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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） 

（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 

 

18 年 12 月期 

17 年 12 月期 

      百万円    ％

      12,798    （3.6）

  12,357    （8.5）

         百万円    ％

          924  (△15.2) 

        1,090    (10.7) 

           百万円    ％

           1,006   (△16.6) 

           1,206     (14.7) 

                                                                                        
 

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  ％ 

   536 (△20.6) 

   675 (125.6) 

   円    銭

 53    73 

135    91 

   円    銭

－   － 

135   63 

         ％

       6.7 

      8.8 

        ％ 

        8.3 

      10.6 

          ％

       7.9 

       9.8    

 （注）1．期中平均株式数      18 年 12 月期     9,975,616 株      17 年 12 月期   4,970,000 株 

      2．会計処理の方法の変更      有・ ○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。 

   

（３）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 

          12,160 

          12,044 

           百万円

           8,233 

 7,885 

                ％ 

               67.7 

               65.5 

        円    銭

         824    18 

       1,586    56 

（注）1．期末発行済株式数  18 年 12 月期  9,990,000 株     17 年 12 月期  4,970,000 株  

2．期末自己株式数      18 年 12 月期           － 株      17 年 12 月期         － 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 

 

 中 間 期      

 通 期      

      百万円 

    6,500 

 13,200 

      百万円

      530  

    1,140  

      百万円

    240 

     570 

  

（２）配 当 状 況                                                                             

   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   20.00   20.00   40.00     －      －      － 

18 年 12 月期   20.00   10.00   30.00    199       55.8         2.5 

19 年 12 月期（予想）   10.00   10.00   20.00    

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）57 円 06 銭 

＊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たものであり、実際の業績は、 

 今後さまざまな要因によって予想数値と異なる場合があります。  
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１．個別財務諸表等 

（１）貸借対照表 
                                                                        （単位：千円） 

 
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 金額 構成比 金額 構成比 

 

増減金額

 

  （資産の部）     ％     ％ 

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  813,137 560,729  

２．受取手形      （注）3  737,777 704,645  

３．売掛金        （注）2  1,985,975 2,125,297  

４．原材料  142,224 151,588  

５．貯蔵品  10,617 7,918  

６．前払費用  134,243 118,396  

７．繰延税金資産  60,029 53,784  

８．その他  98,213 44,983  

９．貸倒引当金  △69,679 △55,197  

    流動資産合計  3,912,538 32.5 3,712,147 30.5 △200,391

Ⅱ 固定資産    

（１）有形固定資産     

１．建物       （注）1.4 1,658,808 1,695,357   

    減価償却累計額（注）5 △583,745 1,075,063 △638,449 1,056,908  

２．構築物      （注）1 7,624 7,624   

    減価償却累計額 △4,362 3,261 △5,148 2,476  

３．機械装置       4,238,041 5,038,092   

    減価償却累計額 △1,406,303 2,831,737 △2,057,142 2,980,949  

４．車両運搬具 28,729 47,250   

    減価償却累計額 △25,372 3,357 △28,216 19,034  

５．工具器具備品  483,544 492,615   

    減価償却累計額 △357,235 126,308 △354,710 137,904  

６．土地       （注）1.4  2,247,407 2,324,265  

    有形固定資産合計  6,287,136 52.2 6,521,539 53.6 234,402

（２）無形固定資産    

１．借地権  28,738 28,738  

 ２．ソフトウェア  136,104 138,892  

 ３．電話加入権  18,963 18,963  

無形固定資産合計  183,806 1.5 186,594 1.6 2,787

（３）投資その他の資産    

 １．投資有価証券  237,129 253,779  

２．関係会社株式  416,062 416,062  

３．破産債権・更生債権等  33,240 34,014  

４．長期前払費用  105 3,200  

５．繰延税金資産  46,166 30,083  

６．敷金・保証金  782,600 784,546  

７．保険積立金  173,123 209,003  

８．その他  6,127 43,559  

９．貸倒引当金  △33,240 △34,014  

    投資その他の資産合計  1,661,316 13.8 1,740,234 14.3 78,918

    固定資産合計  8,132,258 67.5 8,448,367 69.5 316,108

資産合計  12,044,797 100.0 12,160,514 100.0 115,717
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                                                                  （単位：千円） 
 

