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平成 18 年 12 月期 個別財務諸表の概要                  平成 19 年２月 16 日 

 

上 場 会 社 名  日本セラミック株式会社      上場取引所 東・大 

コード番号 ６９２９                    本社所在都道府県 鳥取県 

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

代  表  者 代表取締役 社長 谷 口 義 晴 

問合せ先責任者 取締役 総務部長 米 澤   泰   ＴＥＬ（0857）53－3600 

決算取締役会開催日 平成 19 年２月 16 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） 
 

１．18 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                     （百万円未満の金額は切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 １３,４０５ １１.１ ８４６ ２８.２ １,５７８ △１６.６

17年12月期 １２,０６７ △１０.０ ６６０ △５４.４ １,８９４ △３１.８

 

 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 ８５１ △４３.９ ３３ ３４ ― ２.４ ４.３ １１.８

17年12月期 １,５１７ △０.３ ６６ ２０ ― ４.８ ４.９ １５.７

（注）①期中平均株式数 18年12月期 ２５,５２６,５４０株  17年12月期 ２２,６９３,９７４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 ３６,８６０ ３５,０２７ ９５.０ １,３７２ ２４ 

17年12月期 ３６,９３３ ３４,８０７ ９４.２ １,３６２ ９４ 

（注）①期末発行済株式数 18年12月期 ２５,５２６,１３９株  17年12月期 ２５,５２７,４０２株 

   ②期末自己株式数  18年12月期    ７８６,２６３株  17年12月期    ７８５,０００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 ６,８００ １,３０４ ６９０

通 期 １４,１００ １,９８０ １,１３０

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  ４４円２７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
（％） 

18 年 12 月期 ０.００ ２０.００ ２０.００ ５１０ ６０.０ １.５

17 年 12 月期 ０.００ ２０.００ ２０.００ ５１０ ３０.２ １.５

19 年 12 月期（予想） ０.００ ２０.００ ２０.００  

 
 ※業績予想につきましては現時点で判断できる一定の前提に基づいて算定しておりますが、多分に不確定な要素を含んでおりま

す。従いまして実際の業績は、業況の変化などにより上記に記載されております予想とは大きく異なる場合があります。なお、

上記の業績事項に関する事項につきましては添付資料７頁をご参照下さい。 
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６．個別財務諸表等 

(1) 個別財務諸表 

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） 
比較増減

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額 

(百万円)

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金 ※９ 11,854 11,447  △406

２．受取手形 ※７ 910 974  64

３．売掛金 ※３ 2,987 3,356  368

４．有価証券  3,175 2,800  △375

５．商品  53 51  △1

６．製品  885 917  32

７．原材料  101 132  30

８．仕掛品  512 665  152

９．貯蔵品  14 11  △3

10．前渡金  2 5  3

11．前払費用  0 0  △0

12．繰延税金資産  66 69  2

13．未収入金 ※３ 415 418  2

14．その他  30 17  △13

貸倒引当金  △37 △41  △4

流動資産合計  20,974 56.8 20,826 56.5 △148

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

(1) 建物 ※６ 1,483 1,484   

 減価償却累計額  853 630 891 593  △36

(2) 構築物 ※６ 63 63   

 減価償却累計額  53 10 55 8  △1

(3) 機械及び装置 ※６ 2,287 2,327   

 減価償却累計額  1,991 295 2,057 270  △24

(4) 車輌及び運搬具  3 3   

 減価償却累計額  3 0 3 0  0

(5) 工具器具及び備品 ※６ 700 775   

 減価償却累計額  627 72 672 102  30

(6) 土地  1,463 1,715  251

(7) 建設仮勘定  227 175  △52

有形固定資産合計  2,699 7.3 2,866 7.7 166

２．無形固定資産    

(1) ソフトウェア  14 14  △0

(2) 電話加入権  3 3  ―

無形固定資産合計  18 0.1 17 0.1 △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） 
比較増減

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額 

(百万円)

