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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 6,542 △11.8 1,047 61.6 1,186 28.7

17年12月期 7,417 － 648 － 921 －

 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 791 53.2 31 88 ――― 4.4 5.8 18.1

17年12月期 516 － 20 85 ――― 2.9 4.6 12.4

(注) ① 期中平均株式数 18年12月期 24,841,412株 17年12月期 24,787,750株

 ② 会計処理の方法の変更 無

 ③ 決算期の変更により、平成16年12月期は９ヶ月決算となっているため、平成17年12月期における売上高、営業利

益、経常利益、当期純利益の対前期増減率を表示しておりません。

(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 20,643 17,995 87.2 732 79

17年12月期 20,573 17,980 87.4 723 28

(注) ① 期末発行済株式数 18年12月期 24,558,279株 17年12月期 24,859,327株

 ② 期末自己株式数 18年12月期 321,037株 17年12月期 19,989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 経常利益 当期純利益

  百万円 百万円 百万円

中間期 3,480 900 550 

通　期 8,460 1,680 1,000 

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 40円 71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（％）第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間

17年12月期 － － － 20 － 20 497 95.9 2.8

18年12月期（実績） － － － 15 － 15 368 38.8 2.0

19年12月期（予想） － － － 20 － 20    

（注）17年12月期期末配当金の内訳　記念配当　５円

 　　 19年12月期期末配当金の内訳　記念配当　５円

※　上記の予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成しております。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可能性があります。
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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 11,143,255 11,807,799 664,543

２．受取手形 ※７ 17,907 11,735 △6,171

３．売掛金 ※２ 3,751,084 2,819,278 △931,805

４．製品 557,012 271,241 △285,771

５．仕掛品 1,214,415 1,733,493 519,078

６．貯蔵品 615 515 △100

７．前渡金 565 134,270 133,705

８．前払費用 18,421 25,264 6,843

９．繰延税金資産 385,222 252,815 △132,406

10．関係会社短期貸付金 118,070 － △118,070

11．未収入金 125,025 119,626 △5,398

12．その他 3 104 101

13．貸倒引当金 △9,489 △7,081 2,407

　流動資産合計 17,322,108 84.2 17,169,064 83.2 △153,044

Ⅱ　固定資産  

１．有形固定資産  

(1)建　物 ※１ 1,411,942 1,418,241  

減価償却累計額 △614,547 797,395 △657,377 760,863 △36,531

(2)構築物 96,497 96,497  

減価償却累計額 △70,710 25,786 △73,493 23,003 △2,782

(3)車両運搬具 16,846 16,846  

減価償却累計額 △9,154 7,692 △11,607 5,238 △2,453

(4)工具器具備品 1,023,950 1,114,275  

減価償却累計額 △826,401 197,549 △874,477 239,798 42,248

(5)土　地 ※1,3 839,567 839,567 －

　有形固定資産合計 1,867,990 9.1 1,868,471 9.0 480

２．無形固定資産  

(1)借地権 5,596 5,596 －

(2)商標権 366 266 △100

(3)ソフトウェア 46,231 74,689 28,458

(4)電話加入権 5,073 5,073 －

(5)水道施設利用権 986 814 △171

　無形固定資産合計 58,253 0.3 86,440 0.4 28,186

３．投資その他の資産  

(1)投資有価証券 234,893 474,006 239,113

(2)関係会社株式 660,001 660,001 －

(3)破産更生債権等 43 43 －

(4)長期前払費用 2,308 1,689 △618

(5)繰延税金資産 248,674 176,884 △71,789

(6)再評価に係る

繰延税金資産
※３ 1,332 1,332 －

(7)保険積立金 25,368 25,368 －

(8)その他 152,442 180,398 27,956

(9)貸倒引当金 △402 △470 △67

　投資その他の資産合計 1,324,660 6.4 1,519,255 7.4 194,594

　固定資産合計 3,250,905 15.8 3,474,167 16.8 223,262

　資産合計 20,573,014 100.0 20,643,231 100.0 70,217
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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．支払手形 ※７ 143,344 40,171 △103,173

