
平成１８年１２月期   個別財務諸表の概要            平成 19 年２月 21 日 

上 場 会 社 名        アビリット株式会社                    上場取引所：東・大 
コ ー ド 番 号         ６４２３                                  本社所在都道府県 
（ＵＲＬ  http://www.abilit.co.jp/）                                              大阪府 
代 表 者  代 表 取 締 役 社 長 濱野 雅弘 
問合せ先責任者  管理本部 副本部長 横山 研一      ＴＥＬ (０６)６２４３－７７７０ 
決算取締役会開催日 平成 19 年２月 21 日       配当支払開始予定日 平成 19 年３月 28 日 
定時株主総会開催日 平成 19 年３月 27 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 

（注）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 １３，４７０（△70.5） △１，４６０ （  ―  ） △１，２８９ （  ― ）
17 年 12 月期 ４５，７００ （ 95.1） ８，４０６ （ 277.6） ８，５５９ （ 275.1）

 
 

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 

△３，９６１（  ―  ） 
６，７６５（ 838.5 ） 

△115.05 
379.45 

   ― 
 366.42 

△１６．５
２８．９

△２．６ 
１７．８ 

 △９．６
 １８．７

(注)①期中平均株式数 18 年 12 月期 34,432,337 株   17 年 12 月期 17,048,067 株 

   ②会計処理の方法の変更   有 

   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、対前年期増減率 

   ④平成 18 年２月 20 日付で普通株式１株につき２株の割合をもって株式分割をしております。当影響を考慮した１株当たり 

当期純利益は、平成 17 年 12 月期 189 円 72 銭であります。 

 
(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 

 百万円 百万円 ％ 円  銭

18 年 12 月期 ３９，１５９ ２１，１６４ ５４．０ ６１１ ９７ 
17 年 12 月期 ６０，４８５ ２６，７６３ ４４．２ １，５４５ ６６ 

(注)①期末発行済株式数  18 年 12 月期 34,584,891 株   17 年 12 月期 17,122,754 株 

    ②期末自己株式数   18 年 12 月期    591,025 株   17 年 12 月期    465,204 株 

③平成 18 年２月 20 日付で普通株式１株につき２株の割合をもって株式分割をしております。当影響を考慮した１株当たり純資産 

は、平成 17 年 12 月期 772 円 83 銭であります。 
 

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 

 百万円 百万円 百万円 

中 間 期 １３，０８６ ２４１ ２１９ 

通  期 ３０，５０７ １，９８４ １，９５３ 

 (参考)１株当たり予想当期純利益(通期) ５６円７２銭 

 
３．配当状況 

・現金配当 1 株当たり配当金 
 中間期末 期末 年間 

配当金総額 配当性向 純資産配当率

 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

17 年 12 月期 ２０.００ ６０．００ ８０．００ １，３６９ ２１．１ ５．１

18 年 12 月期（実績） １０.００ １０．００ ２０．００ ６９１ ― １．９

19 年 12 月期（予想） １０.００ １０．００ ２０．００

(注) 平成 18 年２月 20 日付で普通株式１株につき２株の割合をもって株式分割をしております。当影響を考慮した１株当たり配当金 

は、平成 17 年 12 月期 中間期末 10 円 00 銭、期末 30 円 00 銭、年間 40 円 00 銭であります。 

 

※ 当資料の記載内容のうち、将来の見通し及び計画に基づく予測には、不確実な要素が含まれており、変動する可能性を有しており 
ます。従って、実際の業績は現時点での当社の判断に対して大きく異なる可能性もあります。 

http://www.abilit.co.jp/
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２ 【財務諸表等】 