３．投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  2,345 2,139  △205

(2) 関係会社株式  344 344  ―

(3) 出資金  4 4  ―

(4) 関係会社出資金  10,392 10,392  ―

(5) 長期貸付金  326 306  △19

(6) 破産債権、更生債
権等 

 209 200  △9

(7) 長期前払費用  18 13  △5

(8) 繰延税金資産  120 241  120

(9) その他  13 13  △0

 貸倒引当金  △535 △506  29

投資その他の資産合
計 

 13,240 35.8 13,150 35.7 △90

固定資産合計  15,958 43.2 16,034 43.5 75

資産合計  36,933 100.0 36,860 100.0 △73
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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） 
比較増減

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額 

(百万円)

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．買掛金 ※３ 915 1,056  141

２．未払金 ※９ 1,022 186  △836

３．未払費用  64 65  0

４．未払法人税等  71 454  383

５．前受金  8 16  7

６．預り金  25 22  △2

７．賞与引当金  18 15  △3

８．役員賞与引当金  ― 15  15

流動負債合計  2,126 5.8 1,832 5.0 △293

負債合計  2,126 5.8 1,832 5.0 △293
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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） 
比較増減

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額 

(百万円)

（資本の部）    

Ⅰ 資本金 ※１ 10,241 27.7 ― ― ―

Ⅱ 資本剰余金    

１．資本準備金  11,854 ―   

２．その他資本剰余金    

(1) 自己株式処分差益  179 ―   

資本剰余金合計  12,034 32.5 ― ― ―

Ⅲ 利益剰余金    

１．利益準備金  224 ―   

２．任意積立金    

(1) 別途積立金  11,342 ―   

３．当期未処分利益  1,769 ―   

利益剰余金合計  13,336 36.1 ― ― ―

Ⅳ その他有価証券評価差
額金 

 255 0.7 ― ― ―

Ⅴ 自己株式 ※２ △1,060 △2.8 ― ― ―

資本合計  34,807 94.2 ― ― ―

負債資本合計  36,933 100.0 ― ― ―

    

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金  ― ― 10,241 27.8 ―

２．資本剰余金    

(1) 資本準備金  ― 11,854   

(2) その他資本剰余金  ― 180   

資本剰余金合計  ― ― 12,034 32.6 ―

３．利益剰余金    

(1) 利益準備金  ― 224   

(2) その他利益剰余金    

  別途積立金  ― 12,322   

  繰越利益剰余金  ― 1,114   

利益剰余金合計  ― ― 13,661 37.1 ―

４．自己株式  ― ― △1,062 △2.9 ―

株主資本合計  ― ― 34,875 94.6 ―

Ⅱ 評価・換算差額等    

１．その他有価証券評価
差額金 

 ― ― 152 0.4 ―

評価・換算差額等合計  ― ― 152 0.4 ―

純資産合計  ― ― 35,027 95.0 ―

負債、純資産合計  ― ― 36,860 100.0 ―
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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） 
比較増減

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

金額 

(百万円)

Ⅰ 売上高 ※２   

１．製品売上高  11,115 12,316   

２．商品売上高  951 12,067 100.0 1,088 13,405 100.0 1,337

Ⅱ 売上原価 ※１,２   

１．商品期首たな卸高  83 53   

２．製品期首たな卸高  1,072 885   

３．当期商品仕入高  721 880   

４．当期製品仕入高  5,422 6,284   

５．当期製品製造原価  2,994 3,496   

６．他勘定より振替高  701 707   

 合計  10,996 12,307   

７．他勘定へ振替高  19 11   

８．商品期末たな卸高  53 51   

９．製品期末たな卸高  885 10,037 83.2 917 11,326 84.5 1,289

売上総利益  2,030 16.8 2,079 15.5 48

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※３   

１．発送配達費  160 170   

２．販売手数料  32 54   

３．貸倒引当金繰入額  105 6   

４．役員報酬  46 44   

５．役員賞与引当金繰入
額 

 ― 15   

６．給与・賞与  307 314   

７．賞与引当金繰入額  5 4   

８．福利厚生費  56 59   

９．旅費交通費  55 64   

10．賃借料  17 16   

11．租税公課  97 82   

12．減価償却費  22 23   

13．寄付金  0 1   

14．支払手数料  124 124   

15．研究開発費  251 164   

16．その他  86 1,369 11.3 86 1,232 9.2 △137

営業利益  660 5.5 846 6.3 186
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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） 
比較増減

