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単元株制度採用の有無
 

有(１単元100株)
 

１．平成18年12月期の業績（平成18年１月１日～平成18年12月31日）

(1）経営成績                                                                  （金額表示：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12月期 310,541 △1.3 49,506 △31.3 53,578 △29.6

17年12月期 314,524 10.3 72,024 54.2 76,057 59.8

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12月期 34,907 △32.0 63 02 62 93 9.5 12.2 17.3

17年12月期 51,367 56.7 92 89 92 24 15.2 18.0 24.2

（注）①期中平均株式数 18年12月期        553,956,384株 17年12月期 550,619,420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

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年12月期 436,017 375,753 86.2 678 10

17年12月期 443,026 359,513 81.1 649 40

（注）①期末発行済株式数 18年12月期         554,129,940株 17年12月期 553,269,240株

②期末自己株式数 18年12月期 5,363,173株 17年12月期 5,386,584株

     

２．平成19年12月期の業績予想（平成19年１月１日～平成19年12月31日）  

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円 百万円

中間期  148,000  13,500 14,000 8,500

通　期 　　318,500 　　37,000 37,500 23,000

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　41円　51銭　（18年12月期の期末発行済株式数に基づきます）

 

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12月期 12.0 22.0 34.0 18,783 36.6 5.2

18年12月期 12.0 18.0 30.0 16,623 47.6 4.5

19年12月期（予想） 未定 未定 未定    

 

　　　　上記の業績予想は、本業績予想作成時点において入手可能な情報に基づき当社が合理的と判断した予想であり、

潜在的なリスクや不確実性が含まれているため、実際の成果や業績は記載の予想と異なる可能性があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の７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12月31日現在）

当事業年度
（平成18年12月31日現在） 増減

金額
(百万円)

区分 注記
番号 金額（百万円） 構成比

（％） 金額（百万円） 構成比
（％）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

現金及び預金   61,316   48,207   

受取手形   42   ―   

売掛金 ※４  117,253   105,081   

有価証券   68,645   81,894   

商品   4,511   4,537   

製品   18,182   29,798   

半製品   12,225   290   

原材料   11,613   1,699   

仕掛品   117   ―   

貯蔵品   130   ―   

前払費用   477   376   

繰延税金資産   12,193   10,491   

未収入金 ※４  4,938   10,035   

その他   325   95   

貸倒引当金   △344   △200   

流動資産合計   311,629 70.3  292,308 67.0 △19,320

Ⅱ　固定資産         

１　有形固定資産         

建物  88,510   53,267    

減価償却累計額  51,095 37,414  29,807 23,460   

構築物  7,840   5,186    

減価償却累計額  5,576 2,264  3,682 1,504   

機械及び装置  59,042   17,116    

減価償却累計額  43,471 15,571  14,277 2,838   

車両及び運搬具  242   75    

減価償却累計額  202 40  55 19   

工具、器具及び備品  31,706   27,142    

減価償却累計額  25,758 5,947  22,193 4,948   

土地   9,109   9,094   

建設仮勘定   7,514   5,725   

有形固定資産合計   77,861   47,590   

２　無形固定資産         

特許権   31   26   

商標権   3   3   

ソフトウェア   4,008   3,468   

その他   916   817   

無形固定資産合計   4,959   4,315   
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  前事業年度
（平成17年12月31日現在）

当事業年度
（平成18年12月31日現在） 増減

金額
(百万円)

区分 注記
番号 金額（百万円） 構成比

（％） 金額（百万円） 構成比
（％）

３　投資その他の資産         

投資有価証券   18,240   14,907   

関係会社株式   6,111   57,643   

関係会社出資金   113   113   

長期貸付金   30   30   

従業員に対する
長期貸付金   2   0   

長期前払費用   3,778   2,214   

繰延税金資産   11,402   10,145   

敷金保証金   5,233   4,172   

長期未収債権   2,153   1,695   

その他   1,810   1,146   

貸倒引当金   △299   △266   

投資その他の資産合計   48,576   91,802   

固定資産合計   131,397 29.7  143,708 33.0 12,311

資産合計   443,026 100.0  436,017 100.0 △7,009
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  前事業年度
（平成17年12月31日現在）

当事業年度
（平成18年12月31日現在） 増減

金額
(百万円)

