
１．18年12月期の業績（平成18年１月１日～平成18年12月31日） 

２．19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） 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）   44円 98銭 

３．配当状況 

  

※ 業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものであります。予想に内在する様々な

不確定要因やこの後の事業運営における内外の情況変化等により、実際の業績と異なる場合がありますので、ご承知

おき下さい。 

平成18年12月期 個別財務諸表の概要 
平成19年２月13日

会社名 日本ライトン株式会社 上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ 

コード番号 2703 本社所在都道府県 東京都 

（URL http://www.lite-on.co.jp/） 

代表者 役職名 代表取締役社長 

  氏名 遠藤 榮之進 

問い合わせ先 責任者役職名 常務取締役管理本部長 

  氏名 松田 憲明 ＴＥＬ  （03）3239－6788 

決算取締役会開催日 平成19年２月13日 配当支払開始予定日 平成19年３月30日 

定時株主総会開催日 平成19年３月29日 単元株制度採用の有無 有（１単元 100株） 

(1）経営成績 （百万円未満は切捨表示）

 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 34,490 (0.2) 43 (△79.2) 365 (△39.8)

17年12月期 34,405 (△11.6) 207 (△4.8) 607 (112.1)

 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 115 (△66.9) 17.70 17.57 5.1 3.1 1.1 

17年12月期 350 (179.5) 50.38 50.06 18.7 5.8 1.8 

（注）１．期中平均株式数 18年12月期 6,547,849株 17年12月期 6,164,424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 

(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 11,634 2,305 19.8 351.49 

17年12月期 11,584 2,239 19.3 336.41 

（注）１．期末発行済株式数 18年12月期 6,559,000株 17年12月期 6,539,000株

２．期末自己株式数 18年12月期 －株 17年12月期 －株

 売上高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

中間期 18,500 40 8 

通期 41,700 555 295 

  現金配当    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 5.0 7.5 12.5 78 24.8 3.5 

18年12月期 6.0 6.0 12.0 78 67.8 3.4 

19年12月期（予想） 6.0 6.0 12.0       
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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） 
当事業年度 

（平成18年12月31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     2,649,914     3,308,669   658,755 

２ 受取手形     404,422     105,926   △298,495 

３ 売掛金 ※２   5,551,449     5,136,878   △414,570 

４ 商品     1,151,976     831,941   △320,034 

５ 製品     159,846     73,631   △86,215 

６ 原材料     6,028     19,294   13,266 

７ 仕掛品     76,928     50,962   △25,965 

８ 前渡金     20,860     41,591   20,731 

９ 前払費用     37,694     34,882   △2,812 

10 繰延税金資産     72,335     32,041   △40,294 

11 未収入金 ※２   18,972     185,390   166,418 

12 未収消費税等     123,295     132,347   9,051 

13 短期貸付金 ※２   35,700     28,819   △6,881 

14 その他 ※２   132,290     165,354   33,064 

貸倒引当金     △13,698     △8,916   4,781 

流動資産合計     10,428,015 90.0   10,138,815 87.2 △289,200 
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前事業年度 

（平成17年12月31日） 
当事業年度 

（平成18年12月31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） 

Ⅱ 固定資産                 

１ 有形固定資産                 

(1）建物   196,976     201,540       

減価償却累計額   59,090 137,886   71,401 130,138   △7,747 

(2）構築物   13,938     13,938       

減価償却累計額   10,235 3,702   10,791 3,146   △556 

(3）機械及び装置   7,820     7,820       

減価償却累計額   6,252 1,567   6,756 1,063   △504 

(4）工具器具備品   125,019     113,803       

減価償却累計額   84,055 40,964   84,101 29,702   △11,262 

(5）土地     109,033     109,033   － 

有形固定資産合計     293,155 2.5   273,084 2.3 △20,071 

２ 無形固定資産                 

(1）ソフトウエア     32,210     23,357   △8,852 

(2）その他     3,558     3,543   △14 

無形固定資産合計     35,768 0.3   26,901 0.2 △8,867 
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前事業年度 

（平成17年12月31日） 
当事業年度 

（平成18年12月31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 ※１   50,445     15,467   △34,977 