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

金額 

(百万円)

Ⅳ 営業外収益 ※２   

１．受取利息  19 40   

２．受取配当金  787 458   

３．ロイヤリティ収入  132 127   

４．為替差益  230 28   

５．雑収入  96 1,267 10.5 77 732 5.5 △535

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  0 ―   

２．社債利息  22 ―   

３．新株発行費  11 33 0.3 ― ― ― △33

経常利益  1,894 15.7 1,578 11.8 △315

Ⅵ 特別利益    

１．投資有価証券売却益  ― 49   

２．貸倒引当金戻入益  10 10 0.1 21 71 0.5 60

Ⅶ 特別損失    

１．固定資産除却損 ※４ 25 0   

２．投資有価証券売却損  0 ―   

３．関係会社株式評価損  3 ―   

４．減損損失 ※５ ― 29 0.3 161 161 1.2 131

税引前当期純利益  1,875 15.5 1,489 11.1 △386

法人税、住民税及び
事業税 

 342 562   

過年度法人税、住民
税及び事業税 

 ― 128   

法人税等調整額  15 358 2.9 △53 638 4.8 279

当期純利益  1,517 12.6 851 6.3 △666

前期繰越利益  252 ―  ―

当期未処分利益  1,769 ―  ―
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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） 
比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額 
（百万円） 

百分比
（％）

金額 
（百万円） 

百分比 
（％） 

金額 
(百万円) 

Ⅰ 材料費  1,238 38.6 1,580 39.5 342

Ⅱ 労務費  886 27.7 1,062 26.6 175

Ⅲ 外注加工費  506 15.8 686 17.2 179

Ⅳ 経費 ※１ 574 17.9 672 16.7 98

   当期製造費用  3,205 100.0 4,001 100.0 795

   期首仕掛品たな卸高  482 512  30

    合計  3,687 4,513  825

   他勘定へ振替高 ※２ 180 351  171

   期末仕掛品たな卸高  512 665  152

   当期製品製造原価  2,994 3,496  501

原価計算の方法 原価計算の方法  
 

 

実際原価による総合原価計
算であります。 

同左  

（注）※１．主な内訳は次のとおりであります。 

項目 前事業年度 当事業年度 

 減価償却費（百万円） 97 122 

   ※２．他勘定へ振替高の内訳は次のとおりであります。 

項目 前事業年度 当事業年度 

 未収入金（百万円） 180 351 
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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（百万円） 

Ⅰ 当期未処分利益   1,769 

Ⅱ 利益処分額    

１．配当金  510  

２．役員賞与金  15  

  （内 監査役賞与金）  (0)  

３．任意積立金    

(1) 別途積立金  980 1,505 

Ⅲ 次期繰越利益   263 
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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 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
資本金 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 
別途積

立金 

繰越利

益剰余

金 

利益剰 

余金合 

計 

自己株式 
株主資

本合計

平成17年12月31日 

残高  （百万円） 
10,241 11,854 179 12,034 224 11,342 1,769 13,336 △1,060 34,552

事業年度中の変動

額 
   

別途積立金の積

立（注） 
― ― ― ― ― 980 △980 ― ― ―

剰余金の配当

（注） 
― ― ― ― ― ― △510 △510 ― △510

役員賞与（注） ― ― ― ― ― ― △15 △15 ― △15

当期純利益 ― ― ― ― ― ― 851 851 ― 851

自己株式の取得 ― ― ― ― ― ― ― ― △2 △2

自己株式の処分 ― ― 0 0 ― ― ― ― 0 0

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 （百万円） 
― ― 0 0 ― 980 △654 325 △2 323

平成18年12月31日 

残高  （百万円） 
10,241 11,854 180 12,034 224 12,322 1,114 13,661 △1,062 34,875

 