２．買掛金  562,492 321,333 △241,158

３．未払金 451,318 795,745 344,427

４．未払費用 71,554 43,591 △27,962

５．未払法人税等 30,527 354,303 323,775

６．前受金 262,292 165,658 △96,634

７．預り金 89,186 60,107 △29,079

８．前受収益 492 304 △188

９．賞与引当金 227,362 248,102 20,739

10．返品引当金 95,953 141,270 45,316

11．設備関係支払手形 ※７ 4,461 257 △4,204

12．その他 21,920 28,430 6,509

　流動負債合計 1,960,907 9.5 2,199,276 10.6 238,369

Ⅱ　固定負債  

１．退職給付引当金 29,811 31,168 1,356

２．役員退職慰労引当金 602,100 416,800 △185,300

　固定負債合計 631,911 3.1 447,968 2.2 △183,943

　負債合計 2,592,819 12.6 2,647,245 12.8 54,426

 

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 ※４ 5,823,150 28.3 － － △5,823,150

Ⅱ　資本剰余金  

１．資本準備金 6,698,409 － △6,698,409

２．その他資本剰余金    

(1)自己株式処分差益 586 － △586

　資本剰余金合計 6,698,996 32.5 － － △6,698,996

Ⅲ　利益剰余金   

１．利益準備金 372,000 － △372,000

２．任意積立金  

(1)別途積立金 2,300,000 － △2,300,000

３．当期未処分利益 2,772,660 － △2,772,660

　利益剰余金合計 5,444,660 26.5 － － △5,444,660

Ⅳ　土地再評価差額金 ※３ △1,942 △0.0 － － 1,942

Ⅴ　その他有価証券評価

　　差額金
34,186 0.2 － － △34,186

Ⅵ　自己株式 ※５ △18,855 △0.1 － － 18,855

　資本合計 17,980,195 87.4 － － △17,980,195

　負債・資本合計 20,573,014 100.0 － － △20,573,014
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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   － －  5,823,150 28.2 5,823,150

２．資本剰余金         

(1)資本準備金  －   6,698,409   6,698,409

(2)その他資本剰余金  －   575   575

資本剰余金合計   － －  6,698,985 32.4 6,698,985

３．利益剰余金         

(1)利益準備金  －   372,000   372,000

(2)その他利益剰余金         

別途積立金  －   2,300,000   2,300,000

繰越利益剰余金  －   3,067,375   3,067,375

利益剰余金合計   － －  5,739,375 27.8 5,739,375

４．自己株式   － －  △293,586 △1.4 △293,586

株主資本合計   － －  17,967,925 87.0 17,967,925

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差

額金
  － －  30,003 0.2 30,003

２．土地再評価差額金 ※３  － －  △1,942 0.0 △1,942

評価・換算差額等合計   － －  28,061 0.2 28,061

純資産合計   － －  17,995,986 87.2 17,995,986

負債純資産合計   － －  20,643,231 100.0 20,643,231
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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．製品売上高 ※１ 4,569,103 3,908,013 △661,090