区分 注記
番号 金額（百万円） 構成比

（％） 金額（百万円） 構成比
（％）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

買掛金   20,914   25,287   

未払金   2,360   259   

未払費用 ※４  12,791   13,078   

未払法人税等   18,204   4,098   

未払消費税等   1,813   119   

預り金   2,062   1,131   

賞与引当金   4,438   2,684   

役員賞与引当金   ―   175   

返品調整引当金   43   55   

売上割戻引当金   1,884   2,919   

設備未払金   11,100   5,116   

その他   193   425   

流動負債合計   75,808 17.1  55,351 12.7 △20,457

Ⅱ　固定負債         

社債 ※４  901   300   

転換社債   447   151   

退職給付引当金   5,844   3,877   

役員退職慰労引当金   480   548   

その他   30   33   

固定負債合計   7,704 1.8  4,912 1.1 △2,792

負債合計   83,513 18.9  60,263 13.8 △23,249
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  前事業年度
（平成17年12月31日現在）

当事業年度
（平成18年12月31日現在） 増減

金額
(百万円)

区分 注記
番号 金額（百万円） 構成比

（％） 金額（百万円） 構成比
（％）

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※１  72,443 16.3  － － －

Ⅱ　資本剰余金         

１　資本準備金  92,294   －    

２　その他資本剰余金         

自己株式処分差益  1   －    

資本剰余金合計   92,296 20.8  － － －

Ⅲ　利益剰余金         

１　利益準備金  6,480   －    

２　任意積立金         

(1）固定資産圧縮記帳積立金  1,168   －    

(2）別途積立金  135,220   －    

３　当期未処分利益  55,734   －    

利益剰余金合計   198,603 44.8  － － －

Ⅳ　その他有価証券評価差額金   3,781 0.9  － － －

Ⅴ　自己株式 ※２  △7,611 △1.7  － － －

資本合計   359,513 81.1  － － －

負債及び資本合計   443,026 100.0  － － －
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  前事業年度
（平成17年12月31日現在）

当事業年度
（平成18年12月31日現在） 増減

金額
(百万円)

区分 注記
番号 金額（百万円） 構成比

（％） 金額（百万円） 構成比
（％）

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１　資本金   － －  72,893 16.7 －

２　資本剰余金         

(1）資本準備金  －   92,741    

(2）その他資本剰余金         

自己株式処分差益  －   5    

資本剰余金合計   － －  92,747 21.3 －

３　利益剰余金         

(1）利益準備金  －   6,480    

(2）その他利益剰余金         

固定資産圧縮記帳積立金  －   1,002    

別途積立金  －   149,220    

繰越利益剰余金  －   57,765    

利益剰余金合計   － －  214,468 49.2 －

４　自己株式   － －  △7,590 △1.7 －

株主資本合計   － －  372,517 85.5 －

Ⅱ　評価・換算差額等         

　　その他有価証券評価差額金   － －  3,236 0.7 －

評価・換算差額等合計   － －  3,236 0.7 －

純資産合計   － －  375,753 86.2 －

負債純資産合計   － －  436,017 100.0 －
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(2) 損益計算書

  
前事業年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

増減

金額

(百万円)

区分
注記

番号
金額（百万円）

百分比

（％）
金額（百万円）

百分比

（％）

Ⅰ　売上高         

製品売上高  268,691   261,071    

商品売上高  45,833 314,524 100.0 49,469 310,541 100.0 △3,982

Ⅱ　売上原価         

１　商品製品期首たな卸高  33,485   22,694    

２　当期商品仕入高  31,931   35,697    

３　当期製品製造原価 ※4,6 72,397   107,033    

４　他勘定よりの振替高 ※１ 5,528   4,369    

合計  143,343   169,794    

５　他勘定への振替高 ※２ 2,019   3,330    

６　商品製品期末たな卸高  22,694   34,336    

合計  24,713 118,629 37.7 37,666 132,127 42.5 13,498

売上総利益   195,894 62.3  178,413 57.5 △17,481

返品調整引当金戻入額   67   43   

返品調整引当金繰入額   43   55   

差引売上総利益   195,918 62.3  178,401 57.4 △17,516

Ⅲ　販売費及び一般管理費         

広告宣伝費  131   68    

販売促進費  11,673   10,800    

給料及び諸手当  22,789   24,592    

福利厚生費  6,869   7,616    

賞与引当金繰入額  2,787   1,816    

役員賞与引当金繰入額  ―   175    

退職給付費用  1,233   576    

役員退職慰労引当金

繰入額
 98   82    

旅費交通費  3,995   4,396    

減価償却費  1,407   1,916    

研究費 ※3,6 49,885   54,673    

その他  23,022 123,894 39.4 22,180 128,895 41.5 5,001

営業利益   72,024 22.9  49,506 15.9 △22,518
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前事業年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

