
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） 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）24円53銭 

３．配当状況 

  

  

※ 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。 

(財)財務会計基準機構会員

平成18年12月期 個別財務諸表の概要 平成19年2月15日

上場会社名 帝国繊維株式会社 上場取引所 東証 １部 

コード番号 3302 本社所在都道府県 東 京 都 

(URL http://www.teisen.co.jp) 

代  表  者 役職名  取締役社長 氏名 飯 田 時 章  

問合せ先責任者 役職名 専務取締役管理部門長 氏名 白 岩   強             ＴＥＬ（03）3281－3022

決算取締役会開催日 平成19年2月15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 1,000株）

(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 15,077 4.1  1,674 10.0  1,706 10.0  

17年12月期 14,480 △24.2  1,522 △45.7  1,551 △44.9  

 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 979 6.2 36 95 36 86 10.6 12.3 11.3 

17年12月期 921 △24.2 33 46 33 38 10.9 12.0 10.7 

（注）①期中平均株式数 18年12月期          26,496,983 株 17年12月期 26,554,200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 （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。

 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 14,213 9,511 66.9 358 12 

17年12月期 13,635 9,046 66.3 340 41 

（注）①期末発行済株式数 18年12月期          26,560,921株 17年12月期 26,475,231株

②期末自己株式数 18年12月期        479,479株 17年12月期 473,169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 7,450  860  150  

通 期 15,100  1,710  650  

・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 － － － 10 － 10 264 29.9 3.2

18年12月期 － － － 10 － 10 265 27.1 2.9

19年12月期（予想） － － － 10 － 10     
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５．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   2,357,892   2,590,147  232,255 

２．受取手形 ※4・7  123,900   224,770  100,870 

３．売掛金 ※4  2,618,906   3,180,013  561,106 

４．製品   1,512,441   1,586,428  73,986 

５．原料   67,172   89,893  22,720 

６．仕掛品   538,520   502,870  △35,650 

７．貯蔵品   24,554   17,565  △6,989 

８．前渡金   3,147   45,673  42,525 

９．前払費用   28,193   29,314  1,120 

10．繰延税金資産   14,559   42,061  27,502 

11．関係会社短期貸付金   53,000   30,000  △23,000 

12．その他の流動資産   45,168   3,215  △41,953 

13．貸倒引当金   △2,655   △3,975  △1,320 

流動資産合計   7,384,805 54.2  8,337,978 58.7 953,173 

Ⅱ 固定資産          

(1）有形固定資産           

１．建物  ※1 4,324,704   4,343,677     

減価償却累計額  2,676,990 1,647,713  2,761,970 1,581,707  △66,006 

２．構築物   465,365   470,452     

減価償却累計額  351,538 113,827  359,471 110,981  △2,846 

３．機械及び装置  1,421,664   1,435,858     

減価償却累計額  1,202,371 219,293  1,210,664 225,193  5,900 

４．車両運搬具  58,637   32,769     

減価償却累計額  49,506 9,131  23,193 9,575  443 

５．工具器具備品  336,867   345,389     

減価償却累計額  279,844 57,022  283,915 61,474  4,451 

６．土地  ※1  835,024   835,024  － 

７．建設仮勘定     －   70,420  70,420 

有形固定資産計   2,882,013   2,894,376  12,363 

(2）無形固定資産          

１．借地権   39,904   39,904  － 

２．ソフトウェア   32,571   62,564  29,993 

３．その他の無形固定
資産 

  43,678   37,518  △6,159 

無形固定資産計   116,154   139,987  23,833 
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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   2,547,538   2,134,141  △413,397 

２．関係会社株式   474,452   474,452  － 

３．長期貸付金   1,800   5,949  4,148 

４．関係会社長期貸付
金 

  169,600   169,600  － 

５．破産債権・更生債
権その他これらに
準ずる債権 

  716   716  － 

６．長期前払費用   174   61  △113 

７．その他の投資   59,239   57,542  △1,697 

８．貸倒引当金   △510   △855  △345 

投資その他の資産計   3,253,012   2,841,607  △411,404 

固定資産合計   6,251,179 45.8  5,875,972 41.3 △375,207 

資産合計   13,635,984 100.0  14,213,951 100.0 577,966 
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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    962,727   834,913  △127,813 