２．ロイヤリティ収入  2,835,736 2,615,977 △219,759

３．役務収入 12,713 7,417,553 100.0 18,843 6,542,833 100.0 6,129

Ⅱ　売上原価  

１.期首製品たな卸高 760,064 557,012 △203,051

２.当期製品仕入高 1,392,696 1,033,413 △359,283

３.当期製品製造原価 3,580,717 2,451,488 △1,129,229

合計 5,733,478 4,041,914 △1,691,564

４.他勘定振替高 ※２ 16,747 8,548 △8,198

５.期末製品たな卸高 557,012 271,241 △285,771

差引合計 5,159,718 3,762,124 △1,397,594

６.工業所有権使用料 202,382 80,567 △121,814

７.返品引当金戻入額 324,241 64,841 △259,400

８.返品引当金繰入額 294,203 5,332,061 71.9 285,295 4,063,145 62.1 △8,907

売上総利益 2,085,491 28.1 2,479,688 37.9 394,196

Ⅲ　販売費及び一般管理費  

１．広告宣伝費 383,227 302,808 △80,418

２．役員報酬 139,601 89,198 △50,403

３．給料手当 199,334 267,581 68,246

４．賞与 45,348 70,103 24,755

５．賞与引当金繰入額 102,638 51,641 △50,997

６．退職給付費用 4,114 4,838 724

７．役員退職慰労引当金

繰入額
27,400 － △27,400

８．賃借料 46,531 68,744 22,213

９．減価償却費 58,271 54,626 △3,644

10. 支払報酬  78,557 36,137 △42,419

11．研究開発費 ※３ 1,602 － △1,602

12．その他 350,704 1,437,331 19.4 486,853 1,432,534 21.9 136,149

営業利益 648,160 8.7 1,047,154 16.0 398,993

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息 ※１ 29,891 48,376 18,485

２．受取配当金 580 549 △31

３．受取賃貸料 ※１ 46,106 46,199 92

４．為替差益  195,692 40,810 △154,882

５．その他 5,236 277,509 3.7 10,054 145,991 2.2 4,818

Ⅴ　営業外費用  

１．新株発行費 1,955 － △1,955

２．支払手数料 1,222 1,847 625

３．組合持分損 － 2,250 2,250

４．その他 718 3,896 0.0 2,737 6,836 0.1 2,018

経常利益 921,773 12.4 1,186,309 18.1 264,536
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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）

Ⅵ　特別利益  

 １．貸倒引当金戻入益 1,596 2,340 743

 ２．固定資産売却益 ※４ 984 － △984

３．投資有価証券売却益 － 2,770 2,770

４．役員退職慰労引当金

戻入益
※７ 28,800 169,900 141,100

５．未請求債務整理益 － 25,000 25,000

６．役員保険金収入  － 31,381 0.4 26,781 226,791 3.5 26,781

Ⅶ　特別損失  

１．固定資産除却損 ※５ 10,356 3,486 △6,870

２．過年度役員退職慰労

引当金繰入額
 32,207 － △32,207

３．投資有価証券評価損  － 32 32

４．過年度給与手当等 － 42,564 0.5 60,000 63,519 1.0 60,000

税引前当期純利益 910,590 12.3 1,349,581 20.6 438,991

法人税、住民税及び事業税 14,733 350,613 335,880

法人税等調整額 379,047 393,781 5.3 207,065 557,679  △171,981

当期純利益 516,809 7.0 791,901  275,092

前期繰越利益 2,324,371 － △2,324,371

土地再評価差額金取崩額  ※６ △68,520 － 68,520

当期未処分利益 2,772,660 － △2,772,660
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製造原価明細書

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）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ　材料費 14,963 0.5 38,986 1.3

Ⅱ　労務費 1,934,047 62.2 1,811,156 61.0

Ⅲ　経費 ※２ 1,158,038 37.3 1,120,423 37.7

当期総製造費用 3,107,050 100.0 2,970,566 100.0

期首仕掛品たな卸高 1,688,082 1,214,415

合計 4,795,132 4,184,981

期末仕掛品たな卸高 1,214,415 1,733,493

当期製品製造原価 3,580,717 2,451,488

  

　（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）

１. 原価計算の方法 １. 原価計算の方法

ゲームソフト

ウェア開発
個別原価計算（プロジェクト別）

その他 個別原価計算（ロット別）

同左

※２. 経費の主な内訳 ※２. 経費の主な内訳

外注加工費 797,497千円

減価償却費 87,090千円

賃借料 124,091千円

外注加工費 407,920千円

減価償却費 70,313千円

賃借料 162,463千円
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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
株主総会承認日

（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 2,772,660

Ⅱ　利益処分額

１．配当金 497,186

２．役員賞与金 －

（うち監査役賞与金） (－) 497,186

Ⅲ　次期繰越利益 2,275,473
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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

