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１．平成19年12月期の連結業績（平成19年１月１日～平成19年12月31日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年12月期 27,208 15.0 121 － 293 － △304 －

18年12月期 23,665 △9.9 △119 － 21 △98.5 △154 －

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
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19年12月期 △51 75  － △5.4 1.4 0.4

18年12月期 △24 34  － △2.3 0.1 △0.5

（参考）持分法投資損益 19年12月期 －百万円 18年12月期 －百万円

(2）連結財政状態

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

19年12月期 19,531 4,832 24.7 835 01

18年12月期 21,297 6,483 30.4 1,022 60

（参考）自己資本 19年12月期 4,832百万円 18年12月期 6,480百万円

(3）連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年12月期 1,031 314 △1,693 1,256

18年12月期 △375 △433 50 1,603

２．配当の状況

１株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年12月期  － 20 00  － 20 00 40 00 253 △164.4 3.7

19年12月期  － 20 00  － 20 00 40 00 242 △77.3 4.3

20年12月期（予想）  － 20 00  － 20 00 40 40 － 57.9 －

３．平成20年12月期の連結業績予想（平成20年１月１日～平成20年12月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 14,000 △14.1 350 △38.5 390 △43.7 200 △45.3 34 56

通期 25,000 △8.1 660 445.0 740 152.4 400 － 69 12
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　無

(2）連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、21ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年12月期 6,640,000株 18年12月期 6,640,000株

②　期末自己株式数 19年12月期 852,970株 18年12月期 302,920株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、35ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年12月期の個別業績（平成19年１月１日～平成19年12月31日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年12月期 25,399 15.0 250 － 443 175.0 △986 －

18年12月期 22,088 △10.9 △10 － 161 △88.8 55 △92.3

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

円 銭 円 銭

19年12月期 △167 83  －

18年12月期 8 72  －

(2）個別財政状態

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

19年12月期 18,120 4,438 24.5 767 05

18年12月期 20,496 6,778 33.1 1,069 61

（参考）自己資本 19年12月期 4,438百万円 18年12月期 6,778百万円

２．平成20年12月期の個別業績予想（平成20年１月１日～平成20年12月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 13,000 △15.0 340 △48.0 410 △49.0 240 △53.8 41 47

通期 23,000 △9.4 600 139.1 700 57.7 390 － 67 39

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述等についてのご注意）

上記の予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報及び想定できる経済情勢、市場動向などを前提として作成

したものであり、今後の様々な要因により、予想と異なる結果となる可能性があります。

なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料の４ページ「１．経営成績(1)経営成績に関する分析③次期の見通し」

