
 
                                   

平成 18 年 12 月期   個別財務諸表の概要         平成19年２月14日 
上 場 会 社 名        サイレックス･テクノロジー株式会社          上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ 
コ ー ド 番 号         ６６７９                                    本社所在都道府県 大阪府 
（ＵＲＬ http://www.silex.jp/） 
代  表  者 役職名 取締役兼代表執行役社長     氏名 河野 剛士 
問合せ先責任者 役職名 執行役管理本部長 情報開示担当 氏名 播磨 信介   ＴＥＬ (06)6730－3751 
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15日  
定時株主総会開催日 平成19年３月30日       単元株制度採用の有無  無 
 
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) 
(1)経営成績 

 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 
17年12月期 

4,909( 5.2)
4,665(△9.2)

487(△20.8)
615(△21.8)

475(△25.5)
637(△16.6)

 
 

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 
17年12月期 

182(△49.2) 
359(△12.2) 

4,940 86
10,679 43

4,745 91
10,151 46

3.8 
8.9 

7.5 
11.4 

9.7
13.6

(注) ①期中平均株式数 18年12月期  36,978株    17年12月期  33,686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 
17年12月期 

6,933
5,716

5,335
4,192

77.1 
73.3 

130,040  34
121,034  82

(注)  ①期末発行済株式数   18年12月期  41,026株      17年12月期  34,642株 
   ②期末自己株式数     18年12月期      ─株      17年12月期      ─株 

 
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) 
 売 上 高     経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

中 間 期 
通   期 

2,400 
5,050 

135
400

77
230

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期)  5,606円20銭 
  
３．配当状況 
・現金配当 １株当たり配当金（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(％) 

17年12月期 ─ 3,900.00 3,900.00 135 36.5 3.2 

18年12月期 ─ 3,900.00 3,900.00 160 78.9 3.0 

19年12月期（予想） ─ 3,900.00 3,900.00    

 

※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ております。実際の業績は、今後様々

な要因によって異なる結果となる可能性があります。業績予想の前提条件等につきましては、添付資料の８頁を

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 
 (単位：千円) 

第33期 

(平成17年12月31日) 

第34期 

(平成18年12月31日) 
比較増減 

科目 

金額 
構成比

(％) 
金額 

構成比

(％) 
金額 

（資産の部）     

 Ⅰ 流動資産    

 １ 現金及び預金  520,817  625,778 104,960

 ２ 受取手形 ※３ 184,825  187,819 2,994

 ３ 売掛金 ※１ 1,037,073  1,234,778 197,704

 ４ 有価証券  601,826  1,063,034 461,208

 ５ 商品  562  435 △126

 ６ 製品  50,936  54,388 3,452

 ７ 原材料  324,199  292,306 △31,892

 ８ 仕掛品  152,009  168,013 16,004

 ９ 貯蔵品  106  142 35

10  前渡金  7,174  46,655 39,481

11  前払費用  18,373  17,692 △680

12 未収入金  236,053  409,368 173,315

13 繰延税金資産  29,360  29,689 329

14 その他  11,973  9,364 △2,609

貸倒引当金  △2,700  △300 2,400

   流動資産合計  3,172,593 55.5  4,139,168 59.7 966,575

Ⅱ 固定資産    

 １ 有形固定資産    

  (1) 建物  216,153 219,517  

    減価償却累計額  152,927 63,226 160,148 59,368 △3,857

  (2) 構築物  7,301 7,301  

    減価償却累計額  4,929 2,372 5,408 1,893 △479

  (3) 機械及び装置  98,710 100,380  

    減価償却累計額  59,051 39,659 66,704 33,676 △5,982

  (4) 車両運搬具  12,831 12,831  

    減価償却累計額  10,292 2,539 11,286 1,545 △994

   (5) 工具器具備品  347,388 400,236  

    減価償却累計額  239,332 108,056 291,884 108,351 295

   (6) 土地  277,054  277,054 ─

   有形固定資産合計  492,907 8.6  481,889 7.0 △11,018
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(単位：千円) 