２．買掛金 ※4  1,503,568   1,692,968  189,399 

３．一年以内返済長期借
入金 

  64,900   77,200  12,300 

４．未払金   95,900   125,912  30,012 

５．未払費用   15   8  △7 

６．未払法人税等   151,748   461,461  309,713 

７．前受金   145,863   42,661  △103,202 

８．預り金   26,410   29,666  3,255 

９．役員賞与引当金   －   35,000  35,000 

10．その他の流動負債   39,921   74,747  34,826 

流動負債合計   2,991,056 22.0  3,374,540 23.8 383,484 

Ⅱ 固定負債          

１．長期借入金   155,800   78,600  △77,200 

２．預り保証金    295,235   256,812  △38,422 

３．退職給付引当金   6,043   13,990  7,947 

４．役員退職慰労引当金   217,800   247,000  29,200 

５．繰延税金負債   923,998   731,082  △192,916 

固定負債合計   1,598,877 11.7  1,327,485 9.3 △271,391 

負債合計   4,589,933 33.7  4,702,025 33.1 112,092 

資本の部          

Ⅰ 資本金 ※２  1,347,420 9.9  － － － 

Ⅱ 資本剰余金              

  １. 資本準備金   720,000    －   － 

  ２. その他の資本剰余金              

(1)自己株式処分差益   1,514    －   － 

  資本剰余金合計   721,514 5.3  － － － 

Ⅲ 利益剰余金          

１．利益準備金   180,000   －  － 

２．任意積立金          

(1)配当引当積立金  120,000   －   － 

(2)圧縮記帳積立金  472,902   －   － 

(3)別途積立金  3,830,000 4,422,902  － －  － 

３．当期未処分利益   1,483,556   －  － 

利益剰余金合計   6,086,458 44.6  － － － 

Ⅳ その他有価証券評価差
額金 

  1,080,543 7.9  － － － 

Ⅴ 自己株式 ※３  △189,884 △1.4  － － － 

資本合計   9,046,051 66.3  － － － 

負債・資本合計   13,635,984 100.0  － － －
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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 ※２    － － 1,364,348   9.6 －

２．資本剰余金               

(1）資本準備金   －     736,928     －

(2）その他資本剰余金   －     1,658     －

資本剰余金合計      － －   738,586 5.2 －

３．利益剰余金               

(1）利益準備金   －     180,000     －

(2）その他利益剰余金         6,587,360     －

配当引当積立金   －     120,000     －

圧縮記帳積立金         450,316     －

別途積立金   －     4,830,000     －

繰越利益剰余金   －     1,187,043     －

利益剰余金合計      － －   6,767,360 47.6 －

４．自己株式  ※３   － －   △193,894 △1.4 －

株主資本合計      － －   8,676,400 61.0 －

Ⅱ 評価・換算差額等               

１．その他有価証券評価
差額金 

    － －   835,481   －

２．繰延ヘッジ損益     － －   44   －

評価・換算差額等合
計  

    － －   835,525 5.9 －

純資産合計      － －   9,511,925 66.9 －

負債純資産合計      － －   14,213,951 100.0 －
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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．売上高 ※４  13,999,686    14,421,354   

