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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                           （注）記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。 

 売  上  高 営 業 利 益 経 常 利 益 

 

18 年 12 月期 

17 年 12 月期 

百万円   ％

5,390（△6.7）

5,777（ 46.9）

百万円   ％

213（△35.9）

332（ 107.8）

百万円   ％

285（△24.6）

379（  83.5）
 

 
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

 

18 年 12 月期 

17 年 12 月期 

百万円   ％ 

11（△95.2） 

243（ 166.5） 

円 銭

445  94

16,508 82

円 銭

440  00

16,253 92

％ 

0.6 

13.7 

％ 

10.9 

15.4 

％

5.3

6.6

(注) 1．期中平均株式数  18 年 12 月期 26,144 株 17 年 12 月期 13,072 株 

      なお、平成 18 年２月 20 日付で普通株式１株を２株に分割しておりますが、平成 18 年 12 月期 

の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は、株式分割が期首に行わ 

れたものとして算出しております。  

   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                                                           

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産

 

18 年 12 月期 

17 年 12 月期 

百万円 
2,581 
2,664 

百万円

1,800

1,882

％ 

69.8 

70.6 

円  銭

68,878    49

141,885    70

(注) 1．期末発行済株式数   18 年 12 月期  26,144 株  17 年 12 月期  13,072 株 
2．期末自己株式数    18 年 12 月期   956 株  17 年 12 月期   478 株 

     なお、平成 18 年２月 20 日付で普通株式１株を２株に分割しておりますが、平成 18 年 12 月期の

１株当たり純資産は、株式分割が期首に行われたものとして算出しております。 

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 

 

中 間 期 

通  期 

百万円

3,132

6,169

百万円

184

316

百万円

105

180

(参考) １株当たり予想当期純利益（通期）6,912 円 94 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 ― 3,800.00 3,800.00 49 20.4 2.6

18年12月期（実績） ― 200.00 200.00 5 44.8 0.2

19年12月期（予想） ― 2,300.00 2,300.00

 

（注）上記業績予想は、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たものであり、実際の業績は、今後の

業況等の変化により上記予想数値と異なる場合があります。 

 

－ 1 － 



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） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

１．現金及び預金  498,523  706,219

２．受取手形  305,989  49,686

３．売掛金 ※１ 1,178,909  1,000,685

４．製品  198,161  164,654

５．仕掛品  446  323

６．貯蔵品  592  564

７．前渡金  －  3,558

８．前払費用  6,526  6,298

９．関係会社短期貸付金  －  130,000

10．未収法人税等  －  67,334

11．繰延税金資産  8,924  －

12．その他 ※１ 15,968  23,510

貸倒引当金  △180  △4,444

流動資産合計  2,213,863 83.1  2,148,391 83.2

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産   

(1）建物  11,343 11,343 

減価償却累計額  7,459 3,884 8,228 3,115

(2）器具及び備品  22,132 29,682 

減価償却累計額  7,478 14,653 14,078 15,604

有形固定資産合計  18,537 0.7  18,719 0.7

２．無形固定資産   

(1）ソフトウェア  26,995  23,551

(2）電話加入権  435  435

無形固定資産合計  27,430 1.0  23,986 0.9

 

－  － 

 

(2) ／ 2007/02/18 17:56 (2007/02/18 14:49) ／ 941483_01_110_wk_m6336889／第５－６財務諸表等／os2レッグス／有報.doc 
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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） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

３．投資その他の資産   

(1）投資有価証券  81,629  59,690

(2）関係会社株式  120,668  85,668

(3）長期貸付金  29,666  26,066

(4）敷金・保証金  41,995  42,060

(5）保険積立金  65,175  68,338

(6）長期前払費用  825  －

(7）長期未収入金  －  56,983

(8）繰延税金資産  94,862  101,228

(9) その他  －  5,001

貸倒引当金  △29,666  △54,558

投資その他の資産合計  405,157 15.2  390,480 15.1

固定資産合計  451,125 16.9  433,186 16.8

資産合計  2,664,988 100.0  2,581,578 100.0

   

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１．買掛金 ※１ 316,636  429,562

２．未払金  530  874

３．未払費用 ※１ 85,599  81,457

４．未払法人税等  109,267  －

５．未払消費税等  14,492  －

６．繰延税金負債  －  3,492

７．前受金  8,620  －

８．預り金  10,893  12,557

９．その他  99  －

流動負債合計  546,139 20.5  527,943 20.5

Ⅱ 固定負債   

１．退職給付引当金  42,398  51,851

２．役員退職慰労引当金  194,320  201,024

固定負債合計  236,719 8.9  252,875 9.8

負債合計  782,858 29.4  780,818 30.2

 