評価・換算差額等 

 
その他

有価証

券評価

差額金

評価・ 

換算差 

額等合 

計 

純資産

合計 

平成17年12月31日 

残高  （百万円） 
255 255 34,807

事業年度中の変動

額 
 

別途積立金の積

立（注） 
― ― ―

剰余金の配当

（注） 
― ― △510

役員賞与（注） ― ― △15

当期純利益 ― ― 851

自己株式の取得 ― ― △2

自己株式の処分 ― ― 0

株主資本以外の

項目の事業年度

中の変動額 

（純額） 

△102 △102 △102

事業年度中の変動

額合計 （百万円） 
△102 △102 220

平成18年12月31日 

残高  （百万円） 
152 152 35,027

（注）平成 18 年３月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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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)満期保有目的の債券 

   償却原価法（定額法） 

(1) ――――― 

 

(2)子会社株式 

   移動平均法による原価法 

(2)子会社株式 

同左 

(3)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） 

(3)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） 

１．有価証券の評価基準及

び評価方法 

   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 

商品、製品、仕掛品 

 移動平均法による低価法 

商品、製品、仕掛品 

同左 

原材料 

 移動平均法による原価法 

原材料 

同左 

２．たな卸資産の評価基準

及び評価方法 

貯蔵品 

 終仕入原価法 

貯蔵品 

同左 

(1)有形固定資産 

  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（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、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。 

   建物       15年～50年 

   機械及び装置   ４年～９年 

   工具器具及び備品 ２年～15年 

(1)有形固定資産 

同左 

３．固定資産の減価償却の

方法 

(2)無形固定資産 

  自社利用のソフトウェアについては、

社内における利用可能期間（５年）に

基づく定額法を採用しております。 

(2)無形固定資産 

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。 

 ――――― 

(1)貸倒引当金 

  売掛金等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検討

し、回収不能見積額を計上しておりま

す。 

(1)貸倒引当金 

同左 

５．引当金の計上基準 

(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 
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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） 

 (3) ――――― (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、営業利益、経常利
益及び税引前当期純利益は 15 百万円
減少しております。 

６．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 

７．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 
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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） 

――――― （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利益は 161 百万

円減少しております。 

 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。 

 