２．不動産賃貸料 ※４  480,628 14,480,315 100.0  655,668 15,077,023 100.0 596,708 

Ⅱ 売上原価           

１．製品売上原価          

(1）期首製品棚卸
高  1,222,144    1,512,441    

(2）当期製品仕入
高  7,456,455    7,637,115    

(3）他勘定より振
替額 

※１ 384,259    268,849    

(4）当期製品製造
原価  3,700,158    3,776,796    

計  12,763,017    13,195,203    

(5）他勘定へ振替
額 

※２ 337,291    340,028    

(6）期末製品棚卸
高  1,512,441 10,913,284   1,586,428 11,268,746   

２．賃貸不動産費用   254,916 11,168,201 77.1  243,868 11,512,615 76.4 344,414 

売上総利益    3,312,113 22.9   3,564,407 23.6 252,293 

Ⅲ 販売費及び一般管
理費          

１．運送費及び保管
費   138,308    137,769   

２．広告宣伝費   64,729    73,798   

３．役員報酬   177,450    167,100   

４．役員賞与引当金
繰入額    －    35,000   

５．給料手当   419,947    444,570   

６．賞与   161,476    175,473   

７．福利厚生費   81,180    90,145   

８．退職給付費用   4,354    31,681   

９．役員退職慰労引
当金繰入額   30,000    30,000   

10．減価償却費   41,471    45,588   

11．旅費交通費   100,633    105,747   

12．研究開発費 ※５  195,574    185,396   

13．賃借料   40,942    42,783   

14．その他   333,345 1,789,415 12.4  324,719 1,889,773 12.5 100,358 

営業利益    1,522,698 10.5   1,674,634 11.1 151,935 
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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） 

Ⅳ 営業外収益          

１．受取利息 ※４  8,730    9,387   

２．受取配当金   29,507    33,163   

３．その他   10,634 48,873 0.3  11,008 53,559 0.4 4,685 

Ⅴ 営業外費用          

１．支払利息   8,372    9,925   

２．受取手形売却損   10,277    8,389   

３．その他   1,686 20,337 0.1  3,448 21,764 0.2 1,427 

経常利益    1,551,234 10.7   1,706,429 11.3 155,194 

Ⅵ 特別利益          

 貸倒引当金戻入額   3,679 3,679 0.0  ― ― ― △3,679 

Ⅶ 特別損失          

１．固定資産処分損 ※３  5,920    7,013   

２．棚卸資産処分損    ― 5,920 0.0  23,061 30,075 0.2 24,154 

税引前当期純利益    1,548,993 10.7   1,676,354 11.1 127,360 

法人税・住民税及び
事業税   590,957    749,314   

法人税等調整額   36,126 627,083 4.3  △52,114 697,200 4.7 70,116 

当期純利益    921,910 6.4   979,153 6.5 57,243 

前期繰越利益    561,646    ―  ―

当期未処分利益    1,483,556    ―  ―
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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30日）  

区分 
注記
番号 

金額（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益   1,483,556 

Ⅱ 任意積立金取崩高    

 圧縮記帳積立金取崩高   11,491 

合計   1,495,047 

Ⅲ 利益処分額    

１．配当金  264,752  

２．役員賞与金  33,500  

（うち監査役賞与金）  (1,500)  

３．任意積立金    

 別途積立金  1,000,000 1,298,252 

Ⅳ 次期繰越利益   196,795 
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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 

配当引
当積立
金 

 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 
（千円） 

1,347,420 720,000 1,514 721,514 180,000 120,000 472,902 3,830,000 1,483,556 6,086,458 189,884 7,956,508 

当事業年度中
の変動額             

新株の発行 16,928 16,928   16,928           －   33,856 

剰余金の配
当 

      －         △264,752 △264,752   △264,752 

固定資産圧
縮積立金の
取崩し  

      －     △22,585   22,585 －   － 

当期純利益       －         979,153 979,153   979,153 

自己株式の
取得 

      －           － △4,426 △4,426 

自己株式の
処分 

    143 143           － 416 416 

役員賞与の
支給 

      －         △33,500 △33,500   △33,500 

別途積立金
の積立 

      －       1,000,000 △1,000,000 －   － 

株主資本以
外の項目の
事業年度中
の変動額
（純額） 

      －           －   － 

当事業年度中
の変動額合計 
（千円） 

16,928 16,928 143 17,071 － － △22,585 1,000,000 △296,512 680,901 △4,009 710,891 

平成18年12月
31日 残高 
（千円） 

1,364,348 736,928 1,658 738,586 180,000 120,000 450,316 4,830,000 1,187,043 6,767,360 △193,894 8,676,400 

