
  

平成18年12月期 個別財務諸表の概要 平成19年２月９日

会　社　名 株式会社　 PALTEK 上場取引所 JASDAQ

コード番号 ７５８７ 本社所在都道府県 神奈川県

(URL　http://www.paltek.co.jp/)

代　表　者 役　職　名 代表取締役社長

 氏　　　名 高橋　忠仁

問い合わせ先 責任者役職名 取締役オペレーショナルサービスディビジョン

ゼネラルマネージャー兼環境担当

 氏　　　名 伊藤　忠志 ＴＥＬ （０４５）４７７－２０００

決算取締役会開催日 平成19年２月９日 配当支払開始予定日 平成19年３月26日

定時株主総会開催日 平成19年３月24日 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 （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12月期 6,541 (△55.7) △724 (　－　) △405 (　－　)

17年12月期 14,774 (△ 5.9) 402 (△40.3) 259 (△69.3)

 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 △254 (　－　) △21 79 ― ― △3.0 △3.6 △6.2

17年12月期 174 (△64.0) 14 94 ― ― 2.0 2.1 1.8

（注）①期中平均株式数 18年12月期 11,661,101株 17年12月期 11,691,064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、対前期増減率であります。

(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 9,612 8,310 86.5 712 66

17年12月期 13,049 8,678 66.5 744 18

（注）①期末発行済株式数 18年12月期 11,660,952株 17年12月期 11,661,484株

 ②期末自己株式数 18年12月期 188,947株 17年12月期 188,415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 4,120 △430 △440 △270

通　期 10,640 △425 △460 △280

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） △24円01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 その他 年間

17年12月期 － 10.00 － 10.00 116 66.9 1.3

18年12月期 － 10.00 － 10.00 116 － 1.4

19年12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９ページを参照して下さい。
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５．個別財務諸表等
(1) 貸借対照表

第24期
（平成17年12月31日現在）

第25期
（平成18年12月31日現在）

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 2,889,901 1,170,180  

２．受取手形 301,531 112,239  

３．売掛金 ※６ 3,096,519 1,397,108  

４．商品 3,861,459 1,664,350  

５．貯蔵品 6,284 6,287  

６．前払費用 46,013 44,425  

７．繰延税金資産 63,162 18,159  

８．短期貸付金  － 2,900,000  

９．未収入金 ※６ 8,158 562  

10．未収還付法人税等  － 60,695  

11．未収消費税等 1,026,014 148,413  

12．その他 ※６ 59,210 21,178  

13．貸倒引当金 △4,165 △394  

流動資産合計 11,354,091 87.0 7,543,207 78.5 △3,810,883

Ⅱ　固定資産  

１．有形固定資産  

（１）建物 130,464 118,858  

減価償却累計額 82,216 48,248 83,735 35,122  

（２）工具器具備品 359,626 348,985  

減価償却累計額 296,859 62,767 298,672 50,313  

（３）土地 14,138 －  

有形固定資産合計 125,154 1.0 85,436 0.9 △39,718

２．無形固定資産  

（１）電話加入権 2,577 2,577  

（２）ソフトウエア 54,915 38,308  

無形固定資産合計 57,493 0.4 40,886 0.4 △16,606

-41-



第24期
（平成17年12月31日現在）

第25期
（平成18年12月31日現在）

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 240,985 236,955  

（２）関係会社株式 903,709 1,121,319  

（３）長期前払費用 267 196  

（４）繰延税金資産 100,911 299,597  

（５）敷金・保証金 130,803 131,851  

（６）保険積立金 135,584 152,532  

（７）従業員長期貸付金 315 579  

投資その他の資産合計 1,512,577 11.6 1,943,032 20.2 430,455

固定資産合計 1,695,224 13.0 2,069,355 21.5 374,130

資産合計 13,049,316 100.0 9,612,562 100.0 △3,436,753
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第24期
（平成17年12月31日現在）

第25期
（平成18年12月31日現在）

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）

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１．買掛金  1,788,373 812,930  

２．短期借入金 ※７ 1,800,000 －  

３．未払金  278,424 125,385  

４．未払費用  34,661 32,658  

５．未払法人税等 49,500 4,483  

６．預り金 34,313 31,733  

７．賞与引当金 31,637 39,379  

８．その他  8,826 104  

流動負債合計 4,025,737 30.9 1,046,676 10.8 △2,979,060

Ⅱ　固定負債  

１．退職給付引当金 21,106 19,395  

２．役員退職慰労引当金 221,939 197,897  

３．その他 102,306 38,272  

固定負債合計 345,351 2.6 255,564 2.7 △89,786

負債合計 4,371,089 33.5 1,302,241 13.5 △3,068,847

 