をご参照下さい。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

① 当期業績の概況

  当連結会計年度におけるわが国経済は、原油価格の上昇に伴うガソリン・原材料価格の上昇、米国のサブプライム

問題に端を発した株価の大幅な下落、円高の進行、政府計画に対するＧＤＰ成長率の鈍化など、今後の持続的成長に

対して総じて不安定に推移しました。

　当社グループを取り巻く環境装置機械業界は、民需においては設備投資の増加などから市況は比較的堅調に推移し

ましたが、官需においては予算の縮減、計画の見直しや制度の変更などから競争の激化が見られ厳しい状況で推移し

ました。

　このような事業環境のもと、環境関連分野においては、農業集落排水施設における悪臭を防除する「臭気抑制シス

テム」を新製品として市場投入したほか、クリプトスポリジウム感染による食中毒被害を防ぐ水道水用「紫外線殺菌

装置」の販売を開始しました。

　また、オゾン測定分野においては、次世代型の機種として「オゾンリークモニタ（ＥＬＭ１）」「溶存オゾンモニ

タ（ＥＬ-700Ａシリーズ）」「高精度オゾンモニタ（ＥＧ-3000シリーズ）」の3機種を市場投入し、拡販に努めまし

た。

　これらの新規活動に加え、既存の脱臭製品や医療向け製品の販売強化にも努めたものの、全体として中・小型物件

の獲得が多かったことから、当社グループの受注高は244億27百万円（前期比12.1％減）となりました。

　また、売上高は、前連結会計年度に受注した酒造組合向け大型排水処理施設が完工した事などから272億8百万円（前

期比15.0％増）となり、売上総利益は、原材料価格の高騰等を背景に一部物件に追加原価が発生したことから49億24

百万円（前期比0.2％減）となりました。

　営業利益は、不透明な事業環境を背景に経費節減に努めた結果、1億21百万円（前期は1億19百万円の営業損失）と

なり、経常利益は、不動産賃貸収入や投資有価証券売却益などが加わり2億93百万円（前期は21百万円の経常利益）と

なりました。

　また、特別損失として連結子会社に関わる減損処理を行いました。当社は機能性素材の製造・販売を目的に、平成

15年にバイオジェニック㈱を、平成16年に昆明白鴎微藻技術有限公司（所在地：中華人民共和国雲南省昆明市）を連

結子会社として設立しました。その後、中華人民共和国にて生産工場の建設に着手し、平成17年8月に同工場が竣工、

抗酸化物質である「アスタキサンチン」の製造をスタートし、平成18年4月から本格的に販売を開始しました。

　「アスタキサンチン」はアンチエイジングを中心に様々な効果が期待できる機能性素材としてサプリメント、化粧

品や飲料などに配合されています。今後、市場拡大が期待できる物質ですが、現在のところ、当初計画に対して販売

の遅れが生じています。

　この影響により、連結では、バイオジェニック㈱及び昆明白鴎微藻技術有限公司の保有する固定資産について、減

損損失として3億21百万円を特別損失に計上し、個別では、当社がバイオジェニック㈱及び昆明白鴎微藻技術有限公司

に対する出資金及び貸付金について、それぞれ減損処理と貸倒引当金の設定を行うことにより12億49百万円の特別損

失を計上しました。　

　これらの影響から当期純損益は3億4百万円（前期は1億54百万円の損失）の損失となりました。

　なお、株主の皆様に対する配当金は、当該事業年度が赤字となったものの、計画どおりの1株当たり年間40円配当

（中間20円、期末20円）とさせていただく予定です。

② 当期のセグメント別の概況

a) 環境関連

　環境関連製品の製造・販売を手掛ける当事業の受注状況は、浄水場の高度処理施設や半導体工場において使用され

る「オゾン測定装置」、医療機関向け「空気殺菌脱臭装置」や下水処理場向けの脱臭を手掛ける「ボエフ脱臭装置」

などが堅調に推移したものの、連結子会社バイオジェニック㈱が手掛ける抗酸化物質「アスタキサンチン」の販売に

遅れが出ました。

　一方、売上については、栽培漁業施設向けの水処理設備が低調だったものの、排水処理分野において酒造組合向け

の大型バイオマスプラントが完工したことや食品、化学工場向けの排水処理プラントが堅調に推移しました。

以上の結果、受注高は56億57百万円（前期比29.3％減）となり、売上高は83億66百万円（前期比51.4％増）となりま

した。

 b) 水処理関連

　主に上下水道向けのエンジニアリングを手掛ける当事業の受注状況は、公共予算の縮減や制度変更などによる競争

激化から厳しい状況が続きました。これらに対応するため、積極的な地方展開による中・小型案件の獲得やブロック

制導入による柔軟な営業力の移動などにより案件の確保を狙いましたが減少傾向からは脱することができませんでし

た。

　売上については、利益優先型の選別受注を背景とし、全体のボリュームは横ばいとなりました。

　以上の結果、受注高は79億16百万円（前期比10.2％減）となり、売上高は77億93百万円（前期比2.7％増）となりま
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した。

 c) 風水力冷熱機器等関連

　主にポンプ、ボイラーや省エネ空調機器などを商社として販売する当事業は、民間の設備投資の増加を背景に半導

体分野や都市再開発向けが堅調に推移しました。また、「Ｋターボブロワ」などの省エネ製品を中心した導入製品も

堅調に販売を拡大することができました。

　以上の結果、受注高は108億54百万円（前期比1.0％減）となり、売上高は110億48百万円（前期比4.7％増）となり

ました。 

 （受注状況）                                                                            （単位:百万円）
前連結会計年度

(自　平成18年１月１日
　至　平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日
　至　平成19年12月31日)

受注高 受注残高 受注高 受注残高

環境関連 8,007 5,575 5,657 2,866

水処理関連 8,816 6,977 7,916 7,100

風水力冷熱機器等関連 10,961 3,652 10,854 3,457

合計 27,785 16,204 24,427 13,424

　 （販売状況）                                                                             （単位:百万円）

前連結会計年度
(自　平成18年１月１日
　至　平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日
　至　平成19年12月31日)