 

 

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 金額 構成比 金額 構成比 

 

増減金額

 

  （ 負債の部 ）     ％      ％ 

Ⅰ 流動負債   

１．買掛金 260,609 287,691  

２．短期借入金            （注）1 2,400,000 2,700,000  

３．1 年以内返済予定長期借入金（注）1 4,400 －  

  ４．未払金 676,197 189,049  

  ５．未払費用 198,829 214,475  

６．未払法人税等 303,938 167,745  

７．未払消費税等 48,478 107,794  

８．賞与引当金 43,000 44,000  

９．その他 118,316 131,433  

   流動負債合計 4,053,770 33.6 3,842,190 31.6 △211,579

Ⅱ  固定負債   

１．役員退職慰労引当金 71,890 79,830  

２．預り保証金 4,960 4,960  

３．リース資産減損勘定 28,974 －  

   固定負債合計 105,824 0.9 84,790 0.7 △21,034

負債合計 4,159,595 34.5 3,926,980 32.3 △232,614

   

 （資本の部 ）   

Ⅰ 資本金                    1,257,100 10.4 － － －

Ⅱ 資本剰余金   

１．資本準備金 1,315,700 －   

資本剰余金合計 1,315,700 10.9 － － －

Ⅲ 利益剰余金   

１．利益準備金 108,629 －   

２．任意積立金   

     別途積立金 4,560,000 －   

３．当期未処分利益 628,143 －   

利益剰余金合計  5,296,772 44.0 － － －

Ⅳ その他有価証券評価差額金 15,629 0.2 － － －

   資本合計 7,885,202 65.5 － － －

負債資本合計 12,044,797 100.0 － － －
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                                                                 （単位：千円） 
 

 

 

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 金額 構成比 金額 構成比 

 

増減金額

 

  （純資産の部 ）     ％      ％ 

Ⅰ 株主資本   

 １．資本金 － － 1,279,600 10.5 －

 ２．資本剰余金   

 （１）資本準備金 － 1,315,700   

   資本剰余金合計 － － 1,315,700 10.8 －

 ３．利益剰余金   

 （１）利益準備金 － 108,629   

 （２）その他利益剰余金   

     別途積立金 － 5,010,000   

     繰越利益剰余金 － 514,870   

   利益剰余金合計 － － 5,633,499 46.4 －

  株主資本合計 － － 8,228,799 67.7 －

Ⅱ 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 － 4,734  －

  評価・換算差額等合計 － － 4,734 0.0 －

  純資産合計 － － 8,233,534 67.7 －

  負債純資産合計 － － 12,160,514 100.0 －
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（２） 損益計算書                                                              
                           (単位：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） 

区分 金額 百分比 金額 百分比 

 

増減金額

 