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 ※１ 1,339,634 10.3 －  －

Ⅱ　資本剰余金  

１．資本準備金 1,678,512 －  

資本剰余金合計 1,678,512 12.8 －  －

Ⅲ　利益剰余金  

１．利益準備金 46,100 －  

２．任意積立金  

別途積立金 5,400,000 －  

３．当期未処分利益 317,047 －  

利益剰余金合計 5,763,147 44.2 －  －

Ⅳ　その他有価証券
　　　　評価差額金

27,092 0.2 －  －

Ⅴ　自己株式 ※５ △130,161 △1.0 －  －

資本合計 8,678,226 66.5 －  －

負債・資本合計 13,049,316 100.0 －  －
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第24期
（平成17年12月31日現在）

第25期
（平成18年12月31日現在）

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   － －  1,339,634 13.9 －

２．資本剰余金         

（１）資本準備金  －   1,678,512    

資本剰余金合計   － －  1,678,512 17.5 －

３．利益剰余金         

（１）利益準備金  －   46,100    

（２）その他利益剰余金         

別途積立金  －   5,400,000    

繰越利益剰余金  －   △53,697    

利益剰余金合計   － －  5,392,402 56.2 －

４．自己株式   － －  △130,421 △1.4 －

株主資本合計   － －  8,280,128 86.2 －

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券
　　　　評価差額金

  － －  30,192 0.3 －

評価・換算差額等合計   － －  30,192 0.3 －

純資産合計   － －  8,310,320 86.5 －

負債純資産合計   － －  9,612,562 100.0 －

 

-44-



(2) 損益計算書

第24期
（自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日）

第25期
（自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31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 14,774,182 100.0 6,541,972 100.0 △8,232,210

Ⅱ　売上原価  

１．商品期首たな卸高 3,688,947 3,861,459  

２．当期商品仕入高 12,152,884 3,056,326  

３．当期商品加工原価 ※１ 97,451 48,040  

計 15,939,283 6,965,827  

４．他勘定振替高 ※２ 8,054 6,576  

５．商品期末たな卸高 3,861,459 12,069,768 81.7 1,664,350 5,294,900 80.9 △6,774,868

売上総利益 2,704,413 18.3 1,247,071 19.1 △1,457,341

Ⅲ　販売費及び一般管理費  

１．貸倒引当金繰入額 465 －  

２．役員報酬 164,698 141,429  

３．給料手当 757,556 685,637  

４．賞与 198,931 197,861  

５．福利厚生費 115,186 111,668  

６．賞与引当金繰入額 30,666 38,639  

７．役員退職慰労引当金
　　　　　　繰入額

4,733 －  

８．賃借料 298,560 228,207  

９．減価償却費 94,458 54,044  

10．支払手数料 124,046 96,133  

11．その他 ※３ 512,996 2,302,297 15.6 418,201 1,971,822 30.2 △330,475

営業利益又は損失
（△）

402,115 2.7 △724,750 △11.1 △1,126,866
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第24期
（自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日）

第25期
（自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31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）

