金資産（又は負債）の純額 △4,282 
  

 
繰延税金資産 

繰越欠損金 391,736千円

退職給付引当金 455,701 

賞与引当金 74,208 

たな卸資産評価損 29,913 

貸倒引当金 4,938 

関係会社株式評価損 11,271 

未払事業税 5,503 

その他 8,762 

繰延税金資産小計 982,035 

評価性引当額 △982,035 

繰延税金資産合計 － 

  

繰延税金負債  

有価証券の時価評価に伴う評価差
額金 

△2,117千円

繰延税金負債合計 △2,117 

繰延税金資産（又は負債）の純額 △2,117 
  

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 

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 

税引前当期純損失のため、記載しておりません。 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 

6.2 

住民税均等割等 11.9 

留保金課税 19.9 

繰越欠損金の当期使用額 △48.2 

その他 1.3 

税効果適用後の法人税等の負担率 31.8 
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(継続企業の前提) 

 

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） 

 当社は、当事業年度における売上高の大幅な減少の結

果、当社が金融機関数社と締結しているシンジケート

ローン契約（平成17年9月末現在残高1,250,000千円）の

財務制限条項に抵触することにより、今後の資金繰りに

重要な影響を及ぼすおそれがあります。 

 当該条項に抵触した場合、多数貸付人（残高の3分の2

以上）の請求に基づく主幹事行の当社に対する通知によ

り、当社はシンジケートローンの残高及び貸付人に対す

る本契約上の全ての債務について期限の利益を失い、直

ちに元本並びに利息及び清算金その他本契約に基づき当

社が支払義務を負担する全ての金員を支払う義務が生じ

ます。この状況により、貸付人の対応によっては、当社

は継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しておりま

す。 

 当社はこの状況を解消するため、平成17年5月に今後3

年間の経営計画を策定し、人件費削減をはじめとするコ

ストダウン並びに市場構造の変化に対応しうる企業への

変革に取り組み、今後、当該財務制限条項への抵触の回

避に努めます。また、貸付人に対しては当該シンジケー

トローン契約の継続について交渉し、期限の利益喪失に

よる一括返済義務が生じないよう対処する所存でありま

す。 

 なお、当該シンジケートローンのうち、平成17年10月

に249,999千円を約定期日どおりに返済しており、現在の

残高は1,000,000千円であります。 

 財務諸表は継続企業を前提として作成されており、こ

のような重要な疑義の影響を財務諸表には反映しており

ません。 

      ――――――――― 
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（７） 役    員    の    異    動  

（平成 18 年 12 月 22 日付予定） 

 

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 

退任予定取締役 

取締役 平瀬 靖彦 

 