(2）関係会社株式     429,350     439,350   10,000 

(3）関係会社長期貸付
金 

    4,995     400,000   395,005 

(4）破産債権・更生債
権等 

    4,492     45,372   40,879 

(5）長期前払費用     8,644     12,237   3,593 

(6）繰延税金資産     74,689     103,111   28,421 

(7）投資不動産   64,661     64,661       

減価償却累計額   29,761 34,900   31,320 33,341   △1,558 

(8）保険積立金     119,170     53,861   △65,308 

(9）差入保証金     99,822     132,885   33,062 

(10）その他     5,710     5,710   － 

貸倒引当金     △4,492     △45,372   △40,879 

投資その他の資産合
計 

    827,728 7.2   1,195,965 10.3 368,237 

固定資産合計     1,156,651 10.0   1,495,951 12.8 339,299 

資産合計     11,584,667 100.0   11,634,766 100.0 50,099 
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前事業年度 

（平成17年12月31日） 
当事業年度 

（平成18年12月31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） 

（負債の部）                 

Ⅰ 流動負債                 

１ 買掛金 ※1,2   4,881,248     4,260,359   △620,889 

２ １年以内返済予定の
長期借入金 

    487,600     1,464,000   976,400 

３ １年以内償還予定の
社債 

    770,000     120,000   △650,000 

４ 未払金 ※２   237,317     146,756   △90,560 

５ 未払費用     5,247     7,515   2,268 

６ 未払法人税等     201,869     133,603   △68,265 

７ 前受金     31,889     104   △31,784 

８ 預り金     19,978     23,658   3,679 

９ 前受収益     366     1,057   691 

10 賞与引当金     39,261     44,560   5,299 

11 仮受金 ※２   69,850     42,047   △27,803 

12 役員賞与引当金     －     35,000   35,000 

13 その他     38     2,395   2,356 

流動負債合計     6,744,667 58.2   6,281,059 54.0 △463,608 

Ⅱ 固定負債                 

１ 社債     450,000     630,000   180,000 

２ 長期借入金     1,995,000     2,243,800   248,800 

３ 退職給付引当金     60,729     70,831   10,102 

４ 役員退職慰労引当金     94,393     103,621   9,227 

５ その他     28     －   △28 

固定負債合計     2,600,151 22.5   3,048,253 26.2 448,101 

負債合計     9,344,819 80.7   9,329,312 80.2 △15,506 
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前事業年度 

（平成17年12月31日） 
当事業年度 

（平成18年12月31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 ※４   785,245 6.7   － － － 

Ⅱ 資本剰余金                 

１ 資本準備金   691,847     －       

資本剰余金合計     691,847 6.0   － － － 

Ⅲ 利益剰余金                 

１ 利益準備金   23,380     －       

２ 任意積立金                 

別途積立金   360,000     －       

３ 当期未処分利益   379,201     －       

利益剰余金合計     762,581 6.6   － － － 

Ⅳ その他有価証券評価差
額金 

※９   174 0.0   － － － 

資本合計     2,239,848 19.3   － － － 

負債資本合計     11,584,667 100.0   － － － 
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前事業年度 

（平成17年12月31日） 
当事業年度 

（平成18年12月31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     － －   792,705 6.8 － 

２ 資本剰余金                 

   資本準備金     － －   699,287 6.0 － 

３ 利益剰余金                 

(1）利益準備金   －     23,380       

(2）その他利益剰余金                 

別途積立金   －     360,000       

繰越利益剰余金   － － － 366,736 750,116 6.5 － 

株主資本合計     － －   2,242,108 19.3 － 

Ⅱ 評価・換算差額等                 

１ その他有価証券評価
差額金 

    － －   △895 － － 

２ 繰延ヘッジ損益     － －   64,241 － － 

評価・換算差額等合計     － －   63,345 0.5 － 

純資産合計     － －   2,305,454 19.8 － 

負債純資産合計     － －   11,634,766 100.0 － 
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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） 
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 商品売上高 ※１ 32,979,272     33,153,997       