(1) 【財務諸表】 

① 【貸借対照表】 
 

  
第50期 

(平成17年12月31日) 
第51期 

(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 ※１ 13,927,113  5,900,839

２ 受取手形 ※４ 2,724,273  816,630

３ 売掛金  5,223,930  1,881,947

４ 有価証券  5,999,791  －

５ 商品  372,970  199,777

６ 製品  6,073,211  2,300,315

７ 原材料  5,018,845  5,131,897

８ 仕掛品  4,835,706  8,667,398

９ 貯蔵品  202,940  196,095

10 前渡金  36,283  4,643

11 前払費用 ※２ 761,982  1,636,101

12 短期貸付金 ※２ 1,290,325  314,000

13 未収入金  464,050  233,351

14 金銭の信託  1,500,000  －

15 その他  195,780  357,138

16 貸倒引当金  △264,022  △384,096

流動資産合計  48,363,183 80.0  27,256,040 69.6

Ⅱ 固定資産   

(1) 有形固定資産   

１ 建物  4,646,428 4,319,525 

減価償却累計額  1,429,429 3,216,998 1,450,917 2,868,608

２ 構築物  193,219 193,219 

減価償却累計額  110,789 82,430 117,198 76,021

３ 機械装置  1,145,035 1,132,576 

減価償却累計額  785,206 359,829 824,150 308,425

４ 車両運搬具  65,083 62,687 

減価償却累計額  60,005 5,077 58,715 3,971

５ 工具器具備品  11,826,305 10,523,868 

減価償却累計額  9,095,346 2,730,959 8,123,460 2,400,407

６ 土地  3,823,548  2,477,588

７ 建設仮勘定  5,088  4,921

有形固定資産合計  10,223,934 16.9  8,139,944 20.8
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第50期 

(平成17年12月31日) 
第51期 

(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
(％)

(2) 無形固定資産   

１ 借地権  187,273  37,273

２ 商標権  9,997  2,713

３ ソフトウェア  81,374  184,160

４ その他  8,889  8,875

無形固定資産合計  287,534 0.5  233,022 0.6

(3) 投資その他の資産   

１ 投資有価証券  633,175  2,569,906

２ 関係会社株式  437,793  427,793

３ 出資金  26,180  36,180

４ 長期貸付金  ―  2,250

５ 関係会社長期貸付金  464,000  589,000

６ 長期前払費用  39,263  75,955

７ その他  93,601  110,676

８ 貸倒引当金  △83,400  △281,107

投資その他の資産合計  1,610,615 2.6  3,530,654 9.0

固定資産合計  12,122,083 20.0  11,903,622 30.4

資産合計  60,485,266 100.0  39,159,662 100.0
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第50期 

(平成17年12月31日) 
第51期 

(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
(％)

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

１ 支払手形 ※４ 15,191,378  4,416,630

２ 買掛金  3,483,815  438,816

３ 短期借入金  100,000  ―

４ １年以内返済予定 
長期借入金 

 334,600  372,600

５ 未払金  821,625  328,550

６ 未払法人税等  934,083  24,882

７ 未払費用  106,761  97,210

８ リース債務  101,977  124,906

９ 預り金  78,755  42,486

10 前受収益  1,355  853

11 賞与引当金  126,637  110,753

12 役員賞与引当金  ―  3,000

13 その他  13,990  19,739

流動負債合計  21,294,979 35.2  5,980,430 15.3

Ⅱ 固定負債   

１ 新株予約権付社債  10,000,000  10,000,000

２ 長期借入金  414,450  41,850

３ リース債務  307,491  344,716

４ 受入保証金  1,489,263  1,411,757

５ その他  216,041  216,041

固定負債合計  12,427,247 20.6  12,014,365 30.7

負債合計  33,722,226 55.8  17,994,796 46.0
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第50期 

(平成17年12月31日) 
第51期 

(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  ― ―  5,967,239 15.2

２ 資本剰余金   

(1) 資本準備金  ― 7,938,756 

(2) その他資本剰余金  ― 578,208 

資本剰余金合計  ― ―  8,516,965 21.7

３ 利益剰余金   

(1) 利益準備金  ― 278,245 

(2) その他利益剰余金   

特別償却準備金  ― 4,465 

別途積立金  ― 10,000,000 

繰越利益剰余金  ― △2,853,972 

利益剰余金合計  ― ―  7,428,738 19.0

４ 自己株式  ― ―  △281,060 △0.7

株主資本合計  ― ―  21,631,882 55.2

Ⅱ 評価・換算差額等   

１ その他有価証券 
  評価差額金 

 ―  △467,016

評価・換算差額等合計  ― ―  △467,016 △1.2

純資産合計  ― ―  21,164,866 54.0

負債・純資産合計  ― ―  39,159,662 100.0
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第50期 