 
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） 

1,080,543 － 1,080,543 9,046,051 

当事業年度中の変動額     

新株の発行       33,856 

剰余金の配当       △264,752 

固定資産圧縮積立金の取崩
し 

      － 

当期純利益       979,153 

自己株式の取得       △4,426 

自己株式の処分       560 

役員賞与の支給       △33,500 

別途積立金の積立       － 

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額） 

△245,062 44 △245,017 △245,017 

当事業年度中の変動額合計 
（千円） 

△245,062 44 △245,017 465,874 

平成18年12月31日 残高 
（千円） 

835,481 44 835,525 9,511,925 
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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 １．有価証券の評価基準及び評価方法 

 (1)子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

 (1)子会社株式及び関連会社株式 

左に同じ 

 (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

均法により算定） 

 (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

平均法により算定） 

②時価のないもの   移動平均法による原価法 ②時価のないもの   左に同じ 

２．棚卸資産の評価基準及び評価方法 

製品   移動平均法による原価法 

原料        〃 

仕掛品       〃 

貯蔵品       〃 

２．棚卸資産の評価基準及び評価方法 

左に同じ 

３．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、賃貸用資産に係る建物及び構築物並びに

平成10年４月１日以降取得した建物（建物附属設備

を除く）については定額法。 

３．固定資産の減価償却の方法 

(1）有形固定資産 

左に同じ 

(2）無形固定資産 

定額法 

 なお、ソフトウェア（自社利用）については、社

内における見込利用可能期間（５年）に基づく定額

法。 

(2）無形固定資産 

左に同じ 

４．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て、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。 

４．引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

左に同じ 

──────── 

  

(2) 役員賞与引当金 

役員に支給する賞与の支出に備えるため、当期末に

おける支給見込額に基づき計上しております。  

（会計方針の変更） 

 当事業年度より、「役員賞与に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 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、

前事業年度と同一の基準を適用した場合に比べて、

販売費及び一般管理費が35,000千円増加し、営業利

益、経常利益および税引前当期純利益がそれぞれ同

額減少しております。 

(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

職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上して

おります。 

(3) 退職給付引当金 

左に同じ 
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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） 

(3)役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金に充てるため、内規に基づく期

末要支給額を計上しております。 

(4)役員退職慰労引当金 

左に同じ 

５．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。 

５．リース取引の処理方法 

左に同じ 

６．ヘッジ会計の方法 

 (1) ヘッジ会計の方法 

 為替予約等が付されている外貨建金銭債権債務

及び外貨建予定取引について振当処理を行ってお

ります。 

６．ヘッジ会計の方法 

 (1) ヘッジ会計の方法 

   左に同じ 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

    為替予約は、外貨建輸入取引の為替変動リスク

をヘッジ対象としております。 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

   左に同じ 

 (3) ヘッジ方針 

    外貨建債務に係る為替変動リスクを軽減する目

的で為替予約取引を行っております。 

 (3) ヘッジ方針 

   左に同じ 

 (4) ヘッジ有効性評価の方法 

    デリバティブ取引の実行にあたり、ヘッジ手段

とヘッジ対象に関する重要な条件がほぼ一致して

おり、ヘッジ開始時及びその後も継続して相場変

動等を相殺することができることを確認しており

ます。また、予定取引については、実行可能性が

極めて高いかどうかの判断を行っております。 

 (4) ヘッジ有効性評価の方法 

   左に同じ 

７．消費税等の会計処理方法 

 税抜方式によっております。 

７．消費税等の会計処理方法 

左に同じ 
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会計処理方法の変更 

表示方法の変更 

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） 

 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12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） 

 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」（企業会計基準委員会、企業

会計基準第５号 平成17年12月９日）および「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 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9,511,881