２ 製品売上高   1,356,384     1,250,337       

３ その他売上高 ※１ 69,654 34,405,311 100.0 85,806 34,490,141 100.0 84,830 

Ⅱ 売上原価 ※１               

１ 商品売上原価                 

(1）期首商品たな卸高   425,143     1,151,976       

(2）当期商品仕入高   31,874,537     31,041,536       

合計   32,299,681     32,193,512       

(3）期末商品たな卸高   1,151,976     831,911       

(4）商品他勘定振替高 ※２ 23,712     75,940       

商品売上原価   31,123,992     31,285,661       

２ 製品売上原価                 

(1）期首製品たな卸高   137,196     159,846       

(2）当期製品製造原価   1,324,009     1,037,126       

合計   1,461,206     1,196,973       

(3）期末製品たな卸高   159,846     73,631       

(4）製品他勘定振替高 ※３ 26     －       

製品売上原価   1,301,333 32,425,325 94.2 1,123,341 32,409,002 94.0 △16,322 

売上総利益     1,979,985 5.8   2,081,139 6.0 101,153 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 
※1, 
4,5 

  1,772,335 5.2   2,037,860 5.9 265,524 

営業利益     207,649 0.6   43,278 0.1 △164,371 

Ⅳ 営業外収益                 

１ 受取利息 ※１ 8,019     16,546       

２ 受取配当金 ※１ 55,840     124,129       

３ 保険解約益   87,159     93,711       

４ 為替差益   174,086     206,857       

５ オプション評価益   146,226     －       

６ その他   27,386 498,718 1.5 28,371 469,615 1.4 △29,102 
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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） 
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） 

Ⅴ 営業外費用                 

１ 支払利息   26,658     38,908       

２ 社債利息・保証料   12,295     7,798       

３ 株式交付費   6,872     62       

４ 社債発行費   2,250     2,860       

５ 債権譲渡損   9,366     9,223       

６ 減価償却費   1,717     1,558       

７ 商品評価損 ※２ 23,712     75,940       

８ 製品評価損 ※３ 26     －       

９ リース料   10,384     －       

10 その他   5,939 99,224 0.3 11,192 147,545 0.4 48,320 

経常利益     607,143 1.8   365,349 1.1 △241,794 

Ⅵ 特別利益                 

１ 貸倒引当金戻入益   736     －   －   

２ 過年度損益修正益 ※６ 50,224 50,960 0.1 － －   △50,960 

Ⅶ 特別損失                 

１ 固定資産除却損 ※７ 1,293     645       

２ たな卸資産処分損 ※２ －     40,077       

３ 投資有価証券評価損   350     33,172       

４ リース解約損   36,345     －       

５ 過年度損益修正損   － 37,988 0.1 36,703 110,598 0.3 72,610 

税引前当期純利益     620,115 1.8   254,750 0.8 △365,365 

法人税、住民税及び
事業税 

  280,478     156,381       

過年度法人税等   －     13,934       

法人税等調整額   △10,949 269,528 0.8 △31,465 138,849 0.4 △130,679 

当期純利益     350,587 1.0   115,901 0.4 △234,685 

前期繰越利益     58,509     －     

中間配当額     29,895     －     

当期未処分利益     379,201     －     
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製造原価明細書 

 （注） 

    
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） 
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   1,030,206 77.4 761,155 75.3 △269,050 

Ⅱ 経費 ※２ 300,929 22.6 250,005 24.7 △50,923 

当期総製造費用   1,331,135 100.0 1,011,161 100.0 △319,974 

期首仕掛品たな卸高   69,801   76,928     

合計   1,400,937   1,088,089     

期末仕掛品たな卸高   76,928   50,962     

当期製品製造原価   1,324,009   1,037,126     

              

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 原価計算の方法 

原価計算の方法は、総合原価計算法を採用してお

ります。 

 １ 原価計算の方法 

同左 

※２ 主な経費の内訳は、次のとおりであります。 ※２ 主な経費の内訳は、次のとおりであります。 

外注加工費 145,332千円

減価償却費 2,020 

消耗品費 138,076 

リース料 15,499 

外注加工費 233,000千円

減価償却費 1,430 

消耗品費 76 

リース料 15,499 
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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 

株主総会承認年月日   
前事業年度 

（平成18年３月29日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益     379,201 

Ⅱ 利益処分額       

１ 配当金   49,042   

２ 役員賞与金   40,000   

（うち監査役分）   (7,200) 89,042 

Ⅲ 次期繰越利益     290,159 
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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 