(平成17年12月31日) 
第51期 

(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 ※３ 5,967,239 9.8  ― ―

Ⅱ 資本剰余金   

１ 資本準備金  7,938,756 ― 

２ その他資本剰余金   

 （1）自己株式処分差益  239,865 ― 

  資本剰余金合計  8,178,622 13.5  ― ―

Ⅲ 利益剰余金   

１ 利益準備金  278,245 ― 

２ 任意積立金   

(1) 特別償却準備金  8,512 ― 

(2) 別途積立金  5,500,000 ― 

３ 当期未処分利益  7,273,575 ― 

利益剰余金合計  13,060,333 21.6  ― ―

Ⅳ その他有価証券評価差額金  △2,155 △0.0  ― ―

Ⅴ 自己株式 ※５ △440,999 △0.7  ― ―

資本合計  26,763,040 44.2  ― ―

負債・資本合計  60,485,266 100.0  ― ―
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② 【損益計算書】 

 

  
第50期 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

第51期 
(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 製商品売上高  40,974,037 9,190,087 

２ 役務収入  4,726,435 45,700,472 100.0 4,279,929 13,470,016 100.0

Ⅱ 売上原価   

１ 製商品売上原価   

(1) 期首製品棚卸高  783,159 6,073,211 

(2) 期首商品棚卸高  641,408 372,970 

(3) 当期製品製造原価  32,584,706 1,962,649 

(4) 当期商品仕入高  1,829,222 1,758,618 

合計  35,838,496 10,167,450 

(5) 他勘定振替高 ※１ 540,196 495,259 

(6) 期末製品棚卸高  6,073,211 2,300,315 

(7) 期末商品棚卸高  372,970 28,852,118 199,777 7,172,097

２ 役務原価  1,197,721  850,705

売上原価合計  30,049,840 65.8  8,022,802 59.6

割賦販売未実現利益 
調整前売上総利益 

 15,650,632 34.2  5,447,213 40.4

割賦販売未実現利益戻入  1,265 0.0  1,323 0.0

売上総利益  15,651,898 34.2  5,448,537 40.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費   

１ 販売手数料  1,129,697 734,144 

２ 販売促進費  151,386 118,027 

３ 広告宣伝費  176,563 200,038 

４ 荷造運送費  50,461 37,501 

５ 著作権使用料  393,725 48,782 

６ 役員報酬  299,562 286,660 

７ 給与手当  666,943 763,539 

８ 福利厚生費  17,899 75,338 

９ 賞与  250,660 93,862 

10 賞与引当金繰入額  66,335 51,788 

11 旅費交通費  110,240 124,516 

12 地代家賃  40,589 46,820 

13 試験研究費 ※５ 1,969,783 2,431,042 

14 交際費  16,929 22,806 

15 減価償却費  263,616 231,239 

16 貸倒引当金繰入額  17,938 ― 

17 その他  1,623,403 7,245,739 15.8 1,643,413 6,909,522 51.2

営業利益又は営業損失（△）  8,406,158 18.4  △1,460,985 △10.8
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第50期 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

第51期 
(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
(％)