増減

金額

(百万円)

区分
注記

番号
金額（百万円）

百分比

（％）
金額（百万円）

百分比

（％）

Ⅳ　営業外収益         

受取利息 ※４ 217   182    

有価証券利息  68   153    

受取配当金 ※４ 352   1,169    

不動産賃貸料 ※４ 398   533    

生命保険配当金  404   352    

特許権実施料収入 ※４ 2,301   2,573    

貸倒引当金戻入益  314   146    

為替差益  22   ―    

デリバティブ収益  946   476    

その他の営業外収益 ※４ 1,362 6,388 2.0 1,649 7,236 2.3 848

Ⅴ　営業外費用         

支払利息  218   163    

社債利息  32   5    

固定資産除却損 ※５ 325   387    

貸倒引当金繰入額  30   6    

たな卸資産損失  779   342    

為替差損  ―   1,377    

その他の営業外費用  967 2,354 0.7 881 3,164 1.0 810

経常利益   76,057 24.2  53,578 17.3 △22,479

Ⅵ　特別利益         

厚生年金基金代行返上益 ※７ 10,717   ―    

販売権等許諾料 ※８ 1,667   550    

固定資産等売却益  ※９ 750   ―    

投資有価証券売却益 　 ―   2,230    

事業所再編関連精算益 ※10 ― 13,135 4.2 813 3,594 1.2 △9,541

Ⅶ　特別損失         

事業所閉鎖関連費用 ※11 6,337   ―    

減損損失 ※12 2,194   106    

事業所再編関連費用 ※13 ―   1,164    

固定資産売却損 ※14 ― 8,531 2.7 245 1,516 0.5 △7,014

税引前当期純利益   80,661 25.6  55,655 17.9 △25,005

法人税、住民税及び

事業税
 27,976   17,418    

法人税等調整額  1,318 29,294 9.3 3,329 20,747 6.7 △8,546

当期純利益   51,367 16.3  34,907 11.2 △16,459

前期繰越利益   10,979   ―   

中間配当額   6,611   ―   

当期未処分利益   55,734   ―   
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製造原価計算書

  

前事業年度

（自　平成17年１月１日

至　平成17年12月31日）

当事業年度

（自　平成18年１月１日

至　平成18年12月31日）
増減

金額

(百万円)

区分
注記

番号
金額（百万円）

構成比

（％）
金額（百万円）

構成比

（％）

Ⅰ　原材料費   53,311 71.2  23,060 21.9 △30,251

Ⅱ　労務費   6,339 8.5  2,718 2.6 △3,621

Ⅲ　経費         

外注加工費  5,382   76,124    

減価償却費  4,208   1,066    

その他  5,587 15,178 20.3 2,429 79,620 75.5 64,441

当期総製造費用   74,830 100.0  105,398 100.0  

仕掛品半製品期首

たな卸高
  12,436   12,342   

合計   87,267   117,741   

他勘定への振替高   2,526   10,417   

仕掛品半製品期末

たな卸高
  12,342   290   

当期製品製造原価   72,397   107,033   
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(3) 利益処分計算書及び株主資本等変動計算書

 

利益処分計算書

  
前事業年度

（株主総会承認年月日 平成18年３月23日）

区分
注記

番号
金額（百万円）

Ⅰ　当期未処分利益   55,734

Ⅱ　任意積立金取崩額    

固定資産圧縮記帳

積立金取崩額
 92 92

合計   55,827

Ⅲ　利益処分額    

配当金  12,171  

取締役賞与  222  

任意積立金    

別途積立金  14,000 26,393

Ⅳ　次期繰越利益   29,433

    

 （注）前事業年度の配当金は、中間配当として１株当たり12円を実施し、期末配当は普通配当12円に特別配当として10円を加え、合計22円（年

間34円）であります。　
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株主資本等変動計算書

（当事業年度　自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31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

利益
準備金

その他利益剰余金

固定資産
圧縮記帳
積立金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成17年12月31日残高
（百万円）