株主資本合
計 

資本準備金 
資本剰余金
合計 

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） 

785,245 691,847 691,847 23,380 360,000 379,201 762,581 2,239,673 

事業年度中の変動額                 

新株の発行 7,460 7,440 7,440         14,900 

剰余金の配当           △88,366 △88,366 △88,366 

利益処分による役員賞与           △40,000 △40,000 △40,000 

当期純利益           115,901 115,901 115,901 

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） 

7,460 7,440 7,440     △12,465 △12,465 2,434 

平成18年12月31日 残高 
（千円） 

792,705 699,287 699,287 23,380 360,000 366,736 750,116 2,242,108 

  

評価・換算差額等 

純資産合計 
   その他有価証券 
     評価差額金 

繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 

平成17年12月31日 残高 
（千円） 

174 － 174 2,239,848 

事業年度中の変動額         

新株の発行       14,900 

剰余金の配当       △88,366 

利益処分による役員賞与       △40,000 

当期純利益       115,901 

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額） 

△1,070 64,241 63,170 63,170 

事業年度中の変動額合計 
（千円） 

△1,070 64,241 63,170 65,605 

平成18年12月31日 残高 
（千円） 

△895 64,241 63,345 2,305,454 
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重要な会計方針 

項目 
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 

(1）子会社株式 

 移動平均法による原価法によってお

ります。 

(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）によっております。 

(2）その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算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）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によって

おります。 

時価のないもの 

同左 

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

 商品・製品及び原材料・仕掛品につい

ては総平均法による原価法によっており

ます。 

同左 

３ デリバティブ  時価法によっております。 同左 

４ 固定資産の減価償却方法 (1）有形固定資産及び投資不動産 

 定率法によっております。 

 但し、平成10年４月１日以降に取得

した建物（建物付属設備を除く）につ

いては、定額法によっております。 

 尚、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

(1）有形固定資産及び投資不動産 

同左 

 建物   31～43年 

構築物  ７～15年 

  

 (2）無形固定資産 

 定額法によっております。 

 但し、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）に基づく定額法によっており

ます。 

(2）無形固定資産 

同左 

５ 繰延資産の処理方法 (1）新株発行費 

 支出時に全額費用処理しておりま

す。 

(1）株式交付費 

 支出時に全額費用処理しておりま

す。 

 (2）社債発行費 

 支出時に全額費用処理しておりま

す。 

(2）社債発行費 

同左 

６ 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 
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項目 
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） 

 (2）賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の支出

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) 役員賞与引当金 

    ─────────  

(3) 役員賞与引当金 

 役員に対して支給する賞与の支出に

充てるため、支給見込額を計上してお

ります。  

 (4）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に基づき、

当期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。 

(4）退職給付引当金 

同左 

 (5）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額を計上

しております。 

(5）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 

８ ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の処理方法 

 為替予約については、振当処理の要

件を満たす場合は振当処理を採用して

おります。 

(1）ヘッジ会計の処理方法 

 原則として繰延ヘッジ処理によって

おります。なお、為替予約について

は、振当処理の要件を満たす場合は振

当処理を採用しております。 

 (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 

 為替予約取引、通貨オプション取引

及び通貨スワップ取引 

 ヘッジ対象 

外貨建売掛金及び外貨建買掛金 

ヘッジ対象 

 外貨建売掛金、外貨建買掛金及び外

貨建予定取引 

 (3）ヘッジ方針 

 当社の内部規程に基づき、為替変動

リスクを回避するために行っておりま

す。 

(3）ヘッジ方針 

同左 

 (4）ヘッジの有効性評価の方法 

 為替予約の締結時に、リスク管理方

針に従って、米貨建による同一金額で

同一期日の為替予約をそれぞれ振当て

ているため、その後の為替相場の変動

による相関関係は完全に確保されてい

るので期末決算日における有効性の評

価を省略しております。 

(4）ヘッジの有効性評価の方法 

 通貨オプション及び通貨スワップに 

ついては、ヘッジ手段とヘッジ対象に

関する重要な条件が同一であり、継続

して為替の変動による影響を相殺又は

一定の範囲に限定する効果が見込まれ

るため、ヘッジの有効性の評価は省略

しております。 
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項目 
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） 

   

  

 また、為替予約については、為替予約

の締結時に、リスク管理方針に従っ

て、米貨建による同一金額で同一期日

の為替予約をそれぞれ振当てているた

め、その後の為替相場の変動による相

関関係は完全に確保されているので決

算日における有効性の評価を省略して

おります。 

  