金額 構成比 金額 構成比

環境関連 5,524 23.3 8,366 30.8

水処理関連 7,591 32.1 7,793 28.6

風水力冷熱機器等関連 10,548 44.6 11,048 40.6

合計 23,665 100.0 27,208 100.0

③ 次期の見通し

　平成20年12月期は、原油価格の高止まり等の影響から引き続き原価上昇圧力が強まると想定されることや米国のサ

ブプライム問題が実体経済へマイナス効果として波及することなどを想定し、官需・民需ともに厳しい事業環境で推

移すると思われます。

　このような事業環境の下で、当社グループは「官需依存経営からの脱却」「新製品の早期開発及び市場投入」を事

業戦略の核とし、連結業績として、受注高250億（前期比2.3％増）、売上高250億円（同8.1％減）、営業利益6億60百

万円（同445.0％増）、経常利益7億40百万円（同152.4％増）、当期純利益4億円（前期は3億4百万円の純損失）を見

込んでおります。 

(2）財政状態に関する分析

①資産、負債及び資本の状態。

    総資産の部は、前連結会計年度末と比べ1,765百万円減少し、19,531百万円となりました。

  財務活動により支出した現金等が1,693百万円となったことなどから現金及び預金が324百万円減少したこと、受注

  残高の減少によりたな卸資産が480百万円減少したこと、子会社が保有する固定資産に対して321百万円の減損損失

  を計上したこと、保有株式の売却並びに時価下落により投資有価証券が884百万円減少したことなどが主な減少要

  因であります。

    一方、主な増加要因としては、売上高の増加に伴い受取手形及び売掛金が218百万円増加したこと環境計測事業

  部の移転予定地として土地を193百万円で取得したことなどが挙げられます。

    負債の部は、前連結会計年度末と比べ114百万円減少し、14,699百万円となりました。

  受注残高の減少に伴い前受金が325百万円減少したこと、短期借入金が478百万円減少したこと（長期借入金への借

  換え250百万円を除く）、また対象工事の完成により工事損失引当金が158百万円減少したことなどが主な減少要因

  であります。

    一方、売上高の減少に伴い支払手形及び買掛金が716百万円、未払消費税等が120百万円増加したことなどが主な

　増加要因であります。

    純資産の部は、前連結会計年度末に比べ1,651百万円減少し、4,832百万円となりました。当期純損失304百万円

 及び配当金242百万円の支払いによる利益剰余金546百万円の減少及び自己株式55万株取得による自己株式948百万円

 の増加などが主な減少要因であります。

②キャッシュ・フローの状況

　　当期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は1,256百万円となり、前連結会計年度末より347百

　万円減少しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
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a)営業活動によるキャッシュ・フロー

　　営業活動の結果得られた資金は1,031百万円となりました（前期は375百万円の使用）。たな卸資産481百万円の

　減少、仕入債務716百万円の増加、未払消費税等178百万円の増加、減価償却費213百万円の計上、減損損失321百万

　円の計上などが主な増加要因であり、一方、前受金326百万円の減少、売上債権218百万円の増加、工事損失引当金

　158百万円の減少などが主な減少要因であります。

b)投資活動によるキャッシュ・フロー

　　投資活動の結果得られた資金は314百万円となりました（前期は433百万円の使用）。投資有価証券の売却による

　収入2,014百万円、有形固定資産の取得による支出268百万円、投資有価証券の取得による支出1,297百万円が主な

　増減要因であります。

c)財務活動によるキャッシュ・フロー

　　財務活動の結果使用した資金は1,693百万円となりました（前期は50百万円の獲得）。短期借入金純減少額528百

　万円、配当金の支払額242百万円に加え自己株式55万株を948百万円で取得したことが主な減少要因であります。

　　なお、当企業集団のキャッシュ・フローの指標のトレンドは、下記のとおりであります。

平成16年３月期 平成16年12月期 平成17年12月期 平成18年12月期 平成19年12月期

期末 期末 期末 期末 期末

自己資本比率(％） 30.2 33.7 34.2 30.4 24.8

時価ベースの自己資本比

率（％）
40.1 47.7 77.4 48.9 43.0

キャッシュ・フロー対有

利子負債比率（年）
7.2 － 3.9 － 1.8

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍）
10.5 － 27.7 － 34.3

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

（注）１．各指標はいずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

      ２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

      ３．キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しておりま

          す。有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象として

          おります。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

      ４．平成16年12月期期末及び平成18年12月期期末は、営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスであるため、

          キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオを記載しておりません。

      ５．平成16年12月期に決算期を３月から12月に変更し、平成16年12月期は９か月の変則決算となっております。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

  利益配分については、株主の皆様に対して安定的配当を継続して実施することを経営の重要課題としております。

さらに内部留保にも意を用い研究開発、設備投資に備えるなどして、業績の向上と財務体質の強化に努めることを基

本方針としております。

(4）事業等のリスク

  以下においては、当社グループの事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載してお

ります。当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努め

る方針であります。なお、文中における将来に関する事項は本書提出日（平成20年2月7日）現在において当社グルー

プが判断したものであります。

 ①官公庁への依存について

  当社グループは、受注高及び売上高の官公庁依存度が高い水準になっており、公共投資予算の抑制や公共工事コス

トの縮減策によって、当社グループの受注状況及び損益が影響を受ける可能性があります。

また、官公庁依存度が高いことから、公共工事の売上高が２月及び３月に集中する季節的変動があります。
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 ②市場環境について