72,443 92,294 1 6,480 1,168 135,220 55,734 △7,611 355,731

事業年度中の変動額

新株の発行 449 447       897

固定資産圧縮記帳積立金の取
崩し

    △166  166  ―

別途積立金の積立て      14,000 △14,000  ―

剰余金の配当       △18,821  △18,821

利益処分による役員賞与       △222  △222

当期純利益       34,907  34,907

  自己株式の取得        △29 △29

  自己株式の処分   3     50 53

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
（百万円）

449 447 3 ― △166 14,000 2,031 21 16,785

平成18年12月31日残高
（百万円）

72,893 92,741 5 6,480 1,002 149,220 57,765 △7,590 372,517

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評

価差額金

平成17年12月31日残高
（百万円）

3,781 359,513

事業年度中の変動額

新株の発行  897

固定資産圧縮記帳積立金の取
崩し

 ―

別途積立金の積立て  ―

剰余金の配当  △18,821

利益処分による役員賞与  △222

当期純利益  34,907

自己株式の取得  △29

自己株式の処分  53

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△545 △545

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△545 16,240

平成18年12月31日残高
（百万円）

3,236 375,753
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重要な会計方針

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１　有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券

…償却原価法

１　有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券

…償却原価法

子会社株式及び関連会社株式

…移動平均法による原価法

子会社株式及び関連会社株式

…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

…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

原価は移動平均法により算定）

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

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

時価法

２　デリバティブの評価基準及び評価方法

同左

３　たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品、製品、半製品、原材料、貯蔵品

………総平均法による原価法

３　たな卸資産の評価基準及び評価方法

同左

仕掛品

………先入先出法による原価法

４　固定資産の減価償却の方法

有形固定資産………定率法

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）に基づいております。

４　固定資産の減価償却の方法

同左

５　繰延資産の処理方法

　　新株発行費は、支出時に全額費用として処理しており

ます。

５　繰延資産の処理方法

　　株式交付費は、支出時に全額費用として処理しており

ます。

６　引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

売上債権等の貸倒れによる損失に備えて、一般債権に

ついては、貸倒実績率による計算額を、貸倒懸念債権

等については、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。

６　引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

従業員賞与の支給に備えて、当事業年度の負担する支

給見込額を計上しております。

(2）賞与引当金

同左

 

(3）　　　　　　　──────

 

(3）役員賞与引当金

役員賞与の支給に備えて、当事業年度の負担する支給

見込額を計上しております。

(4）返品調整引当金

当事業年度の売上高に対して今後予想される返品に備

えて、当事業年度末売上債権残高に最近２事業年度に

おける返品率及び当事業年度売買利益率を乗じた金額

を計上しております。

(4）返品調整引当金

同左
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前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

(5）売上割戻引当金

売上割戻金の支出に備えて、売上高を基準とした当事

業年度の負担する見込額を計上しております。

(5）売上割戻引当金

　　　　　　　　　　同左

(6）退職給付引当金

従業員の退職給付に充てるため、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。

過去勤務債務は、そ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年数（10年）による定率法によ

り費用処理しております。

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

よる定率法により按分した額をそれぞれ発生時の翌事

業年度から費用処理しております。

(6）退職給付引当金

従業員の退職給付に充てるため、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。

過去勤務債務は、そ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年数（10年）による定率法によ

り費用処理しております。

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

よる定率法により按分した額をそれぞれ発生時の翌事

業年度から費用処理しております。

（追加情報）

厚生年金基金の代行返上

当社は、確定給付企業年金法の施行に伴い、厚生年

金基金の代行部分について、平成17年８月１日に厚

生労働大臣から過去分返上の認可を受け、平成17年

11月16日に国に返還額（最低責任準備金）の納付を

行いました。

これにより、特別利益として10,717百万円計上して

おります。

(7）役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支払に備えて、内規に基づく当事

業年度末要支給額を計上しております。

(7）役員退職慰労引当金

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。

７　リース取引の処理方法

同左

８　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によって

おります。

８　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

同左
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会計処理の変更

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

　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」（「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）が平成16年３月31日に終

了する事業年度に係る財務諸表から適用できることに

なったことに伴い、当事業年度から早期に同会計基準

及び同適用指針を適用しております。これにより税引

前当期純利益は、2,194百万円減少しております。

なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表

等規則に基づき各資産の金額から直接控除しておりま

す。

　　　　　　　　──────

　　　　　　　　──────   退職給付に係る会計基準

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。これにより営業利益、

経常利益及び税引前当期純利益は、479百万円増加し

ております。

　　　　　　　　──────   役員賞与に関する会計基準

当事業年度より「役員賞与に関する会計基準」（企業

会計基準第４号　平成17年11月29日）を適用しており

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、175百万円減少しております。 　

　　　　　　　　──────   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375,753百万

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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追加情報