――――― 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等）

（自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準等

の一部改正） 

 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）並びに改正後の「自己株式及び準

備金の額の減少等に関する会計基準」（企業会計基準第

１号 終改正平成 18 年８月 11 日）及び「自己株式及

び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第２号 終改正平成 18 年８

月 11 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。 

 なお、従来の資本の部の合計に相当する金額は

35,027 百万円であります。 

 財務諸表等規則の改正により、当事業年度における貸

借対照表は、改正後の財務諸表等規則により作成してお

ります。 



- 46 - 

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．授権株式数及び発行済株式総数 
 

授権株式数 普通株式 80,000 千株

発行済株式総数 普通株式 26,312 千株 

※１． ――――― 
 

 
※２．自己株式 
 

当社保有 普通株式 785 千株 

 
※２． ――――― 
 

 
※３．関係会社項目 
   関係会社に対する資産及び負債には区分掲記され

たもののほか次のものがあります。 
 

流動資産 

 売掛金 976 百万円

 未収入金 384 百万円

流動負債 

 買掛金 689 百万円 

 
※３．関係会社項目 
   関係会社に対する資産及び負債には区分掲記され

たもののほか次のものがあります。 
 

流動資産 

 売掛金 972 百万円

 未収入金 363 百万円

流動負債 

 買掛金 744 百万円 
 
 ４．偶発債務 
 （1）(協)鳥取鉄工センター組合員の借入に対する債

務保証（連帯保証）は次のとおりであります。 
 

安田精工㈱ 29 百万円

松田安正（松田安鉄工所） 22 百万円

 計 51 百万円 

 
 ４．偶発債務 
 （1）(協)鳥取鉄工センター組合員の借入に対する債

務保証（連帯保証）は次のとおりであります。 
 

安田精工㈱ 21 百万円

松田安正（松田安鉄工所） 18 百万円

 計 39 百万円 
 
 （2）取引先の金融機関での手形割引に対する保証は

次のとおりであります。 
 

ジャパンセンサー㈱ 1 百万円 

 
 （2） ――――― 

 
 ５．配当制限 
   資産に時価を付したことにより増加した純資産額

255 百万円については、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。 

 
 ５． ――――― 
 

 
※６．過年度に取得した資産のうち、取得価額から控除

した圧縮記帳額は次のとおりであります。 
 

建物 16 百万円

構築物 3 百万円

機械及び装置 135 百万円

工具器具及び備品 5 百万円

 計 161 百万円 

 
※６．過年度に取得した資産のうち、取得価額から控除

した圧縮記帳額は次のとおりであります。 
 

建物 16 百万円

構築物 3 百万円

機械及び装置 135 百万円

工具器具及び備品 5 百万円

 計 161 百万円 
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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） 

※７．期末日満期手形 

   手形交換日をもって決済処理しております。従っ

て、当事業年度末日は金融機関の休業日のため、

期末満期手形が以下の科目に含まれております。

 

受取手形 44 百万円 

※７．期末日満期手形 

   手形交換日をもって決済処理しております。従っ

て、当事業年度末日は金融機関の休業日のため、

期末満期手形が以下の科目に含まれております。

 

受取手形 19 百万円 
 

 ８．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行１行と当座貸越契約を締結しております。 

   この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。 

 

当座貸越極度額の総額 3,000 百万円

借入実行残高 ― 

 差引額 3,000 百万円
 

 

 ８．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行１行と当座貸越契約を締結しております。 

   この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。 

 

当座貸越極度額の総額 3,000 百万円

借入実行残高 ― 

 差引額 3,000 百万円
 

 

※９．当社発行の期間満了転換社債(償還期限平成17年
12月30日)のうち、手続きの関係により償還金の
一部が未払となっており、以下の科目に含まれて
おります。 

 

現金及び預金（別段預金） 864 百万円

未払金 864 百万円 

 

※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．売上原価に含まれるたな卸資産に関する低価法に

よる評価減額は次のとおりであります。 

 

期首たな卸資産評価減戻入 △15 百万円

期末たな卸資産評価減 36 百万円 

※１．売上原価に含まれるたな卸資産に関する低価法に

よる評価減額は次のとおりであります。 

 

期首たな卸資産評価減戻入 △36 百万円

期末たな卸資産評価減 25 百万円 
 

※２．関係会社との取引に係わるものは次のとおりであ

ります。 

 

売上高 2,884 百万円

 

営業費用 

 当期商品仕入高 328 百万円

 当期製品仕入高 5,397 百万円

 当期製品製造原価 364 百万円

 (当期材料仕入高 364 百万円)

  計 6,090 百万円

 

営業外収益 

 受取配当金 775 百万円

 ロイヤリティ収入 132 百万円

 雑収入 29 百万円

  計 938 百万円 

 

※２．関係会社との取引に係わるものは次のとおりであ

ります。 

 

売上高 3,209 百万円

 

営業費用 

 当期商品仕入高 425 百万円

 当期製品仕入高 6,243 百万円

 当期製品製造原価 479 百万円

 (当期材料仕入高 479 百万円)

  計 7,149 百万円

 

営業外収益 

 受取配当金 443 百万円

 ロイヤリティ収入 127 百万円

 雑収入 60 百万円

  計 630 百万円 
 

※３．研究開発費の総額は次のとおりであります。 

 

一般管理費及び当期製造費用

に含まれる研究開発費 
251 百万円

 

 

※３．研究開発費の総額は次のとおりであります。 

 

一般管理費及び当期製造費用

に含まれる研究開発費 
164 百万円

 
 

※４．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

 

機械及び装置 21 百万円

工具器具及び備品 3 百万円

 計 25 百万円
 

 

※４．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

 

機械及び装置 0 百万円

工具器具及び備品 0 百万円

 計 0 百万円
 

 