９ その他財務諸表作成のた

めの重要な事項 

消費税等の会計処理 

 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。 

消費税等の会計処理 

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） 

 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）を国内会社に適

用しております。その結果、従来の方法によった場合

に比べ、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益は

35,000千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2,241,212千

円であります。 

 なお、財務諸表規則の改正により、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） 

  当事業年度より、「繰延資産の会計処理に関する当

面の取扱い」（企業会計基準委員会 平成18年８月11

日 実務対応報告第19号）を適用しております。 こ

れにより、前事業年度まで新株の発行に係る費用は

「新株発行費」として表示しておりましたが、当事業

年度より「株式交付費」とし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） 

 実務対応報告第12号「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」（企業会計基準委員会 平成16年２月13日）が公表

されたことに伴い、当事業年度から同実務対応報告に基

づき、法人事業税の付加価値割及び資本割8,587千円を販

売費及び一般管理費として処理しております。 

 この結果、販売費及び一般管理費が8,587千円増加し、

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。 

  

        ─────────    
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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） 

当事業年度 
（平成18年12月31日） 

※１ 担保に供している資産及びこれに対応する債務

は、次のとおりであります。 

※１ 担保に供している資産及びこれに対応する債務

は、次のとおりであります。 

(イ）担保に供している資産 (イ）担保に供している資産 

投資有価証券 300千円 投資有価証券 300千円

(ロ）上記に対応する債務 (ロ）上記に対応する債務 

買掛金 5,784千円 買掛金 1,847千円

※２ 関係会社に対する資産・負債 ※２ 関係会社に対する資産・負債 

区分掲記した以外で各科目に含まれているもの

は、次のとおりであります。 

区分掲記した以外で各科目に含まれているもの

は、次のとおりであります。 

売掛金 465,566千円

未収入金 13,552 

短期貸付金 25,075 

流動資産の「その他」 60,951 

買掛金 1,606,137 

未払金 1,246 

仮受金 137 

売掛金 754,671千円

未収入金 19,153 

短期貸付金  28,819 

流動資産の「その他」 20,291 

買掛金 1,404,049 

未払金 2,473 

仮受金 11,594 

 ３ 保証債務 

下記通り、子会社との輸出債権譲渡残高に対し、

債務保証を行なっております。 

 ３ 保証債務 

下記通り、子会社との輸出債権譲渡残高に対し、

債務保証を行なっております。 

LITE-ON JAPAN (H.K.) LTD. 

1,570,926千円（13,306千米ドル）

LITE-ON JAPAN (H.K.) LTD. 

825,637千円 （6,931千米ドル）

※４ 会社が発行する株式 普通株式 13,920千株

発行済株式総数 普通株式 6,539千株

※４ 会社が発行する株式 普通株式 13,920千株

発行済株式総数 普通株式 6,559千株

 ５ 受取手形割引高 312,674千円  ５ 受取手形割引高 463,475千円

 ６ 輸出債権譲渡に伴う遡及義務額  ６ 輸出債権譲渡に伴う遡及義務額 

1,812,349千円 （6,045千米ドル）

 （1,098,606千円）

1,912,676千円

 

 ７ 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しております。 

 ７ 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。 

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 －千円

割引手形 86,806千円

受取手形 －千円

割引手形 87,118千円
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前事業年度 
（平成17年12月31日） 

当事業年度 
（平成18年12月31日） 

 ８ 貸出コミットメントライン契約  ８ 貸出コミットメントライン契約 

（借手側） （借手側） 

当社は、運転資金の効率的な調達を行なうため取

引銀行と貸出コミットメント契約を締結しており

ます。 

当期末日における貸出コミットメントに係る借入

金未決済実行残高等は次のとおりであります。 

当社は、運転資金の効率的な調達を行なうため取

引銀行と貸出コミットメント契約を締結しており

ます。 

当期末日における貸出コミットメントに係る借入

金未決済実行残高等は次のとおりであります。 

貸出コミットメントの総額 2,200,000千円

借入実行残高 － 

未実行残高 2,200,000千円

貸出コミットメントの総額 2,700,000千円

借入実行残高 －  

未実行残高 2,700,000千円

※９ 配当制限 

有価証券の時価評価により、純資産額が174千円増

加しております。なお、当該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

が制限されております。 

※９       ─────────   
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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 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。 