第33期 

(平成17年12月31日) 

第34期 

(平成18年12月31日) 
比較増減 

科目 

金額 
構成比

（％）
金額 

構成比

（％）
金額 

 ２ 無形固定資産    

  (1) ソフトウエア  45,728  232,442 186,713

  (2) その他  65,760  52,654 △13,106

   無形固定資産合計  111,489 2.0  285,096 4.1 173,607

 ３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  245,016  121,188 △123,827

(2) 関係会社株式  1,385,263  1,564,363 179,100

(3) 出資金  10  10 ─

(4) 長期前払費用  2,323  2,654 331

(5) 繰延税金資産  163,145  168,727 5,582

(6) 差入保証金  130,454  156,906 26,452

(7) 保険積立金  12,175  11,608 △566

(8) その他  1,079  1,461 382

   投資その他の資産合計  1,939,467 33.9  2,026,921 29.2 87,453

   固定資産合計  2,543,864 44.5  2,793,906 40.3 250,042

   資産合計  5,716,457 100.0  6,933,075 100.0 1,216,617
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(単位：千円) 

第33期 

(平成17年12月31日) 

第34期 

(平成18年12月31日) 
比較増減 

科目 

金額 
構成比

(％) 
金額 

構成比

(％) 
金額 

（負債の部）     

Ⅰ 流動負債    

１ 支払手形  87,542  64,943 △22,598

２ 買掛金  187,625  132,477 △55,147

３  1年以内返済予定長期借入金  96,096  181,596 85,500

４ 1年以内償還予定社債  220,000  10,000 △210,000

５ 未払金  110,713  125,532 14,819

６ 未払費用  623  441 △181

７ 未払法人税等  84,563  80,587 △3,975

８ 未払消費税等  149  24,300 24,150

９ 前受金  10  6,707 6,696

10 預り金  42,059  48,194 6,135

  11  その他  2,816  3,774 958

   流動負債合計  832,198 14.6  678,555 9.8 △153,643

Ⅱ 固定負債    

 １ 社債  10,000  ─ △10,000

 ２ 長期借入金  400,571  612,275 211,704

 ３  退職給付引当金  236,900  264,400 27,500

 ４  役員退職慰労引当金  43,900  42,810 △1,090

   固定負債合計  691,371 12.1  919,485 13.2 228,114

   負債合計  1,523,569 26.7  1,598,040 23.0 74,470

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金 ※２ 1,480,372 25.9  ─ ─ △1,480,372

Ⅱ 資本剰余金    

   資本準備金  1,532,743 ─  

   資本剰余金合計  1,532,743 26.8  ─ ─ △1,532,743

Ⅲ 利益剰余金    

 １ 利益準備金  11,590 ─  

 ２ 任意積立金    

     別途積立金  80,000 ─  

 ３ 当期未処分利益  1,078,770 ─  

   利益剰余金合計  1,170,360 20.5  ─ ─ △1,170,360

Ⅳ  その他有価証券評価差額金 ※４ 9,412 0.1  ─ ─ △9,412

   資本合計  4,192,888 73.3  ─ ─ △4,192,888

   負債資本合計  5,716,457 100.0  ─ ─ △5,716,457

    

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金  ─ ─  2,037,431 29.4 2,037,431

２ 資本剰余金    

  (1) 資本準備金  ─ 2,089,802  

   資本剰余金合計  ─ ─  2,089,802 30.1 2,089,802

３ 利益剰余金    

  (1) 利益準備金  ─ 11,590  

  (2) その他利益剰余金    

      別途積立金  ─ 80,000  
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第33期 

(平成17年12月31日) 

第34期 

(平成18年12月31日) 
比較増減 

科目 

金額 
構成比

(％) 
金額 

構成比

(％) 
金額 

    繰越利益剰余金  ─ 1,126,369  

   利益剰余金合計  ─ ─  1,217,959 17.6 1,217,959

   株主資本合計  ─ ─  5,345,194 77.1 5,345,194

Ⅱ 評価・換算差額等    

１  その他有価証券評価差額金  ─ ─  △10,159 △0.1 △10,159

   評価・換算差額等合計  ─ ─  △10,159 △0.1 △10,159

   純資産合計  ─ ─  5,335,034 77.0 5,335,034

   負債純資産合計  ─ ─  6,933,075 100.0 6,933,075
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②損益計算書 
(単位：千円) 