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

　 外形標準課税　　

「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819百万円増加し、

営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が819百万

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12月31日現在）

当事業年度
（平成18年12月31日現在）

※１　株式の状況 ※１　

──────

授権株式 普通株式 799,805,050株

定款の定めにより株式の消却が行なわれた場合には、

会社が発行する株式について、これに相当する株式

数を減ずることになっております。

発行済株式総数 普通株式 558,655,824株

   

当事業年度における発行済株式数の増加は次のとお

りであります。

転換社債の転換

 発行株式数     1,854,408株

 資本組入額 　708,383,856円

 

 新株予約権付社債の予約権の行使

 発行株式数     1,796,452株

 資本組入額 1,203,622,840円

 

※２　自己株式

当社が保有する自己株式の数は、普通株式　　　　

5,386,584株であります。

※２　

──────

　３　配当制限

商法施行規則第124条第３号に規定する純資産額は

　3,827百万円であります。

　３

──────

 

※４　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。

※４　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 796百万円

未払費用 498

社債 901

売掛金    1,302百万円

未収入金 5,281

未払費用 1,336

社債 300

　５　偶発債務（保証債務） 　５　偶発債務（保証債務）

従業員の金融機関借入金

（住宅資金）に対する債務保証
811百万円

従業員の金融機関借入金

（住宅資金）に対する債務保証
   686百万円

　６　コミットメントライン契約

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引金

融機関13行とコミットメントライン契約を締結して

おります。この契約に基づく当事業年度末の借入未

実行残高は次のとおりであります。

　６　コミットメントライン契約

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引金

融機関13行とコミットメントライン契約を締結して

おります。この契約に基づく当事業年度末の借入未

実行残高は次のとおりであります。

コミットメントラインの総額 30,000百万円

借入実行残高 ─

差引額 30,000百万円

コミットメントラインの総額      30,000百万円

借入実行残高  ─

差引額       30,000百万円
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成17年１月１日

至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

※１　特許権実施料及び包装替費用等であります。 ※１　　　　　　　　　　同左

※２　販売費及び一般管理費、半製品への振替え等であり

ます。

※２　販売費及び一般管理費への振替え等であります。

※３　研究費のうち、引当金繰入額及び減価償却費は次の

とおりであります。

※３　研究費のうち、引当金繰入額及び減価償却費は次の

とおりであります。

賞与引当金繰入額 1,231百万円

退職給付費用 377

減価償却費 5,649

賞与引当金繰入額      752百万円

退職給付費用 326

減価償却費 4,930

※４　関係会社に係る注記

営業外収益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。

特許権実施料収入 1,034百万円

 

なお、上記以外に受取利息、受取配当金、不動産賃

貸料及びその他の営業外収益合計で570百万円あり

ます。

※４　関係会社に係る注記

売上原価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。

当期製品製造原価　 外注加工費 67,284百万円

 

営業外収益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。

特許権実施料収入      1,228百万円

受取配当金 1,000

なお、上記以外に受取利息、不動産賃貸料及びその

他の営業外収益合計で712百万円あります。

※５　固定資産除却損の主要な内容は次のとおりでありま

す。

※５　固定資産除却損の主要な内容は次のとおりでありま

す。　　

建物 91百万円

機械及び装置 106

工具、器具及び備品 111

建物   157百万円

機械及び装置 41

工具、器具及び備品 167

※６　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 ※６　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

 49,885百万円        54,673百万円

※７　厚生年金基金代行返上益

 　　　当社は、確定給付企業年金法の施行に伴い、厚生年

金基金の代行部分について、平成17年８月１日に厚

生労働大臣から過去分返上の認可を受けました。こ

れによる返上益であります。

※７

──────

※８　販売権等許諾料

 　　　当社の開発品である「MRA」に関する共同開発ならび

に共同販促に関するライセンス契約に基づくマイル

ストーン収入であります。 

※８　販売権等許諾料

 　　　主として、当社の開発品である「R484」に関する共

同開発および販売に関する契約に基づく一時金であ

ります。 

※９　固定資産等売却益

　　　 旧鏡石工場の土地・建物等の譲渡益および旧松永工

場跡地の売却によるものであります。

※９　

──────

※10　

──────

※10　事業所再編関連精算益

 　　　前事業年度に取り壊しを決定していた旧筑波研究所

の建物および構築物について買い取りの申し入れを

受け、取り壊しを行わずに譲渡したこと、および本

社移転に伴う旧本社ビルの原状回復費用が当初想定

に比べ減額されたことに伴う精算益であります。
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前事業年度
（自　平成17年１月１日