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息 ※４ 33,314 25,499 

２ 有価証券利息  707 130,866 

３ 受取配当金  1,523 46,918 

４ 受取賃貸料 ※４ 64,668 72,759 

５ 生命保険料収入  ― 100,000 

６ 情報料収入  83,686 108,762 

７ その他  45,021 228,922 0.5 61,770 546,577 4.0

Ⅴ 営業外費用   

１ 支払利息  49,240 26,548 

２ 貸倒引当金繰入額  ― 320,275 

３ 社債発行費償却  18,227 ― 

４ その他  8,526 75,994 0.2 28,574 375,398 2.8

経常利益又は経常損失（△）  8,559,086 18.7  △1,289,805 △9.6

Ⅵ 特別利益   

１ 固定資産売却益 ※２ 814 1,391,987 

２ 貸倒引当金戻入益  102,451 1,493 

３ その他  ― 103,266 0.2 42,692 1,436,173 10.7

Ⅶ 特別損失   

１ 固定資産除却損 ※３ 53,786 74,066 

２ 棚卸資産評価損  794,921 2,166,683 

３ 棚卸資産処分損  83,880 152,233 

４ 関係会社株式評価損  7,526 60,770 

５ 投資有価証券評価損  ― 624,547 

６ 減損損失 ※６ ― 859,099 

７ その他  100,050 1,040,165 2.2 130,454 4,067,856 30.2

税引前当期純利益又は 
税引前当期純損失（△） 

 7,622,187 16.7  △3,921,488 △29.1

法人税、住民税 
及び事業税 

 856,331 16,629 

過年度法人税等  ― 23,258 

法人税等調整額  ― 856,331 1.9 ― 39,887 0.3

当期純利益又は 
当期純損失（△） 

 6,765,855 14.8  △3,961,376 △29.4

前期繰越利益  850,163  ―

中間配当額  342,443  ―

当期未処分利益  7,273,575  ―
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③ 【利益処分計算書】 

 

  
第50期 

(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 7,273,575 

Ⅱ 任意積立金取崩高  

１ 特別償却準備金取崩高 2,420 2,420 

合計 7,275,995 

Ⅲ 利益処分額  

１ 配当金 1,027,365  

２ 取締役賞与金 294,000  

３ 監査役賞与金 3,000  

４ 任意積立金  

 （1）別途積立金 4,500,000 5,824,365 

Ⅳ 次期繰越利益 1,451,630 

  

（注）1. 平成17年9月13日に342,443千円（1株につき20円00銭）の中間配当を実施いたしました。 
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④ 【株主資本等変動計算書】 

第51期(自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日) 

 

（金額：千円） 

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
特別償却
準備金 

繰越利益剰余金 

利益剰余金

合計 

平成17年12月31日残高 5,967,239 7,938,756 239,865 8,178,622 278,245 5,500,000 8,512 7,273,575 13,060,333

事業年度中の変動額       

 剰余金の配当      △1,373,218 △1,373,218

 その他利益剰余金の 

 積立 
    4,500,000  △4,500,000 ―

 その他利益剰余金の 

 取崩 
    △4,046 4,046 ―

 当期純利益      △3,961,376 △3,961,376

 役員賞与の支給      △297,000 △297,000

 自己株式の取得       

 自己株式の処分   338,343 338,343   

 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 
― ― 338,343 338,343 ― 4,500,000 △4,046 △10,127,548 △5,631,595

平成18年12月31日残高 5,967,239 7,938,756 578,208 8,516,965 278,245 10,000,000 4,465 △2,853,972 7,428,738

 

（金額：千円） 

株主資本 評価・換算差額等

 
自己株式 株主資本合計 

その他 
有価証券 
評価差額金 

純資産合計 

平成17年12月31日残高 △440,999 26,765,196 △2,155 26,763,040 

事業年度中の変動額  

 剰余金の配当 △1,373,218 △1,373,218 

 その他利益剰余金の積立 ― ― 

 その他利益剰余金の取崩 ― ― 

 当期純利益 △3,961,376 △3,961,376 

 役員賞与の支給 △297,000 △297,000 

 自己株式の取得 △2,104 △2,104 △2,104 

 自己株式の処分 162,043 500,386 500,386 

 株主資本以外の項目の 

 事業年度中の変動額(純額) 
△464,860 △464,860 

事業年度中の変動額合計 159,938 △5,133,313 △464,860 △5,598,174 

平成18年12月31日残高 △281,060 21,631,882 △467,016 21,164,866 
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重要な会計方針 

 

項目 
第50期 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

第51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 

子会社株式及び関連会社株式 

 移動平均法による原価法 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

 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) 