第33期 

（自  平成17年１月１日 

至  平成17年12月31日） 

第34期 

（自  平成18年１月１日 

至  平成18年12月31日） 

比較増減 

科目 

金額 
百分比

(％) 
金額 

百分比

(％) 
金額 

Ⅰ 売上高    

 １ 商品売上高  9,473 12,429  

 ２ 製品売上高  4,655,908 4,665,381 100.0 4,897,231 4,909,660 100.0 244,279

Ⅱ 売上原価    

 １ 期首商品たな卸高  635 562  

 ２ 期首製品たな卸高  78,792 50,936  

 ３ 当期商品仕入高  6,293 6,563  

 ４ 当期製品製造原価  2,371,265 2,620,403  

    合計  2,456,987 2,678,466  

 ５ 期末商品たな卸高  562 435  

 ６ 期末製品たな卸高  50,936 2,405,487 51.6 54,388 2,623,641 53.4 218,153

    売上総利益  2,259,893 48.4  2,286,019 46.6 26,125

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１   

１  役員報酬  117,276 110,566  

２  給料手当  340,512 356,634  

３  賞与手当  106,881 111,479  

４  退職給付費用  9,867 9,142  

５  役員退職慰労引当金繰入額              1,720 ─  

６  地代家賃  69,730 86,218  

７  減価償却費  36,954 24,533  

８  研究開発費  300,924 445,724  

９  支払手数料  243,360 232,101  

10  その他  416,883 1,644,111 35.2 421,904 1,798,305 36.7 154,194

      営業利益  615,782 13.2  487,713 9.9 △128,068

Ⅳ 営業外収益    

 １ 受取利息  184 492  

  ２  有価証券利息  151 1,481  

 ３  受取配当金  761 465  

 ４  役員保険解約益  6,709 2,646  

 ５ 為替差益  18,901 6,610  

 ６  その他  3,318 30,027 0.6 1,618 13,316 0.3 △16,711

Ⅴ 営業外費用    

 １ 支払利息  1,940 8,146  

 ２ 社債利息  1,956 410  

  ３  支払保証料  2,204 493  

 ４ 新株発行費  1,027 7,569  

 ５ 社債発行費  ─ 6,820  

 ５ 売掛債権売却損  971 1,139  

 ６ その他  ─ 8,102 0.2 1,046 25,625 0.5 17,523

    経常利益  637,707 13.6  475,404 9.7 △162,303

Ⅵ 特別利益    

 １ 貸倒引当金戻入益  200 200 0.0 2,400 2,400 0.0 2,200

Ⅶ 特別損失    

 １  固定資産除却損 ※２ 6,663 350  
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第33期 

（自  平成17年１月１日 

至  平成17年12月31日） 

第34期 

（自  平成18年１月１日 

至  平成18年12月31日） 

比較増減 

科目 

金額 
百分比

(％) 
金額 

百分比

(％) 
金額 

 ２  投資有価証券評価損  ─ 6,663 0.1 90,850 91,200 1.8 84,536

   税引前当期純利益  631,243 13.5  386,603 7.9 △244,640

   法人税、住民税及び事業税  289,511 196,383  

   法人税等調整額  △18,015 271,496 5.8 7,517 203,900 4.2 △67,596

   当期純利益  359,747 7.7  182,703 3.7 △177,044

   前期繰越利益  719,023  ─ ─

   当期未処分利益  1,078,770  ─ ─
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③利益処分計算書 
          (単位：千円) 

 

第33期 

（取締役会承認日 

平成18年２月16日） 

科目 金額 

Ⅰ 当期未処分利益  1,078,770 

Ⅱ 利益処分額   

 １ 配当金 135,103 135,103 

Ⅲ 次期繰越利益  943,666 

     
 