  当社グループでは、市場環境の変化に対応すべく製品開発力を強化しておりますが、設備投資の動向、価格競争激

化、原材料価格の変動など急激な市場環境の変化は、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

 ③株式会社荏原製作所グループ会社との取引関係について

  当社グループは、㈱荏原製作所及び同社の関係会社（以下荏原グループという。）と販売代理店契約を締結して荏

原グループ製品を販売するとともに、環境関連装置、水処理施設など各種プラント類の施工では荏原グループから機

器材料を調達するなど継続的な事業上の関係があります。

荏原グループとの取引関係は、今後も安定的に推移するものと判断しておりますが、荏原グループとの代理店基本契

約等が延長されなかった場合等、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

 ④製造について

  当社は、自社の生産設備を保有しない、いわゆるファブレス企業であり、環境関連製品の製造を外部委託しており

ます。生産設備を保有しないことで経営資源を研究開発に集中させることができますが、一方で、十分な製造委託先

の確保が出来ない場合などには、製品の供給が受けられなくなる可能性があります。かかる場合には、当社グループ

の業績に影響を与える可能性があります。

 ⑤海外事業展開におけるカントリーリスクについて

  当社子会社は、中華人民共和国雲南省において生産活動を行っております。当該国において政治、経済等の状況の

変化、自然災害等何らかの要因により生産活動が困難になった場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があ

ります。

 ⑥環境法規制について

　当社グループは、環境法規制の強化に対応した製品の開発に経営資源を集中させており、食品リサイクル法をはじ

めとした数々の環境法規制の強化は、当社グループの成長要因のひとつとなっております。

　しかしながら、環境法規制の強化に対応した魅力ある製品を開発できない場合には、将来の成長性を低下させ、当

社グループの業績に影響を与える可能性があります。

 ⑦法的規制について

  当社グループは、建設業法、製造物責任法、産廃物の処理及び清掃に関する法律等さまざまな法規制の適用を受け

ております。

　当社グループでは法令遵守の徹底を図っておりますが、法律・規制等が強化された場合、または予期し得ぬ法律・

規則等の導入・改正等があった場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

 ⑧工事損失について　

  当社グループは、顧客の要望に応えるよう品質、機能、安全性、納期等に万全を期していますが、販売した製品及

び設計・施工したプラント類の不具合や納期遅延等により、追加工事の発生、顧客への補償費用の負担等が生じる可

能性があります。これらが生じた場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
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２．企業集団の状況
  当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社及び子会社の㈱エバジツ、イージェイ㈱、バイオジェニック

㈱、昆明白鴎微藻技術有限公司により構成され、環境関連機器・装置の製造・販売、水処理施設などの各種プラン

ト類の設計・施工、風水力冷熱機器などの仕入・販売を主な内容として事業活動を展開しております。また、㈱荏

原製作所及び同社の関係会社（以下荏原グループという。）とは、販売代理店契約を締結して風水力冷熱機器など

荏原グループ製品の仕入・販売を行うとともに、水処理施設など各種プラント類の施工では荏原グループから機器

材料を調達するなど継続的な事業上の関係があります。　

  主な事業内容と当社及び子会社の位置付けは、次のとおりであります。

  環境関連…………………オゾン濃度計、オゾン応用機器、脱臭装置、栽培漁業関連装置、廃棄物処理装置など

当社が自社開発した製品を当社の設計・生産管理に基づき特定の協力会社に生産委託

し、販売しております。なお、イージェイ㈱は、生分解性プラスチック緩衝材等の製

造・販売を行っております。また、バイオジェニック㈱及び昆明白鴎微藻技術有限公

司は、微細藻類の培養による有用物質（アスタキサンチン）の製造・販売を行ってお

ります。

　水処理関連………………当社が官公庁など得意先から直接受注し、㈱荏原製作所などの機器材料によって設

計・施工しております。なお、施工にあたっては、専門工事会社に外注委託しており

ます。

  風水力冷熱機器等関連…当社が得意先から直接受注し、㈱荏原製作所及び同社関係会社から調達した機器材料

などを使用して設計・施工並びに商品販売を行っております。また、㈱エバジツは主

に冷熱機器の販売、施工及び保守工事を行っております。

  以上、当社グループについて、事業の種類別セグメントとの関連を含めた事業系統図を示すと、次のとおりであ

ります。

 