     ％      ％  

Ⅰ  売上高 12,357,040 100.0 12,798,236 100.0 441,195

Ⅱ  売上原価  8,769,107 71.0 9,114,582 71.2 345,475

     売上総利益 3,587,933 29.0 3,683,654 28.8 95,720

Ⅲ  販売費及び一般管理費（注）1 2,497,719 20.2 2,759,350 21.6 261,630

     営業利益 1,090,213 8.8 924,303 7.2 △165,909

Ⅳ  営業外収益   

  １．受取利息及び配当金 2,628 3,106   

  ２．出資金運用収益 32,366 22,075   

３．事務受託手数料  （注）2 12,000 12,000   

４．仕入割引 14,125 13,595   

５．営業外地代家賃収入 19,407 19,245   

  ６．その他 50,352 130,881 1.1 37,187 107,210 0.8 △23,670

Ⅴ  営業外費用   

  １．支払利息 8,737 14,286   

２．営業外地代家賃 574 3,558   

 ３．株式交付費 － 5,706   

 ４．その他 5,532 14,844 0.1 1,765 25,316 0.2 10,472

     経常利益 1,206,250 9.8 1,006,197 7.8 △200,052

Ⅵ  特別利益        

１．固定資産売却益    （注）3 4,546 19,392   

２．過年度電気料返戻金 22,318 26,865 0.2 － 19,392 0.2 △7,472

Ⅶ  特 別 損 失        

１．固定資産売却損    （注）4 19,380 1,722   

２．固定資産除却損    （注）5 17,354 65,952   

３．投資有価証券評価損 63,999 －   

４．減損損失     （注）6 21,007 －   

５．リース解約金 23,016 144,758 1.2 50,966 118,642 0.9 △26,116

税引前当期純利益 1,088,357 8.8 906,947 7.1 △181,409

法人税、住民税及び事業税 377,088 3.0 341,062 2.7 △36,025

  法人税等調整額 35,790 0.3 29,858 0.2 △5,931

当期純利益 675,478 5.5 536,026 4.2 △139,452

  前期繰越利益 52,064 －  －

  中間配当額 99,400 －  －

  当期未処分利益 628,143 －  －
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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 
                                （単位：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） 

区分 金額 

Ⅰ 当期未処分利益   628,143 

Ⅱ 利益処分額   

１．配当金 99,400  

２．任意積立金  

    別途積立金 450,000 549,400 

Ⅲ 次期繰越利益 78,743 

（注）平成 17 年 9月 27 日に 99,400 千円(1 株につき 20 円)の中間配当を実施いたしました。  

 

   株主資本等変動計算書 

    当事業年度（自 平成 18 年 12 月１日 至 平成 18 年 12 月 31 日） 
                                           （単位：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 

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 

株主資本

合計 

平成 17 年 12 月 31 日 残高 1,257,100 1,315,700 1,315,700 108,629 4,560,000 628,143 5,296,772 7,869,572

事業年度中の変動額    

 新株の発行   （注）１ 22,500 － －   22,500

 別途積立金の積立（注）２  450,000 △450,000 － －

 剰余金の配当  （注）３  △199,300 △199,300 △199,300

 当期純利益  536,026 536,026 536,026

 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 22,500 － － － 450,000 △113,273 336,726 359,226

平成 18 年 12 月 31 日 残高 1,279,600 1,315,700 1,315,700 108,629 5,010,000 514,870 5,633,499 8,228,799

 

                                                        (単位：千円) 

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 15,629 15,629 7,885,202

連結会計年度中の変動額  

 新株の発行       （注）１  22,500

 別途積立金の積立    （注）２  －

 剰余金の配当      （注）３  △199,300

 当期純利益  536,026

 株主資本以外の項目の連結会 

 計年度中の変動額（純額） 
△10,894 △10,894 △10,894

 連結会計年度中の変動額合計 △10,894 △10,894 348,332

平成 18 年 12 月 31 日 残高 4,734 4,734 8,233,534

（注）１．新株の発行は、旧商法第 280 条ノ 19 第２項に基づく新株引受権の権利行使によるものであります。 
   ２．別途積立金の積立は、平成 18 年３月 29 日開催の定時株主総会決議によるものであります。 
   ３．剰余金の配当は、平成 18 年３月 29 日開催の定時株主総会及び平成 18 年８月 14 日開催の取締役会決議によ

るものであります。 
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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．有価証券の評価基準

及び評価方法 

 

 

関係会社株式 

 移動平均法による原価法 

その他有価証券 

（１） 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、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 