④株主資本等変動計算書 

第34期（平成18年１月１日から平成18年12月31日まで） 

                                           (単位：千円) 

株主資本 
評価・換算

差額等 

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 利益準備金 

別途積立金 
繰越利益 

剰余金 

株主資本 

合計 

その他 

有価証券 

評価差額金

平成17年12月31日残高 1,480,372 1,532,743 11,590 80,000 1,078,770 4,183,475 9,412

事業年度中の変動額    

 新株の発行 557,059 557,059  1,114,119 

 剰余金の配当  △135,103 △135,103 

 当期純利益  182,703 182,703 

株主資本以外の項目の 

事業年度中の変動額(純額) 
   △19,571

事業年度中の変動額合計 557,059 557,059 ─ ─ 47,599 1,161,718 △19,571

平成18年12月31日残高 2,037,431 2,089,802 11,590 80,000 1,126,369 5,345,194 △10,159
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重要な会計方針 

 

項目 

第33期 

（自  平成17年１月１日 

至  平成17年12月31日） 

第34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 

 移動平均法に基づく原価法 

(2) その他有価証券 

 ① 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基づき算定

しております。） 

② 時価のないもの 

  移動平均法に基づく原価法 

 

(1) 子会社株式 

同左 

(2) その他有価証券 

 ① 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基づき算

定しております。） 

② 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 

(1) 商品・製品・仕掛品・原材料 

 総平均法に基づく原価法 

(2) 貯蔵品 

   終仕入原価法に基づく原価法 

 

(1) 商品・製品・仕掛品・原材料 

同左 

(2) 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 

  定率法を採用しております。 

  ただし、平成10年４月１日以降取得の建

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。 

    なお主要な年数は次のとおりでありま

す。 

     建物          10年～31年 

      機械及び装置       11年 

      工具器具備品  ２年～５年 

(2) 無形固定資産 

  自社利用のソフトウエアについては、見

込利用可能期間（５年以内）に基づく定

額法を採用しております。 

 

(3) 長期前払費用 

  定額法を採用しております。 

 

(1) 有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 無形固定資産 

ソフトウエアについては、見込有効期間

（３年以内）及び見込利用可能期間（５年

以内）に基づく定額法を採用しておりま

す。 

(3) 長期前払費用 

同左 

４ 繰延資産の処理方法 (1) 新株発行費 

    支出時に全額費用として処理しておりま

す。 

(1) 社債発行費 

――― 

 

(1) 新株発行費                         

同左 

 

(2) 社債発行費 

支出時に全額費用として処理しておりま

す。 

５ 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

収可能性を勘案し,回収不能見込額を計上

しております。 

(2) 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の見込額を計上し

ております。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

(2) 退職給付引当金 

同左 
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項目 

第33期 

（自  平成17年１月１日 

至  平成17年12月31日） 

第34期 

（自  平成18年１月１日 

至  平成18年12月31日） 

(3) 役員退職慰労引当金 

    役員に対する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、当社は、平成17年１月20日開催の

報酬委員会において、役員退職慰労金制

度を平成16年12月期定時株主総会終結の

時をもって廃止することを決議しており

ます。廃止時における引当額は対象とな

る役員の退職まで据え置き、平成17年４

月以降の新たな引当は行っておりませ

ん。 

 

(3) 役員退職慰労引当金 

同左 

 

 

６ 収益及び費用の計上基準 原則として出荷基準によっておりますが、個

別受注物件の販売については検収基準を採用

しております。 

 

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 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 

  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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会計方針の変更 

 

第33期 

（自  平成17年１月１日 

至  平成17年12月31日） 

第34期 

（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。 

 

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等) 

 当事業年度から「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。 

 従来の「資本の部」の合計に相当する金額は5,335,034千円で

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。 

 

 

表示方法の変更 

 