－  － 

 

(3) ／ 2007/02/18 17:56 (2007/02/18 14:49) ／ 941483_01_110_wk_m6336889／第５－６財務諸表等／os2レッグス／有報.doc 
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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） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資本の部）   

Ⅰ 資本金 ※２ 220,562 8.3  － －

Ⅱ 資本剰余金   

１．資本準備金  267,987 － 

資本剰余金合計  267,987 10.0  － －

Ⅲ 利益剰余金   

１．利益準備金  24,062 － 

２．任意積立金   

(1）特別償却準備金  140 － 

３．当期未処分利益  1,398,429 － 

利益剰余金合計  1,422,631 53.4  － －

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

 18,947 0.7  － －

Ⅴ 自己株式 ※４ △48,000 △1.8  － －

資本合計  1,882,129 70.6  － －

負債・資本合計  2,664,988 100.0  － －

   

 

－  － 

 

(4) ／ 2007/02/18 17:56 (2007/02/18 14:49) ／ 941483_01_110_wk_m6336889／第５－６財務諸表等／os2レッグス／有報.doc 
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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） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

１．資本金  － －  220,562 8.5

２．資本剰余金   

(1）資本準備金  － 267,987 

資本剰余金合計  － －  267,987 10.4

３．利益剰余金   

(1）利益準備金  － 24,062 

(2）その他利益剰余金   

繰越利益剰余金  － 1,333,154 

利益剰余金合計  － －  1,357,217 52.6

４．自己株式  － －  △48,000 △1.9

株主資本合計  － －  1,797,767 69.6

Ⅱ 評価・換算差額等   

１．その他有価証券評価差
額金 

 － －  2,992 0.1

評価・換算差額等合計  － －  2,992 0.1

純資産合計  － －  1,800,759 69.8

負債純資産合計  － －  2,581,578 100.0

   

 

－  － 

 

(5) ／ 2007/02/18 17:56 (2007/02/18 14:49) ／ 941483_01_110_wk_m6336889／第５－６財務諸表等／os2レッグス／有報.doc 
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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） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高 ※１ 5,777,473 100.0  5,390,138 100.0

Ⅱ 売上原価 ※１  

１．期首製品たな卸高  80,264 198,161 

２．当期製品製造原価  4,881,717 4,662,040 

合計  4,961,981 4,860,202 

３．他勘定振替高 ※２ － 241,527 

４．期末製品たな卸高  198,161 4,763,819 82.5 164,654 4,454,020 82.6

売上総利益  1,013,653 17.5  936,118 17.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  

１．役員報酬  72,367 72,593 

２．給与及び手当  304,428 337,106 

３．退職給付費用  6,641 10,787 

４．役員退職慰労引当金繰
入額 

 10,460 10,358 

５．福利厚生費  55,780 60,309 

６．旅費交通費  30,393 33,180 

７．賃借・リース料  39,456 38,513 

８．減価償却費  10,437 14,862 

９．支払手数料  75,071 75,892 

10．支払保険料  14,239 11,863 

11．雑費  61,727 681,005 11.7 57,415 722,883 13.4

営業利益  332,647 5.8  213,235 4.0

Ⅳ 営業外収益   

１．受取利息 ※１ 198 959 

２．受取配当金 ※１ 12,442 35,987 

３．有価証券売却益  32 － 

４．経営指導料 ※１ 36,000 36,000 

５．雑収入  1,365 50,039 0.9 2,703 75,650 1.4

   

－  － 

 

(6) ／ 2007/02/18 17:56 (2007/02/18 14:49) ／ 941483_01_110_wk_m6336889／第５－６財務諸表等／os2レッグス／有報.doc 
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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） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅴ 営業外費用   

１．支払利息 ※１ 168 19 

２．為替差損  3,234 3,402 0.1 3,038 3,057 0.1

経常利益  379,284 6.6  285,828 5.3

Ⅵ 特別利益   

 １．貸倒引当金戻入益  3,520 3,344 

２．投資有価証券売却益  － 9,716 

３．関係会社株式売却益  － 60,734 

４．役員保険解約益  － 29,526 

５．役員退職慰労引当金戻
入益 

 － 3,520 0.0 3,655 106,976 2.0

Ⅶ 特別損失   

１．固定資産除却損 ※３ 935 133 

２．投資有価証券評価損  － 12,263 

３．製品廃棄損  － 142,788 

４．製品回収等損失  － 160,491 

５．貸倒引当金繰入額  － 935 0.0 32,500 348,176 6.5

税引前当期純利益  381,868 6.6  44,628 0.8

法人税、住民税及び事
業税 

 159,000 16,058 

法人税等調整額  △20,334 138,665 2.4 16,911 32,970 0.6

当期純利益  243,203 4.2  11,658 0.2

前期繰越利益  1,155,226  －

当期未処分利益  1,398,429  －

   