至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

※11　事業所閉鎖関連費用

 　　　設備の除却等によるものであります。また、当事業

年度に閉鎖の確定した浮間工場及び鎌倉工場の固定

資産について、当事業年度末における適正な帳簿価

額まで臨時に償却した金額3,252百万円を含んでおり

ます。

※11

──────

※12　減損損失

       当社は継続的に収支を把握している事業単位ごとに

事業用資産をグルーピングしておりますが、当社は

医薬品事業のみですので、医薬品事業を１つのグルー

プとしております。その他に、遊休資産については

個々にグルーピングをしております。

 　　　当事業年度において、以下の資産グループにおいて

減損損失を認識いたしました。

 　　　（1）筑波研究所

場所 用途 種類
減損損失

（百万円）

 旧筑波研究所  医薬品  建物 1,396

 （茨城県新治郡）  研究設備  土地 359

 　　　筑波研究所は当事業年度において、研究開発機能再

編の一環として閉鎖され、現在は遊休状態となって

おります。また、建物は再活用が難しいため、除却

が決定されました。

これらに伴い、建物については帳簿価額を零まで減

額し、土地については回収可能価額まで減額いたし

ました。なお、当該土地の回収可能価額は正味売却

価額を使用し、固定資産税評価額を基準としており

ます。

 　　　（2）浮間工場、鎌倉工場、藤枝工場

 場所 用途  種類
減損損失 

（百万円）

 浮間工場  医薬品  建物 264

 （東京都北区）  製造設備  構築物 5

 鎌倉工場  医薬品  建物 131

 （神奈川県鎌倉市）  製造設備  その他 0

 藤枝工場  医薬品  建物 22

 （静岡県藤枝市）  製造設備  構築物 12

 　　　生産機能の徹底した効率化と資源の集中化を目的と

した生産体制の再編に着手したことに伴い、遊休化

している上記の資産の除却が決定したため、帳簿価

額を零まで減額いたしました。

※12　減損損失

 　　　当事業年度において減損損失を計上しておりますが、

重要性が乏しいため内訳は省略しております。

 ※13

──────

※13　事業所再編関連費用

 　　　主として、生産体制の再編に伴う費用等であります。

 ※14

 ──────

※14　固定資産売却損

 　　　旧筑波研究所の売却によるものであります。
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（株主資本等変動計算書関係）

（当事業年度　自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

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）

普通株式（注）１，２ 5,386,584 12,289 35,700 5,363,173

合計 5,386,584 12,289 35,700 5,363,173

 （注）１　普通株式の自己株式の株式数の増加12,289株は、単元未満株式の買い取りによる増加であります。

　　　 ２　普通株式の自己株式の減少35,700株は、単元未満株式の買い増し請求による減少300株及びストック・

           オプションの権利行使による減少35,400株であります。

 

（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31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

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

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

取得価額

相当額

（百万円）

減価償却累

計額相当額

（百万円）

期末残高

相当額

（百万円）

車両及び

運搬具
74 25 48

工具、器具

及び備品
2,499 1,387 1,111

合計 2,573 1,413 1,159

取得価額

相当額

（百万円）

減価償却累

計額相当額

（百万円）

期末残高

相当額

（百万円）

車両及び

運搬具
74 38 35

工具、器具

及び備品
1,791 887 904

合計 1,865 925 940

取得価額相当額は、未経過リース料当年度末残高が有

形固定資産の当年度末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定しております。

取得価額相当額は、未経過リース料当年度末残高が有

形固定資産の当年度末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定しております。

２　未経過リース料当年度末残高相当額 ２　未経過リース料当年度末残高相当額

１年以内 482百万円

１年超 677

合計 1,159百万円

１年以内    393百万円

１年超  546

合計     940百万円

未経過リース料当年度末残高相当額は、未経過リース

料当年度末残高が有形固定資産の当年度末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み法により算定して

おります。

未経過リース料当年度末残高相当額は、未経過リース

料当年度末残高が有形固定資産の当年度末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み法により算定して