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息 513 19,384  

２．受取配当金 ※４ 15,908 5,286  

３．受取手数料 － 219,866  

４．為替差益 － 82,928  

５．投資有価証券売却益 2,136 81  

６．その他 5,046 23,605 0.2 30,561 358,108 5.5 334,502

Ⅴ　営業外費用  

１．支払利息 16,986 12,848  

２．支払手数料 13,747 13,222  

３．為替差損 116,623 －  

４．手形債権譲渡損 5,765 4,468  

５．売掛債権譲渡損 9,317 5,788  

６．その他 3,861 166,302 1.1 2,815 39,142 0.6 △127,159

経常利益又は損失
（△）

259,418 1.8 △405,784 △6.2 △665,203

Ⅵ　特別利益  

１．投資有価証券売却益  41,558 18,000  

２．投資有価証券償還益  2,041 －  

３．役員退職慰労引当金
　　　　　　戻入益

 － 75  

４．貸倒引当金戻入益 － 3,771  

５．保証債務取崩益 752 44,351 0.3 176 22,022 0.3 △22,329

Ⅶ　特別損失  

１．固定資産除却損 ※５ 1,201 4,731  

２．固定資産評価損 ※６ 2,972 －  

３．減損損失 ※７  17,111  

４．投資有価証券評価損  302 4,476 0.1 － 21,842 0.3 17,366

税引前当期純利益
　　　又は損失（△）

299,294 2.0 △405,605 △6.2 △704,899

法人税、住民税
　　　及び事業税

125,210 4,330  

法人税等調整額 △633 124,577 0.8 △155,804 △151,474 △2.3 276,051

当期純利益
　　　又は損失（△）

174,717 1.2 △254,130 △3.9 △428,847

前期繰越利益 142,330 － －

当期未処分利益 317,047 － －
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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

第24期
（株主総会承認日
平成18年３月25日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　当期未処分利益 317,047

Ⅱ　利益処分額

１．配当金 116,614 116,614

Ⅲ　次期繰越利益 200,433

株主資本等変動計算書

第25期（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 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計
別途積立金

繰越利益
剰余金

平成17年12月31日残高（千円） 1,339,634 1,678,512 46,100 5,400,000 317,047 5,763,147 △130,161 8,651,134

事業年度中の変動額

剰余金の配当     △116,614 △116,614  △116,614

当期純損失     △254,130 △254,130  △254,130

自己株式の取得       △260 △260

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）

    △370,745 △370,745 △260 △371,006

平成18年12月31日残高（千円） 1,339,634 1,678,512 46,100 5,400,000 △53,697 5,392,402 △130,421 8,280,128

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12月31日残高（千円） 27,092 27,092 8,678,226

事業年度中の変動額

剰余金の配当   △116,614

当期純損失   △254,130

自己株式の取得   △260

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額）

3,100 3,100 3,100

事業年度中の変動額合計（千円） 3,100 3,100 △367,905

平成18年12月31日残高（千円） 30,192 30,192 8,310,320
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重要な会計方針

項目
第24期

（自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日）

第25期
（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

（１）子会社株式

移動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

　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）

（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

同　　　左

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

デリバティブ

同　　　左

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

（１）商品

移動平均法による原価法

（１）商品

同　　　左

（２）貯蔵品

最終仕入原価法

（２）貯蔵品

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（附属設備を

除く）については定額法)

　主な耐用年数は、建物10年～45年、

工具器具備品５年～15年であります。

（１）有形固定資産

同　　　左

（２）無形固定資産

定額法

　主な耐用年数は、自社利用のソフ

トウエア５年であります。

（２）無形固定資産

同　　　左

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。

　なお、為替予約の振当処理の対象となっ

ている外貨建金銭債務は、当該為替予約の

円貨額に換算しております。

同　　　左
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項目
第24期

（自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日）

第25期
（自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日）

６．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勘

案し、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

　従業員の賞与の支給に備えるため、

支給見込額に基づき計上しておりま

す。

（２）賞与引当金

同　　　左

（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

の見込額及び年金資産残高に基づき

計上しております。

（３）退職給付引当金

同　　　左

（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。

　なお、平成17年３月26日をもって、

役員退職慰労金制度を凍結したため、

同日以降の新たな繰り入れは行って

おりません。

（４）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。

同　　　左
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項目
第24期

（自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日）

第25期
（自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日）

８．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。

　但し、外貨建金銭債務をヘッジ対

象とする為替予約については振当処

理によっております。

（１）ヘッジ会計の方法

同　　　左

（２）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

為替予約取引

（２）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

同　　　左

ヘッジ対象

　外貨建金銭債務及び外貨建予定

取引

ヘッジ対象

同　　　左

（３）ヘッジ方針

　輸入計画策定時に取締役会におい

てヘッジ手段を決議しております。

（３）ヘッジ方針

同　　　左

（４）ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象のキャッシュ・フロー

の変動の累計とヘッジ手段のキャッ

シュ・フローの変動の累計を半期毎

に比較し、両者の変動額等を基礎に

して、ヘッジ有効性を判断しており

ます。

（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

税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同　　　左

会計処理方法の変更

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）

　　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」（企業会計基準適用指針第

６号　平成15年10月31日）を適用しております。これによ

り税引前当期純損失は、17,111千円増加しております。

　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。
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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）