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 

同左 

２ デリバティブ等の評価基

準及び評価方法 

デリバティブ 

 時価法 

デリバティブ 

同左 

３ たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

商品、製品、仕掛品、原材料 

 総平均法による原価法 

商品、製品、仕掛品、原材料 

同左 

 貯蔵品 

 最終仕入原価法による原価法 

貯蔵品 

同左 

４ 固定資産の減価償却の方

法 

有形固定資産 

 定率法 

 但し、平成10年４月１日以降取得の

建物(建物附属設備を除く)及びリー

ス資産については、定額法を採用し

ております。 

 なお、主な耐用年数は以下の通りで

あります。 

 建物：２～50年、構築物：５～50年

 機械装置：５～15年 

 車両運搬具：４～６年 

 工具器具備品：２～20年 

有形固定資産 

同左 

 

 無形固定資産(リース資産含む) 

 定額法 

 なお、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)に基づく定額法によっており

ます。 

無形固定資産(リース資産含む) 

同左 

 長期前払費用 

 定額法 

長期前払費用 

同左 

５ 繰延資産の処理方法 社債発行費については、支出時に全額

費用として処理しております。 

――― 
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項目 
第50期 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

第51期 
(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)      ――― (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、将来の支給見込額

のうち当事業年度の負担額を計上

しております。 

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、通常の売

買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 

繰延ヘッジ処理によっておりま

す。なお、金利スワップ取引につ

いては、特例処理の要件を満たし

ている場合は、特例処理によって

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 

(イ)ヘッジ手段 … 金利スワップ

取引 

(ロ)ヘッジ対象 … 借入金 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

(イ) ヘッジ手段 … 同左 

 

(ロ) ヘッジ対象 … 同左 

 (3) ヘッジ方針 

資金調達における将来の市場金利

の変動にかかるリスクを回避する

ことを目的としております。 

(3) ヘッジ方針 

同左 

 (4) ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ対象の相場変動またはキャ

ッシュ・フロー変動の累計とヘッ

ジ手段の相場変動またはキャッシ

ュ・フロー変動の累計を比較し、

その変動額の比率によって有効性

を評価しております。ただし、特

例処理によっている金利スワップ

取引については、有効性の判定を

省略しております。 

(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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重要な会計方針の変更 

第50期 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

第51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。これにより当事業年度の税

引前当期純損失は859,099千円増加しております。 

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。 

――― （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。 

この変更による損益への影響は軽微であります。 

――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

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 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）に基づいて貸借対照表を作成しております。 

これは、同会計基準及び適用指針が当事業年度より適

用されることによるものであります。 

なお、従来の資本の部の合計に相当する金額は

21,164,866千円であります。 
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表示方法の変更 

 

第50期 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

第51期 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

(損益計算書) 

１「著作権使用料」については、前事業年度まで販売費

及び一般管理費の「その他」に含めて表示しておりま

したが、販売費及び一般管理費の100分の5を超えたた

め、当事業年度より区分掲記しております。なお、前

事業年度の「著作権使用料」は10,373千円でありま

す。 

 

２「業務受託手数料」については、前事業年度は営業外

収益の100分の10を超えたため区分掲記しておりまし

たが、当事業年度においては営業外収益の100分の10

以下となったため当事業年度より営業外収益の「その

他」に含めて表示しております。なお、当事業年度の

「業務受託手数料」は3,952千円であります。 

――― 

 

 

 

追加情報 

 

第50期 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

第51期 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

「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日以降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78,172千円につきましては、

販売費及び一般管理費に計上しております。 

――― 
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注記事項 

(貸借対照表関係) 

 

第50期 
(平成17年12月31日) 

第51期 
(平成18年12月31日) 

※１ 担保に供している資産及びこれに対応する債務は

次のとおりであります。 

  (イ)担保に供している資産 

現金及び預金 250,000千円

計 250,000千円
 

※１ 担保に供している資産及びこれに対応する債務は

次のとおりであります。 

  (イ)担保に供している資産 

現金及び預金 50,000千円

計 50,000千円
 

 (ロ)上記の内、現金及び預金については、オリック

ス㈱との提携リースに関する業務協定に基づく

担保として差し入れたものであります。 

 (ロ)上記の内、現金及び預金については、オリック

ス㈱との提携リースに関する業務協定に基づく

担保として差し入れたものであります。 

  