関係会社株式 

 同左  

その他有価証券 

（１）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、売却原価は移動平均法

により算定）      

 （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）原材料 

    総平均法による原価法 

（２）貯蔵品 

    最終仕入原価による原価法 

（１）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

得した建物（建物付属設備は除く）

については、定額法を採用しており

ます。 

なお、主な耐用年数は以下のとお

りです。 

建物        15 年～45 年 

機械装置    ６年～ 10 年 

また、取得金額が 10 万円以上 20

万円未満の資産については、３年間

で均等償却する方法によっておりま

す。 

（２）無形固定資産 

定額法を採用しております。 

ただし、ソフトウェア（自社利用）

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。 

（３）長期前払費用 

契約期間に基づく定額法を採用し

ております。 

（１）有形固定資産  

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）無形固定資産 

    同左 

 

 

 

 

（３）長期前払費用 

        同左 

４．繰延資産の処理方法 

 

 

  ―――――  株式交付費 

  支出時に全額費用処理しておりま 

   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）賞与引当金 

従業員に対する賞与支給に充てる

ため、支給見込額に基づき計上して

おります。 

（１）貸倒引当金 

        同左 

 

 

 

 

 

（２）賞与引当金 

同左 

 

 （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。 

（３）役員退職慰労引当金 

        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） 

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．ヘッジ会計の方法 （１）ヘッジ会計の方法 

        金利スワップの特例処理の要件

を満たすもについては、特例処理に

よっております。 

（２）ヘッジ手段とヘッジ対象 

        ヘッジ手段：金利スワップ取引 

        ヘッジ対象：変動金利建ての借入

金に係る支払利息 

（３）ヘッジ方針 

当社の内規に基づき、借入金利息

の金利変動リスクを回避する目的

で金利スワップ取引を行っており

ます。 

（４）ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ手段と、ヘッジ対象に関す

る重要な条件が一致しており、高い

有効性を有しております。 

――――― 

（１）退職給付会計 

    退職給付費用は、従業員の退職

給付に備えるため、当期末現在にお

ける退職給付債務及び年金資産の

見込額に基づき、当期において発生

していると認められる額を計上し

ております。 

    また、当期末における年金資産

見込額は退職給付債務に未認識数

理計算上の差異を加減した額を超

過しているため、前払年金費用

（2,885千円）を投資その他の資産

の「その他」に含めて計上しており

ます。 

数理計算上の差異は、その発生期

の翌期に一括費用処理することとし

ております。 

（１）退職給付会計 

    退職給付費用は、従業員の退職

給付に備えるため、当期末現在にお

ける退職給付債務及び年金資産の

見込額に基づき、当期において発生

していると認められる額を計上し

ております。 

    また、当期末における年金資産

見込額は退職給付債務に未認識数

理計算上の差異を加減した額を超

過しているため、前払年金費用

（29,784千円）を投資その他の資産

の「その他」に含めて計上しており

ます。 

 数理計算上の差異は、その発生期

の翌期に一括費用処理することと

しております。 

８．その他財務諸表作成の

ための基本となる重要

な事項 

（２）消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

（２）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） 

――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

――――― 

 

（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）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

8,233,534 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きましては、改正後の

財務諸表等規則により作成しております。 

 

（株主資本等変動計算書に関する会計基準） 

 当事業年度から、「株主資本等変動計算書に関する会

計基準」（企業会計基準委員会 平成 17 年 12 月 27 日

企業会計基準第６号）及び「株主資本等変動報告書に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成

17 年 12 月 27 日 企業会計基準適用指針第９号）を適用

しております。 

 財務諸表等規則の改正により、当事業年度から損益計

算書の末尾は当期純利益とされております。 

 また、当事業年度から「株主資本等変動計算書」を作

成しております。 

 なお、前事業年度まで作成しておりました「利益処分

計算書」は、本改正により廃止され、当事業年度からは

作成しておりません。 

 

 

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） 

（貸借対照表） 

 投資事業有限責任組合に類する組合への出資に係る表

示方法の変更 

  従来、「投資その他の資産」の「出資金」として表示

していた投資事業有限責任組合に類する組合への出資

（証券取引法第２条第２項において有価証券とみなさ

れるもの）は、「金融商品会計に関する実務指針」（日本

公認会計士協会 会計制度委員会第14号 平成12年１

月 31 日）が平成 17 年２月 15 日に改正されたことに伴

い、当事業年度から「投資有価証券」に含めて表示する

ことに変更しました。 

  なお、当事業年度において「投資有価証券」にふくま

れている当該出資の額は 137,129 千円であります。 

 