千円であります。 

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） 

  貸借対照表 流動負債の部の「設備関係支払手形」

（当事業年度37,422千円）は、前事業年度は区分表示し

ておりましたが、当事業年度は「その他の流動負債」に

含めて表示しております。       

──────── 
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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 担保資産 

(1）担保提供資産 

 上記有形固定資産のうち、工場財団抵当に

供している資産 

(2）担保資産に対応する債務 

   担保資産に対応する債務はありません。 

   銀行取引に係る根抵当権が設定されておりま

す。 

 有形固定資産  

建物 388,030千円

土地 373,885千円

合計 761,916千円

建物 333,261千円

土地 55,438千円

合計 388,699千円

※１ 担保資産 

(1）担保提供資産 

 上記有形固定資産のうち、工場財団抵当に供

している資産 

(2）担保資産に対応する債務 

   担保資産に対応する債務はありません。 

   銀行取引に係る根抵当権が設定されておりま

す。 

 有形固定資産  

建物        361,944千円

土地        373,885千円

合計        735,830千円

建物        308,695千円

土地       55,438千円

合計        364,133千円

※２ 授権株式総数  普通株式  97,600,000株

発行済株式総数 普通株式 26,948,400株

※２ 授権株式総数  普通株式  97,600,000株

発行済株式総数 普通株式 27,040,400株

※３ 当社が保有する自己株式 ※３  当社が保有する自己株式 

 普通株式       473,169 株  普通株式   479,479株

※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下記の通りであり

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下記の通りでありま

す。 

 受取手形及び売掛金 800,991千円

買掛金 275,461千円

 受取手形及び売掛金 1,035,430千円

買掛金 291,228千円

  ５ 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 

      1,080,543 千円 

  ５  ───── 

                 

 ６ 偶発債務 

(1）保証債務 

 ６ 偶発債務 

(1）保証債務 

 
相手先 保証内容 金額(千円) 

帝商㈱ 銀行借入金 362,500 

テイセン産業㈱ 〃 260,000 

従業員 住宅ローン 3,391 

計  625,891 

 
相手先 保証内容 金額(千円) 

従業員 住宅ローン 2,754 

計  2,754 

 (2） 受取手形割引高 637,506千円 

 関係会社受取手形割引

高 
    987,592千円 

 (うち関係会社営業外受取手形割引高 

   264,395千円)

 (2）受取手形割引高 527,205千円 

 関係会社受取手形割引

高 
 1,003,439千円 

 (うち関係会社営業外受取手形割引高 

     168,337千円)
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（損益計算書関係） 

（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 

(注)1.自己株式の増加は単元未満株式の買取によるものであり、減少は単元未満株式の買増請求に応じたものであり

ます。 

№ 
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） 

※７ 期末日満期手形の処理 

 期末日満期手形の会計処理は手形交換日をもっ

て決済処理しております。したがって当期末日は

休日の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 期末日満期手形の処理 

 期末日満期手形の会計処理は手形交換日をもっ

て決済処理しております。したがって当期末日は

休日の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 4,579千円

割引手形    172,559千円

 受取手形 1,036千円

割引手形        233,554千円

№ 
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 主なものは原料の売上原価であります。 ※１ 左に同じ 

※２ 主なものは広告宣伝費への振替額であります。 ※２ 左に同じ 

※３ 固定資産処分損の内容は次の通りであります。 ※３ 固定資産処分損の内容は次の通りであります。 

 建物 1,108千円

機械及び装置    3,968千円

構築物他      843千円

 建物      161千円

機械及び装置 2,837千円

構築物他      4,015千円

※４ 関係会社との取引に係るもの 

 関係会社との取引に係るものが下記の通り含ま

れております。 

※４ 関係会社との取引に係るもの 

 関係会社との取引に係るものが下記の通り含ま

れております。 

 売上高 4,492,345千円

不動産賃貸料 30,270千円

受取利息       8,661千円

 売上高   5,063,982千円

不動産賃貸料 31,200千円

受取利息        9,189千円

※５ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は195,574千円であります。 

※５ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は 185,396千円であります。 

 
前期末株式数 
（千株） 

当期増加株式数 
（千株） 

当期減少株式数 
（千株） 

当期末株式数 
（千株） 

自己株式     

普通株式 473 7 1 479 

合計 473 7 1 479 
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① リース取引 

② 有価証券 

 前事業年度（平成17年12月31日現在）及び当事業年度（平成18年12月31日現在）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。 