※２ 関係会社に対する主な資産 

   関係会社に対する主な資産として区分掲記された

もののほか次のものがあります。 

短期貸付金 1,250,000千円

その他 797,677千円
 

※２ 関係会社に対する主な資産 

   関係会社に対する主な資産として区分掲記された

もののほか次のものがあります。 

前払費用 396,317千円

その他 799,406千円
 

  

※３会社が発行する株式の総数 

          普通株式 60,000,000株

発行済株式総数   普通株式 17,587,958株
 

※３         ――― 

 

 
 

  

※４ 期末日満期手形の会計処理について 

   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

が休日のため次の通り期末日満期手形が当期末残

高に含まれております。 

受取手形 831,160千円

支払手形 1,462,465千円
 

※４ 期末日満期手形の会計処理について 

   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

が休日のため次の通り期末日満期手形が当期末残

高に含まれております。 

受取手形 206,119千円

支払手形 606,939千円
 

※５ 自己株式 

普通株式 465,204株
 

※５         ――― 

 
 

  

６ 偶発債務 

オリックス㈱との提携リースに関して買取保証

を行っており、その当事業年度末残高は70,884

千円であります。 

６ 偶発債務 

オリックス㈱との提携リースに関して買取保証

を行っており、その当事業年度末残高は9,042

千円であります。 

  

７         ――― ７ コミットメントライン（特定融資枠）契約 

運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融

機関２社と特定融資枠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。 

貸付極度額 6,000,000千円

借入実行残高 ― 千円

差引額 6,000,000千円
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(損益計算書関係) 

 

第50期 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

第51期 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

※１ 他勘定振替高の内訳は、次のとおりであります。

原材料 △66,559千円

工具器具備品 320,338千円

販売費及び一般管理費 54,042千円

特別損失 256,933千円

仕掛品 △24,559千円
 

※１ 他勘定振替高の内訳は、次のとおりであります。

原材料 △129,272千円

工具器具備品 301,669千円

販売費及び一般管理費 93,992千円

特別損失 212,230千円

仕掛品 16,639千円
 

  

※２ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

車両運搬具 814千円
 

※２ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

土地 1,288,501千円

建物 101,890千円

商標権 1,025千円

工具器具備品 569千円
 

  

※３ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

車両運搬具 185千円

工具器具備品 53,394千円

建物附属設備 206千円
 

※３ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

車両運搬具 119千円

工具器具備品 73,931千円

建物附属設備 15千円
 

  

※４ 関係会社取引高 

受取利息 28,444千円

受取賃貸料 52,039千円
 

※４ 関係会社取引高 

受取賃貸料 60,494千円
 

  

※５ 一般管理費及び当期製造費用に含まれている研究

開発費の総額 

 1,969,783千円
 

※５ 一般管理費及び当期製造費用に含まれている研究

開発費の総額 

 2,431,042千円
 

  

※６         ――― ※６ 減損損失 

当事業年度において、当社は以下の資産グル

ープについて減損損失を計上しました。 

用途 種類 場所 
金額 

（千円）

建物 146,145 
医療環
境事業

土地 

大阪市
３件 

386,796 

建物 30,916 
遊休資
産 

土地 

大阪市
２件 
他１件 106,750 

建物 4,757 

土地 33,733 
福利厚
生施設
等 

借地権

京都市
他２件 

150,000 

合計 859,099 

 

当社は、事業区分単位にグルーピングを行っておりま

す。なお、事業の用に直接供していない遊休資産、福利

厚生施設等については個別に取り扱っております。医療
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第50期 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

第51期 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

 

環境事業については、営業活動から生ずる損益が過去２
期継続してマイナスとなっているため、また、遊休資
産、福利厚生施設等については著しい地価の下落等があ
るため減損損失の計上を行なっております。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ってお
り、不動産鑑定評価額、路線価等に基づいて算定してお
ります。 

 

(株主資本等変動計算書関係) 

第51期(自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日) 

 
 自己株式に関する事項 
                                             （単位：株） 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式 465,204 466,701 340,880 591,025