※５． ――――― 

 

※５．減損損失 

   当事業年度において、当社は以下の資産について

減損損失を計上しました。 

場所 用途 種類 
減損損失

(百万円)

鳥取市 

河原町 
土地手付金 建設仮勘定 161

   当社は、主に事業の種類を基準に資産のグルーピ

ングを実施しております。また、事業の用に供し

ていない資産については個々の物件単位でグルー

ピングを行っております。 

   事業別の資産においては、減損の兆候はありませ

んでしたが、上記個別資産及び遊休資産につい

て、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ました。

   なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却

価額により測定しております。 
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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 

 
前事業年度末株式数

（千株） 

当事業年度 

増加株式数 

（千株） 

当事業年度 

減少株式数 

（千株） 

当事業年度末株式数

（千株） 

 普通株式（注） 785 1 0 786 

合計 785 1 0 786 

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

   ２．普通株式の自己株式の株式数の減少は、単元未満株式の買増しによるものであります。 
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（リース取引関係） 

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） 

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 
(百万円) 

減価償却累
計額相当額 
(百万円) 

期末残高相
当額 
(百万円) 

工具器具及

び備品 
25 21 3

（注）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 
(百万円) 

減価償却累
計額相当額 
(百万円) 

期末残高相
当額 
(百万円) 

工具器具及

び備品 
38 22 16

（注）  同左 

 

２．未経過リース料期末残高相当額 

 

 

 １年内 2 百万円

 １年超 1 百万円

  計 3 百万円

（注）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。 

 

２．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 4 百万円

 １年超 11 百万円

  計 16 百万円

（注）  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 2 百万円 

減価償却費相当額 2 百万円  

 

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 百万円 

減価償却費相当額 4 百万円  
 

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）における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） 

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．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

（単位：百万円）

 貸倒引当金 231 

 未払事業税 19 

 棚卸資産評価損 21 

 固定資産除却損 76 

 関係会社株式評価損 96 

 関係会社出資金評価損 66 

 一括償却資産 3 

 賞与引当金 7 

 有価証券評価差額 △172 

  繰延税金資産小計 350 

  評価性引当額 △163 

  繰延税金資産合計 187 

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

（単位：百万円）

 貸倒引当金 221 

 未払事業税 30 

 棚卸資産評価損 13 

 固定資産除却損 73 

 減損損失 65 

 関係会社株式評価損 96 

 関係会社出資金評価損 66 

 一括償却資産 3 

 賞与引当金 6 

 有価証券評価差額 △103 

  繰延税金資産小計 473 

  評価性引当額 △163 

  繰延税金資産合計 310 

 

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

因となった主要な項目別の内訳 

（単位：％）

法定実効税率 40.4 

 (調整)  

 外国税額控除 △17.3 

 試験研究費総額税額控除 △1.4 

 その他 △2.6 

税効果会計適用後の法人税等

の負担率 
19.1 

 

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

因となった主要な項目別の内訳 

（単位：％）

法定実効税率 40.4 

 (調整)  

 外国税額控除 △8.6 

 試験研究費総額税額控除 △1.1 

 その他 3.5 

税効果会計適用後の法人税等

の負担率 
34.2 
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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 1,362.94 円

１株当たり当期純利益金額 66.20 円

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 1,372.24 円

１株当たり当期純利益金額 33.34 円

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、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。  
（注）１．１株当たり純資産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）

純資産の部の合計額（百万円） ― 35,027 

純資産の部の合計額から控除する金額 
（百万円） 

― ― 

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） ― 35,027 

期末の普通株式の数（千株） ― 25,526 

   ２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、次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）

１株当たり当期純利益金額   

 当期純利益（百万円） 1,517 851 

 普通株主に帰属しない金額（百万円） 15 ― 

  （うち利益処分による役員賞与金） （15） （―）

 普通株式に係る当期純利益（百万円） 1,502 851 

 期中平均株式数（千株） 22,693 25,526 

 

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 

 

 

７．役員の異動 

該当事項はありません。 