※１ 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。 

商品売上高 966,902千円

その他売上高 17,075 

売上原価のうち、商品仕入

高、原材料仕入高及び外注加

工費 

9,720,751 

受取利息 113 

受取配当金 55,840 

商品売上高 1,433,145千円

その他売上高 27,545 

売上原価のうち、商品仕入

高、原材料仕入高及び外注加

工費 

 6,844,014 

支払販売手数料 2,942 

受取利息  7,773 

受取配当金 124,054 

※２ 商品他勘定振替高の内訳は、次のとおりでありま

す。 

※２  商品他勘定振替高の内訳は、次のとおりであり

ます。    

商品評価損への振替高 23,712千円 商品評価損への振替高 75,940千円

※３ 製品他勘定振替高の内訳は次のとおりでありま

す。 

※３      ─────────  

製品評価損への振替高 26千円  

※４ 販売費及び一般管理費のうち、販売費のおおよそ

の割合は62％であり、一般管理費のおおよその割

合は38％であります。 

※４ 販売費及び一般管理費のうち、販売費のおおよそ

の割合は73.1％であり、一般管理費のおおよその

割合は26.9％であります。 

役員報酬 80,550千円

給料・賞与 526,997 

賞与引当金繰入額 39,261 

退職給付費用 9,495 

旅費交通費 189,902 

事務所賃借料 127,327 

減価償却費 46,406 

役員退職慰労引当金繰入額 15,710 

業務委託費 106,114 

貸倒引当金繰入額 101 

役員報酬 93,470千円

給料・賞与 585,628 

賞与引当金繰入額 44,560 

退職給付費用 12,326 

旅費交通費 210,598 

事務所賃借料 130,541 

減価償却費 33,715 

役員退職慰労引当金繰入額 9,227 

業務委託費 133,079 

貸倒引当金繰入額  36,098 

役員賞与引当金繰入額 35,000 

運賃諸掛 108,442 

※５ 研究開発費の総額 ※５ 研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる研究開

発費 
106,896千円

一般管理費に含まれる研究開

発費 
103,650千円

※６ 過年度損益修正益の内訳は次のとおりでありま

す。 

※６ 過年度損益修正益の内訳は次のとおりでありま

す。 

前年度販売管理費の修正額 50,224千円 前年度売上高の修正額 36,703千円

※７ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりでありま

す。 

※７ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりでありま

す。 

建物付属設備 208千円

車両運搬具 59 

工具器具備品 1,025 

  1,293千円

 工具器具備品 645千円
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① リース取引 

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） 

（借手側） （借手側） 

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 
 
減価償却累

計額相当額 
 
期末残高相

当額 
  

機械及び装置  162,680 76,765 85,914千円 

工具器具備品  34,830 12,002 22,827  

ソフトウェア  13,497 3,846 9,651  

合計  211,008 92,614 118,393千円 

    
取得価額相

当額 
 
減価償却累

計額相当額 
 
期末残高相

当額 
  

機械及び装置   115,170 81,161 34,008千円 

工具器具備品   82,189 27,017 55,172  

ソフトウェア   18,637 4,894 13,742  

合計   215,996 113,073 102,923千円 

(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 52,295千円

１年超 88,223 

合計 140,518千円

１年内 43,039千円

１年超 62,539 

合計 105,578千円

(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 50,056千円

減価償却費相当額 46,592 

支払利息相当額 4,137 

支払リース料 45,948千円

減価償却費相当額 43,054 

支払利息相当額 2,949 

(4）減価償却相当額の算定方法 (4）減価償却相当額の算定方法 

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 

（貸手側） （貸手側） 

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 

未経過リース料期末残高相当額 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 9,812千円

１年超 7,598 

合計 17,411千円

  

  

         ─────────  

すべて転貸リース取引に係るものであります。

尚、借手側の残高は同一であり、上記借手側の注

記１．(2）未経過リース料期末残高相当額に含ま

れております。 

  