（損益計算書） 
  前期まで区分掲示しておりました「休止固定資産減価

償却費」（当期310千円）は営業外費用の総額の100分の
10以下となったため、営業外費用の「その他」に含めて
表示することにしました。 

――――― 
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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） 

 「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は30,522千円増加

し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が30,522

千円減少しております。 

――――― 
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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 日現在） 

当事業年度 

（平成 18 年 12 月 31 日現在） 

（注）１．担保に供されている資産及びこれに対応する

債務 

（注）１．担保に供されている資産及びこれに対応する債

務 

（１）担保に供されている資産（期末帳簿価額）       （１）担保に供されている資産（期末帳簿価額） 

建物           737,023 千円

構築物          3,261 千円

土地         1,302,159 千円  

計          2,042,444 千円

（２）上記に対応する債務 

短期借入金        800,000 千円

１年以内返済予定 

長期借入金 
4,400 千円

 

 

 

 

 

 

 

建物            251,906 千円

土地            761,765 千円 

計           1,013,672 千円

（２）上記に対応する債務 

短期借入金       2,600,000 千円 

  計        2,600,000 千円

上記金額のうち、根抵当権設定総額

は 1,190,000 千円であります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計           804,400 千円  

 

 

 

 

 

（注）２．授権株式数及び発行済株式総数 

      授権株式数    普通株式 17,480,000 株

      発行済株式総数  普通株式  4,970,000 株

 

  ――――― 
 
 
 

（注）３．関係会社に対する債権 

      売掛金         40,274 千円 

      未収入金         1,050 千円 

 

４．配当制限 

      有価証券等の時価評価により純資産額が 

15,629 千円増加しております。 

   なお、当該金額は商法施行規則第 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。 

（注）２．関係会社に対する債権 

      売掛金         19,107 千円 

      未収入金         1,050 千円 

 

  ――――― 
 
 
 

 

（注）５．期末日満期手形の処理方法 

       期末日満期手形は、手形交換日をもって決

済処理をしております。当期末日は、銀行休

業日のため、受取手形中に期末日満期のもの

が、39,766 千円含まれております。 

 

（注）６．休止固定資産 

        有形固定資産には、以下の休止固定資産（期

末帳簿価額）が含まれております。  

 

（注）３．期末日満期手形の処理方法 

       期末日満期手形は、手形交換日をもって決済

処理をしております。当期末日及びその前日

は、銀行休業日のため、受取手形中に期末日満

期のものが、33,452 千円含まれております。

 

（注）４．休止固定資産 

        有形固定資産には、以下の休止固定資産（期

末帳簿価額）が含まれております。  

建物             4,008 千円

            土地            10,458 千円

計           14,466 千円

 

 

 

 

建物             3,863 千円

            土地            10,458 千円

計           14,322 千円

 

 

 

 

（注）７．減価償却累計額には、減損損失累計額を含め

て表示しております。 

（注）５．減価償却累計額には、減損損失累計額を含めて

表示しております。 

 

   ――――― （注）６．保証債務 
      第一製版株式会社の不動産賃貸借契約に対 
     し、未経過賃借料並びに契約満了時の買取代金
     236,813千円について債務保証を行っておりま
     す。 
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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） 

（注）１．販売費及び一般管理費のうち販売費に属する費

用のおおよその割合は 80％であり、一般管理費に

属する費用のおおよその割合は 20％であります。

販売費及び一般管理費の主要費目及び金額は次の

とおりであります。 

（注）１．販売費及び一般管理費のうち販売費に属する費

用のおおよその割合は 80％であり、一般管理費に

属する費用のおおよその割合は 20％であります。

販売費及び一般管理費の主要費目及び金額は次

のとおりであります。 

運搬費 

役員報酬 

役員退職慰労引当金繰入額 

給与・賞与 

賞与引当金繰入額 

地代家賃 

減価償却費 

リース料 

保険料 

法定福利費 

 