おります。

３　支払リース料及び減価償却費相当額 ３　支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 595百万円

減価償却費相当額 595

支払リース料    515百万円

減価償却費相当額  515

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

法により算定しております。

４　減価償却費相当額の算定方法

同左

（有価証券関係）

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
（平成17年12月31日現在）

当事業年度
（平成18年12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内

訳

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内

訳

繰延税金資産  

退職給付引当金否認額 6,277百万円

税務上の前払費用額 3,062

税務上の繰延資産償却限度超過額 2,983

固定資産減価償却限度超過額 2,719

税務上の貯蔵品額 1,868

賞与引当金否認額 1,792

未払事業税否認額 1,464

売上割戻引当金否認額 1,081

減損損失 886

有価証券評価損否認額 833

役員退職慰労引当金否認額 194

その他 3,725

繰延税金資産合計 26,884百万円

  

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △2,560百万円

固定資産圧縮記帳積立金 △728

繰延税金負債合計 △3,288百万円

  

繰延税金資産の純額 23,596百万円

繰延税金資産  

退職給付引当金否認額    5,516百万円

税務上の前払費用額 4,379

税務上の繰延資産償却限度超過額 2,341

固定資産減価償却限度超過額 1,877

税務上の貯蔵品額 1,435

売上割戻引当金否認額 1,178

賞与引当金否認額 1,084

有価証券評価損否認額 1,027

未払事業税否認額 318

役員退職慰労引当金否認額 222

減損損失 44

その他 4,392

繰延税金資産小計   23,813百万円

評価性引当額 △306

繰延税金資産合計   23,507百万円

  

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金  △2,191百万円

固定資産圧縮記帳積立金 △679

繰延税金負債合計  △2,870百万円

  

繰延税金資産の純額   20,637百万円

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 
1.7

受取配当金等永久に益金に算入され

ない項目 
△0.1

住民税均等割 0.1

試験研究費特別税額控除額 △5.3

その他 △0.5

税効果会計適用後の法人税等の

負担率 
 36.3％

 

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 
2.5

受取配当金等永久に益金に算入され

ない項目 
△0.8

住民税均等割 0.2

試験研究費特別税額控除額 △5.0

その他 0.0

税効果会計適用後の法人税等の

負担率 
 37.3％
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（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

 

当社は、平成18年２月９日に開催の取締役会において、　

平成18年５月１日を以て当社の生産部門４工場を当社の

100%子会社である中外テクノビジネス株式会社に会社分　

割により移管する決議を行い、同社と吸収分割に関する　

契約を締結しました。なお、中外テクノビジネス株式会　

社は、平成18年４月１日に商号を「中外製薬工業株式会

社」に変更する予定であります。

(1) 会社分割の目的

生産部門の分社化は中期経営計画「Sunrise2010」

の重要課題である生産体制再編施策の一環として

実施するものであり、本会社分割の目的は、製造

技術の向上とコスト効率を追求し、中外グループ

の価値を最大化することにあります。

(2) 会社分割の方法

当社を分割会社とし、中外テクノビジネス株式会

社を承継会社とする吸収分割（物的分割）

(3) 会社分割の日程

分割契約書承認取締役会　平成18年２月９日

分割契約調印日　　　　　平成18年２月９日

分割契約書承認株主総会　平成18年３月23日

分割期日　　　　　　　　平成18年５月１日

分割登記　　　　　　　　平成18年５月１日

(4) 分割に際して発行する株式及び割当

承継会社は、普通株式100株を発行し、その全てを

当社に割り当てます。

(5) 承継会社が承継する権利義務

承継会社は分割期日において、浮間工場、藤枝工

場、宇都宮工場及び鎌倉工場における医薬品等の

製造に関わる資産、その他の権利義務を当社から

承継します。なお、貸借対照表上の負債は承継い

たしません。

(6) 分割する部門の内容

①  生産部門の内容

　 浮間工場、藤枝工場、宇都宮工場

 及び鎌倉工場

②  分割資産および金額(平成17年12月31日現在)

 　 流動資産　　25,012百万円

 　 固定資産　　33,892百万円

 

──────
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７．役員の異動
　 （平成19年３月23日付）

１．代表者の異動

　該当事項はありません。

２．その他役員の異動

＜新任監査役候補＞

常勤監査役 松本　茂外志 （現　当社 監査部長） 

   

＜退任予定監査役＞

常勤監査役 本間　隆夫  
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