２ オペレーティング・リース料 ２ オペレーティング・リース料 

未経過リース料 未経過リース料 

１年内 13,236千円

１年超 23,163 

合計 36,399千円

１年内 13,236千円

１年超 9,927 

合計 23,163千円
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② 有価証券 

 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。 

③ 税効果会計 

前事業年度 
（平成17年12月31日） 

当事業年度 
（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

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（流動）   

未払事業税否認額 23,169千円

賞与引当金損金算入限度超過額 15,987 

たな卸資産評価損否認額 18,096 

リース解約 14,788 

その他 292 

小計 72,335 

繰延税金資産（固定）   

役員退職慰労引当金否認額 38,408 

退職給付引当金損金算入限度超

過額 
16,779 

減価償却費超過額 14,757 

その他 4,864 

繰延税金負債（固定）との相殺 △120 

小計 74,689 

繰延税金資産合計 147,025 

繰延税金負債（固定）   

その他有価証券評価差額金 120 

繰延税金資産（固定）との相殺 △120 

小計 － 

繰延税金負債合計 － 

繰延税金資産の純額 147,025千円

繰延税金資産（流動）   

未払事業税否認額 15,049千円

賞与引当金損金算入限度超過額 18,131 

たな卸資産評価損否認額 40,559 

その他 2,373 

繰延税金負債（流動）との相殺 △44,073 

小計 32,041 

繰延税金資産（固定）   

役員退職慰労引当金否認額 42,163 

退職給付引当金損金算入限度超

過額 
29,726 

減価償却費超過額 12,367 

貸倒引当金繰入額限度超過額 17,930 

その他 923 

小計 103,111 

繰延税金資産合計 135,152 

繰延税金負債（流動）   

繰延ヘッジ損益 44,073 

繰延税金資産（流動）との相殺 △44,073 

小計 － 

繰延税金負債合計 － 

繰延税金資産の純額 135,152千円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差額の原因となった主要な項目別内訳 

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百分の五以下であ

るため注記を省略しております。 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差額の原因となった主要な項目別内訳 

法定実効税率    40.69 ％ 

 （調整）  

交際費等永久に損金に参入され

ない項目 

7.20 

役員賞与引当金 5.59 

住民税均等割 2.31 

過年度法人税 5.47 

外国税額控除 △5.27 

試験開発費の特別控除 △1.56 

法人税還付金 △0.50 

その他 0.58 

税効果会計適用後の法人税等の

負担率 

  

54.51 
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（１株当たり情報） 

 （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、下記の通りであ

ります。 

項目 
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株当たり純資産額 336円41銭 351円49銭 

１株当たり当期純利益 50円38銭 17円70銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益 
50円06銭 17円57銭 

項目 
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） 

損益計算書上の当期純利益（千円） 350,587 115,901 

普通株式に係る当期純利益（千円） 310,587 115,901 

普通株主に帰属しない金額の主な内訳 

（千円） 
    

利益処分による役員賞与金 40,000 － 

普通株主に帰属しない金額（千円） 40,000 － 

普通株式の期中平均株式数（株） 6,164,424 6,547,849 

当期純利益調整額（千円） － － 

普通株式増加数（株） 39,395 48,500 

（うち新株予約権（株）） 39,395 48,500 

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） 

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） 

子会社設立の件 

１． 当社は、平成17年６月６日開催の取締役会におい

て、当社100％子会社であるLITE-ON JAPAN (S) PTE.

LTD.の49.0％出資によりタイ王国に子会社を設立す

ることを決議し、平成18年１月５日に設立いたしま

した。 

設立した子会社の概要 

(1）商号 

Lite-On Japan(Thailand)Co.,Ltd. 

(2）所在地 

タイ王国バンコク市 

(3）主な事業内容 

各種電子部品の販売 

(4）資本の額 

5,760千円（200万バーツ） 

２．当社は、平成17年９月15日開催の取締役会におい

て、下記の会社を当社100％出資の子会社として設立

することを決議し、平成18年２月８日に設立いたし

ました。 

設立した子会社の概要 

(1）商号 

株式会社エービーエル 

(2）所在地 

東京都千代田区 

(3）主な事業内容 

セキュリティ機器の企画、開発、設計 

(4）資本の額 

10,000千円 

  

  

  

  

  

     ─────────  
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７．役員の異動 
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〉 

    監査役 長瀬 弘毅 

  

   〈退任予定監査役〉 

    監査役 齋藤 昭一 
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