251,907 千円

84,570 千円

6,940 千円

999,734 千円

43,000 千円

342,288 千円

66,732 千円

12,415 千円

55,220 千円

135,532 千円

 運搬費 

役員報酬 

役員退職慰労引当金繰入額 

給与・賞与 

賞与引当金繰入額 

地代家賃 

減価償却費 

リース料 

保険料 

法定福利費 

 

317,955 千円

85,400 千円

7,940 千円

1,114,758 千円

44,000 千円

343,539 千円

73,162 千円

5,063 千円

54,709 千円

160,452 千円

（注）２．関係会社との取引高 

      売上高 

 

営業取引以外の取引高 

営業外収益  

        事務受託手数料 

        販売受託手数料 

380,095 千円

12,000 千円

8,400 千円

 （注）２．関係会社との取引高 

      売上高 

 

営業取引以外の取引高 

営業外収益  

        事務受託手数料 

          

370,261 千円

12,000 千円

 

（注）３．固定資産売却益の内訳 

      機械装置          4,546 千円

               計             4,546 千円

  

（注）３．固定資産売却益の内訳 

機械装置          18,733 千円

工具器具備品        142 千円

ソフトウェア        515 千円

計             19,392 千円

 

 

 

（注）４．固定資産売却損  

          機械装置                19,380 千円

       計                    19,380 千円

 

 

 

 

 

 

（注）４．固定資産売却損  

       機械装置              1,722 千円

         計                 1,722 千円

（注）５．固定資産除却損の内訳 

建物                 2,107 千円

       機械装置              14,745 千円

      工具器具備品           389 千円

            ソフトウェア         112 千円

              計                17,354 千円

 

 

 

 

 

（注）５．固定資産除却損の内訳 

建物                  623 千円

       機械装置             59,779 千円

      車両運搬具          83 千円

      工具器具備品         3,430 千円

            ソフトウェア       2,034 千円

              計               65,952 千円
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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） 

（注）６．減損損失 

     当社は、以下の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 

遊休 

資産 

リ ー ス 資 産

（機械装置） 

茨城県 

小川倉庫 

 

    （経過） 

      機械装置類の更新に伴い使用を停止してい

るため、減損損失を認識しました｡ 

 

    （減損損失の金額） 

      21,007千円 

 

    （グルーピングの方法） 

      遊休資産については、それぞれの物件ごと

にひとつの資産グループとしております。 

 

    （回収可能価額の算定方法等） 

      回収可能価額は正味売却価額を使用し、スク

ラップ評価額から処分に要する費用を差し引

いて算定しております。 

（注）６．減損損失 

     ――――― 

 

（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 

     該当事項はありません。 
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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） 

１．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 

（単位：千円) 

 

 
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 

期末残高
相当額 

機 械 
装 置 

1,745,728 1,134,360 29,914 581,453

工具器
具備品 

292,657 215,771 － 76,885

ソフト
ウェア 

7,993 4,916 － 3,076

その他 22,804 20,824 － 1,979

合 計 2,069,183 1,375,873 29,914 663,395 

１．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 

 

（単位：千円) 

 

 
取得価額 
相当額 

 

減価償却累
計額相当額 

期末残高 
相当額 

機 械
装 置

653,490 472,329 181,161

工具器
具備品

51,658 40,352 11,306

ソフト
ウェア

7,363 6,064 1,299

その他 2,504 2,379 125

合 計 715,017 521,125 193,892 

 （２）未経過リース料期末残高相当額及びリース資産 

   減損勘定残高 

          １年以内                    375,998 千円 

          １ 年 超                    382,612 千円 

              計                      758,611 千円 

    リース資産減損勘定残高     28,974 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、支払利息相当額及び減損損失 