－  － 

 

(7) ／ 2007/02/18 17:56 (2007/02/18 14:49) ／ 941483_01_110_wk_m6336889／第５－６財務諸表等／os2レッグス／有報.doc 
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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 外注費  4,736,427 97.0 4,506,461 96.7 

Ⅱ 労務費  59,477 1.2 64,903 1.4 

Ⅲ 経費 ※１ 85,829 1.8 90,552 1.9 

当期総製造費用  4,881,735 100.0 4,661,917 100.0 

期首仕掛品たな卸高  429  446  

合計  4,882,164  4,662,364  

期末仕掛品たな卸高  446  323  

当期製品製造原価  4,881,717  4,662,040  

      

 

 （注）１．原価計算の方法 

前事業年度 当事業年度 

個別原価計算によっております。 同左 

 

２．経費の主な内訳 

前事業年度 当事業年度 

※１ 経費の主な内容は次のとおりであります。 ※１ 経費の主な内容は次のとおりであります。 
 

 （千円）

支払手数料 41,070

旅費交通費 13,986

賃借料 9,988
  

 
 （千円）

支払手数料 41,421

旅費交通費             17,263

賃借料              9,965
  

－  － 

 

(8) ／ 2007/02/18 17:56 (2007/02/18 14:49) ／ 941483_01_110_wk_m6336889／第５－６財務諸表等／os2レッグス／有報.doc 
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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 

（株主総会承認年月日 
 平成18年３月29日） 

注記 
番号 

金額（千円） 区分 

Ⅰ 当期未処分利益   1,398,429 

Ⅱ 任意積立金取崩額    

１．特別償却準備金取崩額  70 70 

合計   1,398,499 

Ⅲ 利益処分額    

１．配当金  49,673  

２．役員賞与金  27,400  

（うち監査役賞与金）  （400）        77,073 

  1,321,425 Ⅳ 次期繰越利益 

    

 

－  － 

 

(9) ／ 2007/02/18 17:56 (2007/02/18 14:49) ／ 941483_01_110_wk_m6336889／第５－６財務諸表等／os2レッグス／有報.doc 
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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 

資本剰余
金合計 

利益準備
金 特別償却

準備金 
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（千円） 220,562 267,987 267,987 24,062 140 1,398,429 1,422,631 △48,000 1,863,181

事業年度中の変動額    

利益処分による特別償却準備金
の取崩し 

 △70 70 －  －

特別償却準備金の取崩し  △70 70 －  －

利益処分による利益配当  △49,673 △49,673  △49,673

利益処分による役員賞与  △27,400 △27,400  △27,400

当期純利益  11,658 11,658  11,658

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） － － － － △140 △65,274 △65,414 － △65,414

平成18年12月31日 残高（千円） 220,562 267,987 267,987 24,062 - 1,333,154 1,357,217 △48,000 1,797,767

 

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（千円） 18,947 18,947 1,882,129

事業年度中の変動額  

利益処分による特別償却準備金
の取崩し 

 

特別償却準備金の取崩し  

利益処分による利益配当  △49,673

利益処分による役員賞与  △27,400

当期純利益  11,658

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額） 

△15,955 △15,955 △15,955

事業年度中の変動額合計（千円） △15,955 △15,955 △81,370

平成18年12月31日 残高（千円） 2,992 2,992 1,800,759

 

－  － 
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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）子会社株式及び関連会社株式 (1）子会社株式及び関連会社株式 １．有価証券の評価基準及び

評価方法 移動平均法による原価法 同左 

 (2）その他有価証券 (2）その他有価証券 

 時価のあるもの 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。） 

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。） 

 時価のないもの 時価のないもの 

  移動平均法による原価法 同左 

２．デリバティブの評価基準

及び評価方法 

時価法 同左 

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

製品：個別法による原価法 

仕掛品：個別法による原価法 

貯蔵品： 終仕入原価法 

同左 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 ４．固定資産の減価償却の方

法 定率法 同左 

    なお、主な資産の耐用年数は次の

とおりであります。 

 

  建物     ３～15年 

   器具及び備品 ４～20年 

 

 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

 定額法 同左 

  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（３～５年）に基づく定額

法によっております。 

 

－  － 
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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） 

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、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 