────── （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。なお、これによる、資本の

部の合計に与える影響はありません。

　また、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。　

────── （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。

これによる、当事業年度の損益に与える影響はありません。

表示方法の変更

第24期
（自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日）

第25期
（自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日）

（貸借対照表） （貸借対照表）

　「保険積立金」は、前事業年度まで投資その他の資

産の「その他」に含めて表示しておりましたが、重要

性が増したため区分掲記いたしました。

　なお、前事業年度の「保険積立金」は118,636千円

であります。

　「短期貸付金」は、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が、重要性が増し

たため区分掲記いたしました。

　なお、前事業年度の「短期貸付金」は50,000千円で

あります。

追加情報

第24期
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

第25期
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

（法人事業税の外形標準課税制度の導入） ――――――

　「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

以降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）により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の「その他」に計上し

ております。

　この結果、販売費及び一般管理費が14,062千円増加し、

営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が、それぞれ同

額減少しております。

-51-



注記事項

（貸借対照表関係）

第24期
（平成17年12月31日現在）

第25期
（平成18年12月31日現在）

※１．会社が発行する株式の総数

普通株式 23,562,000株

発行済株式の総数

普通株式 11,849,899株

※１．会社が発行する株式の総数

普通株式 23,562,000株

発行済株式の総数

普通株式 11,849,899株

　２．債権流動化による遡及義務 303,713千円 　２．債権流動化による遡及義務 53,113千円

３．偶発債務 ３．偶発債務

（１）関係会社の金融機関からの借入金に対する保

証

（１）関係会社の金融機関からの借入金に対する保

証

アルファ電子株式会社 137,600千円 アルファ電子株式会社 95,820千円

（２）関係会社の仕入債務に対する保証 （２）関係会社の仕入債務に対する保証

アルファ電子株式会社 142,374千円 エヌエス・マイクロエレ

クトロニクス株式会社

407,257千円

アルファ電子株式会社 157,479千円

４．運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と

当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結し

ております。これら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。

４．運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と

当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結し

ております。これら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。

当座貸越契約及び貸出コミット

メントの総額

7,900,000千円

借入実行残高 1,350,000

差引額 6,550,000

当座貸越契約及び貸出コミット

メントの総額

7,900,000千円

借入実行残高 ―

差引額 7,900,000

※５．自己株式の保有数 ※５．自己株式の保有数

普通株式 188,415株 普通株式 188,947株

※６．関係会社に対する資産 ※６．関係会社に対する資産

売掛金その他 172,966千円 短期貸付金 2,900,000千円

※７．関係会社に対する負債 ※７．　　　　――――――

短期借入金 350,000千円

８．配当制限 ８．　　　　――――――

商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価

を付したことにより増加した純資産額は、27,092千

円であります。
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（損益計算書関係）

第24期
（自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日）

第25期
（自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日）

※１．仕入商品のプログラミング加工、検査、選別等の作

業に係る費用であり、その内訳は次のとおりであり

ます。

※１．仕入商品のプログラミング加工、検査、選別等の作

業に係る費用であり、その内訳は次のとおりであり

ます。

労務費 33,077千円

外注費 34,490

減価償却費 4,708

その他 25,174

計 97,451

労務費 19,065千円

外注費 8,739

減価償却費 5,475

その他 14,759

計 48,040

※２．他勘定振替高は、商品を広告宣伝費その他に振替え

た額であります。

※２．　　　　　　　同　　　左

※３．研究開発費の総額 ※３．研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開

発費

2,912千円 一般管理費に含まれる研究開

発費

1,715千円

※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。

※４．　　　　――――――

受取配当金 15,855千円

※５．固定資産除却損の内訳 ※５．固定資産除却損の内訳

工具器具備品 1,201千円 工具器具備品 4,081千円

ソフトウエア 649千円

※６．固定資産評価損の内訳 ※６．　　　　――――――

工具器具備品 2,694千円

ソフトウエア 278千円

※７．　　　　―――――― ※７．減損損失

　当社は、以下の資産グループについて減損損失を

計上しました。

場所 用途 種類 減損損失

神奈川県

大和市
遊休

土地

建物

11,194

5,917

千円

千円

　当社は、全社及び遊休資産を、減損損失を把握す

るグルーピングの単位としております。

　市場価格の著しい下落により、遊休資産に区分さ

れている上記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として特別損失に計上してお

ります。

　なお、当資産グループの回収可能価額は、譲渡見

込価額を基礎として評価しております。
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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 118,415 532 ― 188,947