第33期 

（自  平成17年１月１日 

至  平成17年12月31日） 

第34期 

（自  平成18年１月１日 

至  平成18年12月31日） 

前事業年度まで営業外費用の「その他」に含めて表示していた

「売掛債権売却損」は、営業外費用合計の100分の10を超えること

になったため、当事業年度から区分掲記することに変更いたしま

した。 

 なお、前事業年度における「売掛債権売却損」の金額は1,619

千円であります。 

――― 
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注記事項 

(貸借対照表関係) 

 

第33期 

(平成17年12月31日) 

第34期 

(平成18年12月31日) 

※１ 関係会社に対する資産 

     売掛金                       207,039千円 

※１ 関係会社に対する資産 

     売掛金                       239,255千円 

※２ 会社が発行する株式   普通株式    89,400株 

     発行済株式総数        普通株式    34,642株 

※２           ――― 

      

※３ 期末日満期手形 

      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                      25,686千円 

※３ 期末日満期手形 

      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                      41,671千円 

※４ 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 

                                      9,412千円 

※４           ――― 

 

 

(損益計算書関係) 

 

第33期 

（自  平成17年１月１日 

至  平成17年12月31日） 

第34期 

（自  平成18年１月１日 

至  平成18年12月31日） 

※１ 一般管理費に含まれる研究開発費 

                                    300,924千円 

※１ 一般管理費に含まれる研究開発費 

                                    445,724千円 

※２ 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。 

       建物                           4,608千円 

       工具器具備品                   1,829千円  

  ソフトウェア                     225千円  

             計                       6,663千円 

※２ 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。 

       工具器具備品                 350千円  

             計                        350千円 

 

(株主資本等変動計算書関係) 

第34期(自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日) 

   該当事項はありません。
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(リース取引関係) 

 

第33期 

（自  平成17年１月１日 

至  平成17年12月31日） 

第34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 

 

(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） 

車両運搬具 7,620 4,191 3,429

工具器具備品 12,672 4,861 7,810

合計 20,292 9,052 11,239

  なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が、有形

固定資産の期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。 

 

 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、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） 

車両運搬具 7,620 5,715 1,905

工具器具備品 12,672 7,237 5,434

合計 20,292 12,952 7,339

 

同左 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

      １年内                        3,899千円 

      １年超                        7,339千円   

       合計                        11,239千円 

    なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末

残高が、有形固定資産の期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。 

 

(1) 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                        3,961千円 

      １年超                        3,378千円   

       合計                         7,339千円 

同左 

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額 

      支払リース料                   4,234千円 

      減価償却費相当額               4,234千円 

       

(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

当額及び減損損失 

      支払リース料                   4,058千円 

      減価償却費相当額               4,058千円 

       

(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 

 (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。 
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(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）

のいずれにおいても子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) 

 

第33期 

(平成17年12月31日) 

第34期 

(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 

    （繰延税金資産） 

     ① 流動資産 

       未払事業税                      5,954千円 

     たな卸資産評価損               20,312千円 

       その他                          3,093千円   

             計                       29,360千円 

     ② 固定資産 

       建物償却超過額                 14,279千円 

       ソフトウェア償却超過額         42,106千円 

       退職給付引当金繰入超過額       92,564千円 

       役員退職慰労引当金             17,864千円 

       その他                          2,788千円   

             計                      169,603千円

       繰延税金資産合計         198,963千円 

 

    （繰延税金負債） 

      固定負債 

    その他有価証券評価差額金    △6,458千円

 

    繰延税金資産純額        192,505千円 

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） 

     ① 流動資産 

       未払事業税                      9,040千円 

     たな卸資産評価損               18,863千円 

       その他                          1,785千円   

             計                       29,689千円 

     ② 固定資産 

       建物償却超過額                 12,871千円 

       ソフトウェア償却超過額         20,942千円 

       退職給付引当金繰入超過額      107,593千円 

       役員退職慰労引当金             17,420千円 

    株式評価損                     39,005千円 

       その他                          9,899千円   

             計                      207,732千円 

    評価性引当金                 △39,005千円 

     計                168,727千円 

       繰延税金資産合計         198,416千円 

 

 

 

 