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）

5,823,150 6,698,409 586 6,698,996 372,000 2,300,000 2,772,660 5,444,660 △18,855 17,947,951

事業年度中
の変動額

剰余金の
配当（千
円）

      △497,186 △497,186  △497,186

当期純利
益（千
円）

      791,901 791,901  791,901

自己株式
の取得
（千円）

        △276,008 △276,008

自己株式
の処分
（千円）

  △10 △10     1,278 1,267

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 △10 － － 294,715 294,715 △274,730 19,974

平成18年12
月31日　残
高
（千円）

5,823,150 6,698,409 575 6,698,985 372,000 2,300,000 3,067,375 5,739,375 △293,586 17,967,925

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

土地再評価差額金
評価・換算差額等
合計

平成17年12月31日　残高
（千円）

34,186 △1,942 32,243 17,980,195

事業年度中の変動額

剰余金の配当（千円）    △497,186

当期純利益（千円）    791,901

自己株式の取得（千円）    △276,008

自己株式の処分（千円）    1,267

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）
（千円）

△4,182  △4,182 △4,182

事業年度中の変動額合計
（千円）

△4,182 － △4,182 15,791

平成18年12月31日　残高
（千円）

30,003 △1,942 28,061 17,995,986
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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

(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

移動平均法による原価法

同左

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法
 (1)製品……移動平均法による原価法

(2)仕掛品…移動平均法による原価法（家

庭用ゲームソフト開発等では、個別法に

よる原価法を採用しております。）

 (1)製品……同左

(2)仕掛品…同左

(3)貯蔵品…移動平均法による原価法 (3)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

　なお、平成10年４月１日以降に取

得した建物（附属設備を除く）に関

しては、定額法を採用しております。

　主な耐用年数は次のとおりであり

ます。

(1)有形固定資産

同左

 

 

建物 ：８～47年

工具器具備品 ：４～６年

(2)無形固定資産

　自社利用のソフトウェア：社内に

おける利用可能期間（５年）に基づ

く定額法

　その他の無形固定資産：定額法

(2)無形固定資産

同左

(3)長期前払費用

　定額法

(3)長期前払費用

同左

４．繰延資産の処理方法 新株発行費

　支出時に全額費用として処理しており

ます。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿

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、振当処理して

いるものを除き、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

- 10 -



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）

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

　従業員に対して支給する賞与の支出

に充てるため、将来の支給見込額のう

ち当期の負担額を計上しております。

(2)賞与引当金

同左

(3)返品引当金

　売上返品による損失に備えるため、

返品予測高に対する損失相当額を計上

しております。

(3)返品引当金

同左

(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見込額及び

年金資産残高に基づき計上しておりま

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、役員退職慰労金規程に基づく期末

要支給額を計上しております。

(5)役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備えるた

め、役員退職慰労金規程に基づく期末

要支給額を計上しております。

（追加情報）

　当社は、経営改革の一環として、平

成18年11月15日開催の取締役会におい

て、現在の役員退職慰労金制度を第40

期をもって廃止することを決議いたし

ました。これに伴い、平成19年３月28

日開催の定時株主総会において平成17

年12月31日在籍時の取締役及び監査役

に対し、当社所定の基準による総額の

範囲内において退職慰労金を打ち切り

支給する議案を上程します。

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)ヘッジ会計の方法

　為替変動リスクを回避する目的とし

て利用している為替予約（個別予約）

については、時価評価せず振当処理に

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

ヘッジ対象…外貨建売上債権

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…同左

ヘッジ対象…同左

(3)ヘッジ方針

　為替変動リスクを回避する目的で、

為替予約（個別予約）を行っておりま

す。

(3)ヘッジ方針

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）

(4)ヘッジ有効性評価の方法

　為替予約の振当処理の要件を満たし、

外貨建金銭債権ごとに個別に為替予約

を付す方針であるため、外貨建取引等

の会計処理に関する実務指針第４項に

基づき、個別に為替予約を付し振当処

理の要件に該当するか否かの判断をもっ

て有効性の判定に代えております。

(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

(1)消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

(1)消費税等の会計処理

同左
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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）