          支払リース料                577,108 千円 

     リース資産減損勘定の取崩額  19,448 千円 

          減価償却費相当額            491,540 千円 

          支払利息相当額               48,818 千円 

     減損損失              21,007 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。 

 

 （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。 

 （２）未経過リース料期末残高相当額及びリース資産

   減損勘定残高 

          １年以内                    122,110 千円 

          １ 年 超                     91,346 千円 

              計                      213,456 千円 

     リース資産減損勘定残高         －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、支払利息相当額及び減損損失

          支払リース料                332,370 千円 

     リース資産減損勘定の取崩額  28,974 千円 

          減価償却費相当額            294,169 千円 

          支払利息相当額               21,032 千円 

         減損損失                －千円

 

（４）減価償却費相当額の算定方法 

   同左        

 

 

（５）利息相当額の算定方法 

           同左 
 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年以内         1,509 千円 

１年超             2,138 千円 

          計               3,648 千円 

   ――――― 
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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及び関連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 日現在） 

当事業年度 

（平成 18 年 12 月 31 日現在） 

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 

                                （単位：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 

                                （単位：千円）

（流動の部） 

繰延税金資産 

未払事業税否認                     30,835

未払事業所税否認                    9,574

未払費用                          211

賞与引当金損金算入限度超過額       19,407 

繰延税金資産（流動）合計           60,029

 

 

（固定の部） 

繰延税金資産 

役員退職慰労引当金否認             29,259

貸倒引当金繰入限度超過額            3,493

減損損失否認                       20,670

出資金運用損益否認             4,360

その他                  268 

繰延税金資産（固定）合計         58,052

 

    繰延税金負債 

      その他有価証券評価差額         △10,711

      前払年金費用            △1,174

繰延税金負債（固定）合計         △11,886 

 

繰延税金資産の純額              46,166

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（流動の部） 

繰延税金資産 

未払事業税否認                    15,850

未払事業所税否認                  10,427

賞与引当金損金算入限度超過額      19,858

その他               7,647 

繰延税金資産（流動）合計          53,784

 

（固定の部） 

繰延税金資産 

役員退職慰労引当金否認            32,490

減損損失否認                       8,179

出資金運用損益否認            4,443

その他                 272 

繰延税金資産（固定）合計        45,387

 

    繰延税金負債 

      その他有価証券評価差額         △3,180

      前払年金費用            △12,122

繰延税金負債（固定）合計        △15,303 

 

繰延税金資産の純額             30,083

 

 

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） 

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.1％ 

住民税均等割                        1.1％ 

IT 投資促進税制による税額控除     △6.2％ 

留保金課税                           2.3％ 

その他                        △0.1％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率  37.9％ 

 

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） 

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2％

住民税均等割                        1.3％

IT 投資促進税制による税額控除     △1.7％

人材投資促進税制による税額控除    △0.2％

留保金課税                           0.5％

その他                          0.1％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率  40.9％
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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          1,586 円 56 銭 

１株当たり当期純利益          135 円 91 銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 135 円 63 銭 

 

１株当たり純資産額             824 円 18 銭 

１株当たり当期純利益            53 円 73 銭 

 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 

平成18年10月１日付けで株式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

とおりとなります。 

  １株当たり純資産額  793 円 28 銭 

 １株当たり当期純利益  67 円 96 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。 

 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 

 当期純利益（千円） 675,478 536,026

 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） 675,478 536,026

 普通株式の期中平均株式数（株） 4,970,000 9,975,616

 

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） － －

 普通株式増加数（株） 10,170 －

  （うち新株引受権）                （10,170）                     （－） 

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 

－ －

 

               

２．役 員 の 異 動 
 （１）代表者の異動 

     該当事項はありません｡ 

 

 （２）その他の役員の異動（平成 19 年 3月 28 日付予定） 

     新任取締役候補 

          取締役 佐藤 直温 

        


	表示方法の変更