６．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 

同左   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。 

 (2）退職給付引当金 (2）退職給付引当金 

同左   従業員の退職給付に備えるため、自

己都合要支給額を退職給付債務とする

方法（簡便法）により、当事業年度末

における退職給付債務額を計上してお

ります。 

 (3）役員退職慰労引当金 (3）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の

100％を計上しております。 

同左 

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。 

８．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

  為替予約が付されている外貨建金銭

債権債務等については、振当処理を

行っております。 

同左 

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段…為替予約  ヘッジ手段…同左 

  ヘッジ対象…外貨建金銭債権債務等  ヘッジ対象…同左 

 (3）ヘッジ方針 (3）ヘッジ方針 

  外貨建取引の為替相場の変動リスク

を回避する目的で為替予約取引を行

い、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に

行っております。 

同左 

 (4）ヘッジ有効性評価の方法 (4）ヘッジ有効性評価の方法 

  為替予約の締結時に、リスク管理方

針に従って、外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。 

同左 

－  － 
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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） 

(1）消費税等の会計処理方法 (1）消費税等の会計処理方法 ９．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

 税抜方式によっております。 同左 

 

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

業会計基準委員会 平成17年11月29日 企業会計基準第

４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) 

 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1,800,759千

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。 

 

－  － 
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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） 

(外形標準課税制度の導入に伴う影響) 

「地方税法等の一部を改正する法律」(平成15年法律

第９号)が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月

１日以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導

入されたことに伴い、当事業年度から「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」(平成16年２月13日 企業会計基準委

員会 実務対応報告第12号)に従い法人事業税の付加価

値割及び資本割については、販売費及び一般管理費に計

上しております。 

────── 

 この結果、販売費及び一般管理費が4,558千円増加

し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が同額減

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．関係会社に係る注記 ※１．関係会社に係る注記 

 各科目に含まれている関係会社に対するもののう

ち主なものは次のとおりであります。 

 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のうち主なものは次のとお

りであります。 
 

売掛金 48,407千円

流動資産の「その他」 2,536千円

買掛金 34,532千円

未払費用 63千円
  

 
売掛金 54,363千円

流動資産の「その他」 1,621千円

買掛金 17,637千円

 
  

※２．授権株式数及び発行済株式総数 ※２．       ────── 
 

授権株式数 普通株式 49,000株

発行済株式総数 普通株式 13,550株
  

   

 
３．受取手形裏書譲渡高 333,020千円

  

 
３．受取手形裏書譲渡高 155,974千円

  
※４．自己株式 ※４．       ────── 

 当社が保有する自己株式の数は、普通株式478株

であります。 

  

５．配当制限 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は18,947千

円です。 
  

 

（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．関係会社との取引に係るもの ※１．関係会社との取引に係るもの 
 

売上高 720,790千円

仕入高 124,999千円

販売費及び一般管理費 4,896千円

受取利息 52千円

受取配当金 12,100千円

経営指導料 36,000千円

支払利息 167千円
  

 
売上高 711,493千円

仕入高 141,774千円

販売費及び一般管理費 523千円

受取利息 154千円

受取配当金 35,635千円

経営指導料 36,000千円

支払利息 19千円
  

※２．       ────── ※２．他勘定振替高の内容は次のとおりであります。 

 製品廃棄損 195,692千円

製品回収等損失 45,834千円

計 241,527千円
 

※３．固定資産除却損の内容 ※３．固定資産除却損の内容 

  
建物 282千円

器具及び備品 653千円

計 935千円
  

  
器具及び備品 108千円

ソフトウェア 25千円

計 133千円
  

 

－  － 
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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 

 
前期末株式数 

（株） 
当期増加株式数 

（株） 
当期減少株式数 

（株） 
当期末株式数 

（株） 

自己株式     

普通株式（注） 478 478 － 956 

合計 478 478 － 956 

 （注）増加478株は株式分割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 

 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 
  

 器具及び備品

取得価額相当額 12,297千円

減価償却累計額相当額 11,016千円

期末残高相当額 1,280千円
  

  
 器具及び備品

取得価額相当額 5,950千円

減価償却累計額相当額 1,322千円

期末残高相当額 4,627千円
  

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 
  

一年内 1,328千円

一年超 －千円

合計 1,328千円
  

  
一年内 1,950千円

一年超 2,752千円

合計 4,702千円
  

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 3,206千円

減価償却費相当額 3,074千円

支払利息相当額 63千円
  

  
支払リース料 2,760千円

減価償却費相当額 2,603千円

支払利息相当額 183千円
  

４．減価償却費相当額の算定方法 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。 

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との差

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 

 