(注)  普通株式の自己株式の増加466,701株の内、465,204株は株式分割による増加、1,497株は単元未満株式の買取

による増加であります。また、減少340,880株の内、340,700株はプリペイドカード関連事業に関して業務提携

をしております日本金銭機械株式会社に対して関係強化のため譲渡したものであり、180株は単元未満株式の買

増請求による売渡であります。 

 

 

 

 

(有価証券関係) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

第50期(平成17年12月31日) 

子会社及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

 

第51期(平成18年12月31日) 

子会社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) 

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 
 

第50期 
(平成17年12月31日) 

第51期 
(平成18年12月31日) 

 繰延税金資産 

貸倒引当金 123,992千円

未払事業税 92,229千円

棚卸資産評価損 1,168,255千円

関係会社株式評価損 86,520千円

賞与引当金 51,921千円

役員退職慰労引当金 88,577千円

ゴルフ会員権評価損 60,516千円

その他 51,350千円

小計 1,723,363千円

評価性引当額 △1,719,129千円

 合計 4,233千円

 
 

 繰延税金資産 

貸倒引当金 261,382千円

繰越欠損金 788,563千円

棚卸資産評価損 1,490,241千円

関係会社株式評価損 111,436千円

減損損失 165,644千円

役員退職慰労引当金 88,577千円

投資有価証券評価損 256,064千円

その他 162,783千円

小計 3,324,693千円

評価性引当額 △3,321,589千円

 合計 3,103千円

 
 

 繰延税金負債 

特別償却準備金 4,233千円

 合計 4,233千円
 

繰延税金資産の純額 －千円
   

 繰延税金負債 

特別償却準備金 3,103千円

 合計 3,103千円
 

繰延税金資産の純額 －千円
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(重要な後発事象) 

第50期(自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日) 

平成１７年１２月９日開催の取締役会決議に基づき、次のように株式分割（無償交付）を行っております。 

１．株式分割の目的 

投資家の皆様が投資しやすい環境を整えるため、株式を分割することにより投資単位を引き下げ、株式の流

動性の向上および投資家層の拡大を図ることを目的としております。 

２．分割の方法 

平成１７年１２月３１日（土曜日）最終の株主名簿および実質株主名簿に記載された株主の所有普通株式１

株につき２株の割合をもって分割しております。 

３．分割により増加する株式数 

普通株式 １７，５８７，９５８株 

４．配当起算日 

平成１８年１月１日 

５．効力発生日 

平成１８年２月２０日 

６. 行使価額の調整 

   今回の株式の分割に伴い、①、②旧商法210条の２の規定により平成１３年９月２６日および２７日に決議さ

れたストックオプション（株式譲渡請求権）、および③、④旧商法280条ノ１９に規定するストックオプション

（新株予約権）の行使価額を平成１８年２月２０日以降、以下のとおり調整しております。 

 

      〔権利付与日〕         〔調整後行使価額〕       〔調整前行使価額〕 

① 平成１３年９月２７日    １株につき、  ６８０円    １株につき、１，３５９円 

② 平成１３年９月２６日    １株につき、  ８３７円    １株につき、１，６７３円 

③ 平成１１年９月２８日    １株につき、２，６２６円    １株につき、５，２５２円 

④ 平成１１年９月２８日    １株につき、  ９１０円    １株につき、１，８１９円 

７．転換価額の調整 

   今回の株式分割に伴い、当社発行の２０１０年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の転換価額を、 

  平成１８年１月１日以降、次のとおり調整しております。 

 

      〔銘   柄〕               〔新転換価額〕    〔現転換価額〕 

  ２０１０年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債    ２，３５０円    ４，７００円  
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なお、平成１８年２月２０日付株式分割が前事業年度期首および当事業年度期首に行われたと仮定した場合

の１株当たり情報は、それぞれ次のとおりとなります。 

 

前事業年度 

１株当たり純資産額                     ６０１円０４銭 

１株当たり当期純利益                     ２１円５５銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益                ――― 

 

当事業年度 

１株当たり純資産額                     ７７２円８３銭 

１株当たり当期純利益                    １８９円７２銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益             １８３円４２銭 

 

第51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 

 

（役員の異動） 

平成18年12月26日付の「役員異動に関するお知らせ」において開示済みであります。 
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