 

 

 

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

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） 

      交際費等一時差異でない項目          1.7％ 

      住民税均等割等                       0.6％ 

      その他                              0.0％  

      税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.0％ 

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 

      法定実効税率                       40.7％ 

      （調整） 

      評価性引当金                        10.1％ 

   交際費等一時差異でない項目           1.3％ 

      住民税均等割                        1.0％       

      その他                            △0.3％ 

      税効果会計適用後の法人税等の負担率 52.7％ 
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(１株当たり情報) 

 

項目 

第33期 

（自  平成17年１月１日 

至  平成17年12月31日） 

第34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 121,034円82銭 130,040円34銭 

１株当たり当期純利益 10,679円43銭 4,940円86銭 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 
          10,151円46銭            4,745円91銭 

 

（注）１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

１ １株当たり純資産額 

項目 
第33期 

(平成17年12月31日) 
第34期 

(平成18年12月31日) 

貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) ― 5,335,034

普通株式に係る純資産額(千円) ― 5,335,034

貸借対照表の純資産の部の合計額と１株当たり純資
産額の算定に用いられた普通株式に係る事業年度末
の純資産額との差額(千円) 

― ─

普通株式の発行済株式数(株) ― 41,026

普通株式の自己株式数(株) ― ─

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の
数(株) 

― 41,026

 

２ １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

項目 
第33期 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

第34期 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

１株当たり当期純利益   

当期純利益（千円） 359,747 182,703 

普通株主に帰属しない金額（千円） ─ ─ 

普通株式に係る当期純利益（千円） 359,747 182,703 

普通株式の期中平均株式数（株） 33,686 36,978 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

当期純利益調整額（千円） ─ ─ 

普通株式数増加数（株） 1,752 1,519 

（うち新株予約権（株）） 

（うち新株予約権付社債（株）） 

(1,752)

( ─  )

(739)

(780)

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 ――― 

(新株予約権) 
株主総会の特別決議日 
平成16年３月30日 
(新株予約権337個) 
株主総会の特別決議日 
平成18年３月29日 

(新株予約権693個) 
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(重要な後発事象) 

 

第33期 

（自  平成17年１月１日 

至  平成17年12月31日） 

第34期 

（自  平成18年１月１日 

至  平成18年12月31日） 

(新株予約権の付与) 

平成18年３月29日定時株主総会において、商法第280条ノ20

及び商法第280条ノ21の規定に基づき「ストックオプションと

して新株予約権を発行する件」を決議いたしました。 

 (1) 新株予約権の割当を受ける者 

   当社の取締役、執行役、従業員および当社子会社の取締役、

従業員 

 (2) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 

   当社普通株式700株を上限とする。ただし、当社が株式分割

または株式併合を行う場合、目的たる株式の数を調整する

ものとする。かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点

で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数

についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた

場合は、これを切り捨てるものとする。 

 (3) 発行する新株予約権の総数 

   700個(新株予約権１個あたりの目的となる株式数１株) 

 (4) 新株予約権の発行価額 

   無償とする。 

 (5) 新株予約権行使時に払込をすべき金額 

   新株予約権発行の日の属する月の前月各日(取引が成立し

ない日は除く)のジャスダック証券取引所における当社普

通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額と

し、１円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が新

株予約権発行の日の終値(取引が成立しない場合はそれに

先立つ直近日の終値)を下回る場合は、新株予約権発行の

日の終値とする。 

   なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合

を行う場合、および時価を下回る価額で新株発行または自

己株式の処分を行う場合は、払込金額を調整し、調整によ

り生じる１円未満の端数は切り上げる。 

 (6) 新株予約権の行使期間 

   平成20年４月15日から平成23年４月14日まで 

 (7) 新株予約権利行使の条件 

① 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、

当社または当社子会社の取締役、執行役、従業員の地位

にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年

退職その他正当な理由がある場合はこの限りではない。

② その他、新株予約権権利行使の条件は、取締役会決議に

基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締

結する「新株予約権付与契約」に定めるところとする。

――― 
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