（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。 

 

 

 

－  － 
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（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） 

退職給付引当金損金算入限度超過額 16,664千円

役員退職慰労引当金損金算入超過額 78,699千円

貸倒引当金損金算入限度超過額 12,087千円

未払事業税 8,166千円

その他 1,114千円

繰延税金資産合計 116,733千円

（繰延税金負債） 

その他有価証券評価差額金 △12,897千円

特別償却準備金 △48千円

繰延税金負債の合計 △12,946千円

繰延税金資産の純額 103,787千円
  

  
（繰延税金資産） 

退職給付引当金損金算入限度超過額 20,999千円

役員退職慰労引当金損金算入超過額 81,414千円

貸倒引当金損金算入限度超過額 22,731千円

投資有価証券評価損否認 2,466千円

その他 1,530千円

繰延税金資産小計 129,142千円

 評価性引当額 △25,197千円

  繰延税金資産合計 103,944千円

（繰延税金負債） 

その他有価証券評価差額金 △2,036千円

未収事業税 △4,171千円

繰延税金負債の合計 △6,208千円

繰延税金資産の純額 97,736千円
  

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要な項目別の内訳 

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要な項目別の内訳 
 

法定実効税率 40.5％

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されな
い項目 

0.6％

評価性引当額 △4.4％

受取配当金等永久に益金に算入さ
れない項目 

△1.3％

留保金課税 1.0％

その他 △0.1％

税効果会計適用後の法人税等の負
担率 

36.3％

  

 
法定実効税率 40.5％

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されな
い項目 

6.4％

評価性引当額 56.5％

受取配当金等永久に益金に算入さ
れない項目 

△32.5％

留保金課税 5.8％

税額控除 △1.5％

その他 △1.3％

税効果会計適用後の法人税等の負
担率 

73.9％

  
  法人事業税の外形標準課税導入に伴い、当事業年度

より繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用

した法定実効税率を当社の実態に合わせて変更して

おります。 

   

 

－  － 
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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 141,885円70銭

１株当たり当期純利益金額 16,508円82銭

潜在株式調整後１株当たり 
当期純利益金額 

16,253円92銭

  

 

１株当たり純資産額 68,878円49銭

１株当たり当期純利益金額 445円94銭

潜在株式調整後１株当たり 
当期純利益金額 

440円00銭

  
 当社は、平成17年２月18日付で普通株式１株につき２

株の株式分割を行っております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場

合の１株当たり情報については、それぞれ以下のとおり

であります。 

 当社は、平成18年２月20日付で普通株式１株につき２

株の株式分割を行っております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場

合の前事業年度における１株当たり情報については、以

下のとおりであります。 

 
１株当たり純資産額 125,900円72銭

１株当たり当期純利益金額 6,009円53銭

潜在株式調整後１株当たり 
当期純利益金額 

5,992円89銭

  

 
１株当たり純資産額 70,942円85銭

１株当たり当期純利益金額 8,254円41銭

潜在株式調整後１株当たり 
当期純利益金額 

8,126円96銭

  
 （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。 

 
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） 243,203 11,658 

普通株主に帰属しない金額（千円） 27,400 － 

（うち利益処分による役員賞与金） （27,400） （－）

普通株式に係る当期純利益（千円） 215,803 11,658 

期中平均株式数（株） 13,072 26,144 

   

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） － － 

普通株式増加数（株） 205 353 

（うち新株予約権） （205） （353）

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） 

１．株式分割 ────── 

 当社は、平成17年12月14日開催の取締役会決議に基

づき、株式分割による新株式を発行しております。当

該株式分割の内容は以下のとおりです。 

(1）平成18年２月20日付をもって平成17年12月31日

最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載及び記

録された株主の所有株式数を１株につき２株の

割合をもって分割する。 

(2）分割により増加する株式数 

普通株式  13,550株 

(3）配当起算日  

平成18年１月１日 

 

  前期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合に

おける１株当たり情報の各数値はそれぞれ以下のとお 

りです。 

  前事業年度 当事業年度 

１

6

１

7

株当たり純資産額 

2,950.36円 

株当たり純資産額 

0,942.85円 

１

3

１

8

株当たり当期純利益 

,004.77円 

株当たり当期純利益 

,254.41円 

潜

た

2

潜

た

8

在株式調整後１株当

り当期純利益 

,996.45円 

在株式調整後１株当

り当期純利益 

,126.96円 
  

 

 

 

２．役員の異動（平成19年３月28日付） 
  

 平成19年２月19日現在、未定であります。 

－  － 
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