合計 118,415 532 ― 188,947

（リース取引関係）

第24期
（自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日）

第25期
（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

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）

ソフトウエア 35,850 30,692 5,157

車両運搬具 29,880 6,427 23,453

合計 65,730 37,119 28,611

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）

ソフトウエア 18,600 18,600 ―

車両運搬具 29,880 11,407 18,473

合計 48,480 30,007 18,473

（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 10,166千円

１年超 19,097千円

合計 29,264千円

１年内 4,942千円

１年超 14,155千円

合計 19,097千円

（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 73,404千円

減価償却費相当額 69,914千円

支払利息相当額 1,325千円

支払リース料 10,868千円

減価償却費相当額 10,137千円

支払利息相当額 702千円

（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

（有価証券関係）

　前事業年度（自 平成17年１月１日　至 平成17年12月31日）及び当事業年度（自　平成18年１月１日　至　平成

18年12月31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）

第24期
（自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日）

第25期
（自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31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．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 繰延税金資産

（千円）

棚卸資産評価損否認 36,221

賞与引当金否認 12,857

役員退職慰労引当金否認 90,196

その他 31,810

繰延税金資産合計 171,085

（千円）

賞与引当金否認 16,003

役員退職慰労引当金否認 80,425

繰越欠損金 211,384

その他 23,853

小計 331,666

評価性引当額 △493

繰延税金資産合計 331,173

繰延税金負債 繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △7,010

繰延税金負債合計 △7,010

繰延税金資産の純額 164,074

未収還付事業税 △4,295

その他有価証券評価差額金 △9,121

繰延税金負債合計 △13,416

繰延税金資産の純額 317,756

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

の差異の原因の項目別内訳

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

の差異の原因の項目別内訳

　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間の差異が法定実効税率の５／100以下で

あるため、財務諸表等規則第８条の12第３項の規定

により、記載を省略しております。

（単位：％）

法定実効税率 40.64

（調整）

交際費等永久に損金に算入されな

い項目

△2.30

住民税均等割 △1.17

受取配当金益金不算入額 0.38

評価性引当額増減による影響 △0.12

その他 △0.08

税効果会計適用後の法人税等の負

担率
37.35
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（１株当たり情報）

第24期
（自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日）

第25期
（自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日）

１株当たり純資産額    744円18銭

１株当たり当期純利益 14円94銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に

ついては、希薄化効果を有している潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。

１株当たり純資産額    712円66銭

１株当たり当期純損失 21円79銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に

ついては、潜在株式は存在するものの１株当たり当期

純損失であ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又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

第24期
(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

第25期
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当期純利益又は当期純損失（△）

（千円）
174,717 △254,130

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

　（うち利益処分による役員賞与金） (―) (―)

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失

（△）（千円）
174,717 △254,130

期中平均株式数（株） 11,691,064 11,661,101

 

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

（旧商法第280条ノ19の規定に基づ

く新株引受権）

新株引受権２種類（新株引受権の

行使により発行される株式数

315,300株）

（商法第280条ノ20及び第280条ノ

21の規定に基づく新株予約権）

３種類2,600個（新株予約権の行

使により発行される株式数

260,000株）

（旧商法第280条ノ19の規定に基づ

く新株引受権）

新株引受権２種類（新株引受権の

行使により発行される株式数

275,800株）

（商法第280条ノ20及び第280条ノ

21の規定に基づく新株予約権）

４種類5,213個（新株予約権の行

使により発行される株式数

521,300株）

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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６．役員の異動

平成19年３月24日開催予定の当社第25期定時株主総会において、下記のとおり役員の異動を予定しております。

(1)代表者及び代表取締役の異動

該当事項はありません。

(2)その他の役員の異動

（新任取締役候補）

該当事項はありません。

 

 

（新任監査役候補）

監　査　役（社外）

監　査　役（社外）

 

京極　照彦

西村　和彦（現　ＫＤＤＩ株式会社　常務理事　北陸総支社長）

（退任予定取締役）

該当事項はありません。

 

 

（退任予定監査役）

非常勤監査役（社外）

 

河崎　達夫（現　非常勤監査役）
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