 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 　(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」（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」（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。
　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、この会計基準により作成しております。
　従来の「資本の部」に相当する金額は、「純資産の
部」と同額であります。
　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。
 

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）

 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  （業務用機器・ソフト事業の売上計上基準の変更）

 　従来、パチンコ・パチスロ液晶画面ソフトの受託開
発業務を行っている業務用機器・ソフト事業の売上高
については、実機の発売時に計上していましたが、パ
チンコ・パチスロ液晶画面ソフトの検収時から発売時
までの期間が長期化する傾向にあり、受託開発事業の
特性、及び検収後の追加加工費を当社が負担すること
がない点を考慮し、より期間損益の適正化を図るため
検収時に計上する基準に変更いたします。
　この結果、従来の方法によった場合と比較して、売
上高が321,360千円、売上原価が142,772千円、営業利
益、経常利益及び税引前当期利益はそれぞれ178,588
千円、当期純利益は105,920千円増加しております。
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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．下記資産には、銀行からの借入債務に対し、極度額

200,000千円の根抵当権を設定しておりますが、期末

現在該当する債務はありません。

※１．下記資産には、銀行からの借入債務に対し、極度額

200,000千円の根抵当権を設定しておりますが、期末

現在該当する債務はありません。

建物 100,940千円

土地 104,032千円

計 204,972千円

建物 95,520千円

土地 104,032千円

計 199,552千円

※２．関係会社項目 ※２．関係会社項目

　区別掲記されたもの以外で各科目に含まれている関

係会社に対する主な資産は次のとおりであります。

　区別掲記されたもの以外で各科目に含まれている関

係会社に対する主な資産は次のとおりであります。

売掛金 1,796,053千円

   

売掛金 1,330,911千円

   

※３．土地の再評価

　「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日

公布法律第34号）及び「土地の再評価に関する法律の

一部を改正する法律」（平成11年３月31日改正）に基

づき有形固定資産の土地に含まれる事業用の土地の再

評価を行い、当該評価差額のうち法人税その他の税金

に相当する金額である繰延税金資産を資産の部に計上

し、当該繰延税金資産を控除した金額を土地再評価差

額金として資本の部に計上しております。

※３．土地の再評価

　「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日

公布法律第34号）及び「土地の再評価に関する法律の

一部を改正する法律」（平成11年３月31日改正）に基

づき有形固定資産の土地に含まれる事業用の土地の再

評価を行い、当該評価差額のうち法人税その他の税金

に相当する金額である繰延税金資産を資産の部に計上

し、当該繰延税金資産を控除した金額を土地再評価差

額金として純資産の部に計上しております。

再評価の方法

　土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31

日公布政令第119号）第２条第４号に定める地価税法

（平成３年法律第69号）第16条に規定する地価税の課

税価格の計算の基礎となる土地の価額を算出するため

に国税庁長官が定めて公表した方法により算出した価

額に基づいて奥行価格補正等合理的な調整を行って算

出する方法を採用しております。

再評価の方法

　土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31

日公布政令第119号）第２条第４号に定める地価税法

（平成３年法律第69号）第16条に規定する地価税の課

税価格の計算の基礎となる土地の価額を算出するため

に国税庁長官が定めて公表した方法により算出した価

額に基づいて奥行価格補正等合理的な調整を行って算

出する方法を採用しております。

再評価を行った年月日 平成12年３月31日

再評価を行った土地の期末に

おける時価と再評価後の帳簿

価額との差額

△197,138千円

  

再評価を行った年月日 平成12年３月31日

再評価を行った土地の期末に

おける時価と再評価後の帳簿

価額との差額

△212,274千円

  

※４．授権株式数 普通株式 30,000,000株

発行済株式総数 普通株式 24,879,316株

※４．＿＿＿＿＿＿＿＿

　ただし、株式の消却が行なわれた場合には、これに

相当する株式数を減ずる旨定款で定めております。　

  