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 

   該当事項はありません。    該当事項はありません。 

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 

   該当事項はありません。    該当事項はありません。 

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 1,116千円

減価償却費相当額 1,116千円

   該当事項はありません。 

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 

左に同じ 
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③ 税効果会計 

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）流動の部 

繰延税金資産 

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 

(1）流動の部 

繰延税金資産 

千円 

未払事業税 10,951 

その他 3,608 

 14,559 

繰延税金負債  － 

  

繰延税金資産の純額 14,559 

未払事業税 36,184 

その他 5,907 

 42,092 

繰延税金負債   

その他 30 

  30 

繰延税金資産の純額 42,061 

(2)固定の部 (2)固定の部 

繰延税金資産  

ゴルフ会員権評価損 41,379 

退職給付引当金繰入限度超過額 2,460 

役員退職慰労引当金繰入限度

超過額 

88,688 

その他 2,655 

 135,184 

  

繰延税金負債  

圧縮記帳積立金 316,947 

その他有価証券評価差額金 742,235 

 1,059,183 

  

繰延税金負債の純額 923,998 

繰延税金資産  

ゴルフ会員権評価損 42,194 

退職給付引当金繰入限度超過額 5,696 

役員退職慰労引当金繰入限度超

過額 

100,578 

その他 3,675 

 152,144 

  

繰延税金負債  

圧縮記帳積立金 309,326 

その他有価証券評価差額金 573,900 

 883,226 

  

繰延税金負債の純額 731,082 

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100分の５以下である

ので差異の原因となった主な項目別の内訳の記載を省

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

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

 左に同じ 
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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、以下のとおりであ

ります。 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

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     340.41円 

１株当たり当期純利益      33.46円 

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益 
     33.38円 

１株当たり純資産額          358.12 円 

１株当たり当期純利益          36.95 円 

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益 
         36.86 円 

 
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株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 921,910 979,153 

普通株主に帰属しない金額（千円） 33,500 － 

（うち利益処分による役員賞与金） (33,500) － 

普通株式に係る当期純利益（千円） 888,410 979,153 

期中平均株式数（株） 26,554,200 26,496,983 

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（千円） － － 

（うち支払利息(税額相当額控除後)） － － 

普通株式増加数（株） 58,275 68,770 

（うち転換社債） － － 

（うち新株予約権） 58,275 68,770 

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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６．役員の異動 
   （平成19年3月29日付予定） 

1. 代表取締役の異動 

該当事項はありません 

   2. 取締役の異動 

(1)  新任候補者   
                           ますたに     とおる   

取 締 役            桝 谷   徹   （現 防災統括部長） 

  

(2)  退任予定者 
                                      こばやし    たけし 

取締役副社長       小 林   剛  
                        ながみね   みつろう 

取 締 役      長 嶺  光 郎  

3. 監査役の異動 

(1)  新任監査役候補   
                        にしかわ    し げ き    

監 査 役            西 川  茂 樹  （現 財団法人貿易保険機構 参事） 

（注）新任監査役候補者西川茂樹氏は、社外監査役の候補者であります。 

(2)  退任予定監査役 
                        なか しま   りゅうき 

監 査 役            中 島  龍 樹 

  

  4. その他の異動          （平成19年2月15日付） 
                       しらいわ     つよし 

取締役副社長     白 岩   強    （現 専務取締役管理部門長兼官特需部門長） 
                       か や ま     まなぶ 

常務取締役      香 山    学     （現  取締役繊維部門長兼繊維部長） 
                       ひ る ま    ふじお 

取 締 役      比留間  藤 郎   （現 常務取締役生産部門長） 
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