※５．保有する自己株式　　　　普通株式　 19,989株 ※５．＿＿＿＿＿＿＿＿
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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）

　６．配当制限

　有価証券の時価評価による純資産額の増加額

34,186千円については、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。　

　６．＿＿＿＿＿＿＿＿

 

※７．期末日満期手形

　期末期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、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。 

※７．期末日満期手形

　期末期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、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 3,248千円

支払手形 12,991千円

設備関係支払手形 1,152千円

受取手形 264千円

支払手形 3,638千円

　 ８．＿＿＿＿＿＿＿＿ 　８．偶発債務

　役員退職慰労引当金戻入益は中村前代表取締役社長

の取締役在籍期間中における業績を勘案し、また、本

人から役員退職慰労金辞退の意思表示があった経緯も

考慮して支給額の見直しを実施したことによるもので

ありますが、前代表取締役社長中村純司氏より本人へ

の役員退職慰労金 169,900千円を請求する平成19年２

月６日付の訴状が届いております。
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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．関係会社項目 ※１．関係会社項目

　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。

関係会社への売上高 2,262,243千円

関係会社受取利息 17,799千円

関係会社受取賃貸料 43,200千円

関係会社への売上高 2,092,805千円

関係会社受取利息 1,278千円

関係会社受取賃貸料 43,317千円

※２．他勘定振替高の内訳

販売費及び一般管理費   

（たな卸資産廃棄損） 8,112千円

（研究開発費） 1,602千円

（その他） 7,032千円

計 16,747千円

※２．他勘定振替高の内訳

販売費及び一般管理費   

（たな卸資産廃棄損） 6,601千円

（その他） 1,946千円

計 8,548千円

※３．研究開発費の総額 ※３．______________

一般管理費に含まれる研究開発費 1,602千円

※４．固定資産売却益の内訳

　車両運搬具 984千円

※４．______________

※５．固定資産除却損の内訳 ※５．固定資産除却損の内訳

建物 5,112千円

工具器具備品 5,244千円

計 10,356千円

建物 1,013千円

工具器具備品 2,473千円

計 3,486千円

※６．土地再評価差額金取崩額は、当社が再評価した事

業用土地を売却したことによるものであります。

※６．______________

※７．役員退職慰労引当金戻入益は、役員退職慰労金に

関する社内規程を変更したことによるものでありま

す。 

※７．役員退職慰労引当金戻入益は中村前代表取締役社

長の取締役在籍期間中における業績を勘案し、また、

本人から役員退職慰労金辞退の意思表示があった経

緯も考慮して支給額の見直しを実施したことによる

ものであります。

（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

 （単位：株）

前期末株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数

自己株式

普通株式　※１、２ 19,989 302,396 1,348 321,037

合計 19,989 302,396 1,348 321,037

 （注）※１．増加は取締役会決議による買受け300,000株及び単元未満株式の買取2,396株によるものでであります。

 　　　※２．減少は単元未満株式の売却によるものであります。
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（リース取引関係）

開示すべき事項はありません。

（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。

（税効果会計関係）

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．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（流動） （千円）

賞与引当金繰入超過額 92,513

返品引当金否認額 39,043

未払事業税等否認額 41

繰越欠損金 226,688

その他 26,934

計 385,222

 

繰延税金資産（固定）

役員退職慰労引当金繰入否認額 244,994

その他 27,133

計 272,127

 

繰延税金負債（固定）

その他有価証券評価差額金 23,453

繰延税金資産の純額 248,674

 

繰延税金資産（流動） （千円）

賞与引当金繰入超過額 100,952

返品引当金否認額 57,483

未払事業税等否認額 34,629

繰越欠損金 －

その他 59,749

計 252,815

 

繰延税金資産（固定）

役員退職慰労引当金繰入否認額 169,595

その他 27,924

計 197,520

 

繰延税金負債（固定）

その他有価証券評価差額金 20,636

繰延税金資産の純額 176,884

 

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

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ

た主な項目別の内訳

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

1.0％

　　　過年度法人税 0.7％

　　　住民税の均等割等 0.4％

　　　その他 0.4％

税効果会計適用後の法人税等

の負担率

43.2％

 

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

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ

た主な項目別の内訳

　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差が、法定実効税率の５％以下のため注記

を省略しています。
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（１株当たり情報）

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）

１株当たり純資産額 723円28銭 

１株当たり当期純利益 20円85銭 

１株当たり純資産額    732円79銭 

１株当たり当期純利益  31円88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。

　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。

　（注）　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)

当期純利益（千円） 516,809 791,901

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（千円） 516,809 791,901

期中平均株式数（千株） 24,787 24,841

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）

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ストックオプションの付与

　当社は、平成19年２月14日開催の当社取締役会において、
会社法第236条、第238条及び第239条に基づき、「当社従
業員に対してストックオプションとして新株予約権を発行
するための新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に
委任する件」として平成19年３月28日開催予定の第41回定
時株主総会に上程することを決議いたしました。
 １．特に有利な条件（金銭の払込を要しないこととす
ること）をもって募集新株予約権を引き受ける者の募集
をすることを必要とする理由
　当社従業員の企業価値向上に対する意欲や士気を一層
を高めることを目的として、当社従業員を対象とし、ス
トックオプションとして新株予約権を発行するため。
 ２．本総会において決定する事項に基づいて募集事項
の決定をすることができる新株予約権の内容及び数の上
限

（１）その委任に基づいて募集事項の決定をすることが

できる新株予約権の数の上限

　　新株予約権3,000個を上限とする。

（２）その委任に基づいて募集事項の決定をすることが

できる新株予約権につき、金銭の払い込みは要しないこ

ととする。

（３）その委任に基づいて募集事項の決定をすることが

できる新株予約権の内容

①　新株予約権の目的である株式の種類及び数

　新株予約権の目的である株式の種類は普通株式と

し、各新株予約権の目的である株式の数（以下、「付

与株式数」という。）は100株とする。

ただし、本総会における決議の日（以下、「決議日」

という。）後、当社が当社普通株式につき株式分割

（当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式

分割の記載につき同じ。）又は株式分割を行う場合、

付与株式数を次の算式により調整するものとし、調

整結果生じる１株未満の端数についてはこれを切り

捨てる。

　　　調整後株式数

　　　　　　　＝調整前株式数×分割・併合の比率

また、決議日後、付与株式数の調整を必要とするや

むを得ない事由が生じたときは、必要と認める付与

株式数の調整を行う。
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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）

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  なお、新株予約権を行使することにより交付を受け

ることのできる株式の総数は、当社普通株式300,000

株を上限とする。（但し、上記に定める付与株式数

の調整を行ったとき場合は、調整後付与株式数に上

記新株予約権の上限数を乗じた額を上限とする。）

②　新株予約権の行使に際して出資される財産の金

　　　額

　各新株予約権の行使に際して出資される財産の価

額は、各新株予約権の行使により交付される株式１

株当たりの払込金額（以下、「行使価額」という。）

に付与株式数を乗じた金額とする。

行使価額は、新株予約権を割り当てる日（以下、「割

当日」という。）の属する月の前月の各日（取引が

成立していない場合はそれに先立つ直近日）におけ

る株式会社東京証券取引所における当社普通株式の

普通取引の終値（気配表示を含む。以下同じ。以下、

「終値」という。）の平均値に1.05を乗じた金額（１

円未満の端数は切り上げる。）とする。

 

（４）新株予約権を行使することができる期間

　　　平成23年４月１日から平成26年３月31日までと

　　　する。

（５）新株予約権の権利行使の条件

①　新株予約権者１個当たりの一部行使はできない

ものとする。

②　その他の権利行使の条件は、新株予約権発行取

締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で

締結する新株予約権付与契約にて定めるものとす

る。
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