 

得 意 先 

当 社 

環境関連 水処理関連 
風水力冷熱
機器等関連 

（ 連 結 子 会 社 ） 
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風水力冷熱機器等関連 
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売 

（ 連 結 子 会 社 ） 
バイオジェニック株式会社 

 
環境関連 
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る研究開発・製造及び
販売 

（ 連 結 子 会 社 ） 
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

  当社グループは、環境関連機器及び同関連システムのメーカーとして「豊かな人間環境の創造を目指して社会に貢

献する」という経営理念の下で、社会のニーズに合った製品の開発と製造販売を通じて継続的に事業拡大を図り、業

績の向上と企業価値を高めることを基本方針としております。

(2）中期的な会社の経営戦略及び目標とする経営指標

  当社グループは、株主資本の効率化を最優先課題に掲げ「ＲＯＥ（連結ベースの株主資本当期純利益率）10％以上」

を達成するため、次のとおり中期的戦略として取り組んでまいります。

①研究開発型のファブレス企業という優位性をさらに強化する。

②付加価値の高い「メーカー事業」（自社環境関連製品）の売上総利益の構成比率を50％以上に拡大させる。

③国際的な競争力を持つ新規事業を早期に立ち上げるべく、新製品の開発と新事業の育成（アライアンスを含む）に

　注力する。

(3）会社の対処すべき課題

　予断を許さない経営環境が予想される状況の下で、社会的使命として環境保全に貢献することはもちろん、利益成

長により企業価値（株主価値）を高めることを目的とし、以下の課題に取り組んでまいります。

①リスク・コンプライアンス委員会及び経営会議（大口案件のチェック機関）を通して、内部統制を強化し、平成21

年12月期から適用される日本版SOX法への対応を進める。

②予算の縮減や制度変更などから競争の激化が見られる官需ビジネスについて、体制を含めた再構築を早急に行う。

③製品・事業の選択と集中を進め、会社全体の利益率向上を目指す。

④新製品の開発及び新事業の創出に力を入れ、成長の牽引役となるビジネスへと育成する。

⑤子会社バイオジェニック㈱の手掛ける機能性素材事業について早期黒字化を目指す。
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度 

（平成18年12月31日）
当連結会計年度 

（平成19年12月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金  1,747 1,423 △324

２．受取手形及び売掛金 ※４ 7,395 7,614 218

３．たな卸資産 3,139 2,658 △480

４．繰延税金資産 250 181 △69

５．その他 307 150 △156

　　　貸倒引当金 △2 △2 △0

流動資産合計 12,838 60.3 12,026 61.6 △812

Ⅱ　固定資産

１.有形固定資産

(１)建物及び構築物 ※２ 1,879 1,732

減価償却累計額 943 935 1,018 714 △221

(２)機械装置及び運搬具 197 108

減価償却累計額 61 136 82 25 △110

(３)工具器具備品 334 346

減価償却累計額 211 123 287 59 △63

(４)土地 ※２ 811 1,004 193

(５)その他  22 0 △22

有形固定資産合計 2,028 9.5 1,804 9.2 △224

２.無形固定資産 32 0.2 25 0.1 △7

３.投資その他の資産

(１)投資有価証券 ※２ 2,380 1,496 △884

(２)保険積立金 1,731 1,812 80

(３)賃貸用不動産
※１
※２

828 809 △19

(４)繰延税金資産 781 844 63

(５)その他 745 774 28

　　　貸倒引当金 △70 △60 10

投資その他の資産合計 6,397 30.0 5,676 29.1 △721

固定資産合計 8,458 39.7 7,505 38.4 △953

資産合計 21,297 100.0 19,531 100.0 △1,765
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前連結会計年度 

（平成18年12月31日）
当連結会計年度 

（平成19年12月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形及び買掛金
※２
※４

7,572 8,289 716

２．短期借入金 ※２ 2,332 1,604 △728

３．未払法人税等 57 78 21

４．未払消費税等 4 124 120

５．前受金 2,595 2,269 △325

６．賞与引当金 146 117 △28

７．工事損失引当金 400 242 △158

８．その他 ※４ 461 532 70

流動負債合計 13,570 63.7 13,259 67.9 △311

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 ※２ 26 252 226

２．退職給付引当金 562 518 △44

３．役員退職慰労引当金 574 599 25

４．その他 80 69 △10

固定負債合計 1,243 5.9 1,440 7.4 196

負債合計 14,814 69.6 14,699 75.3 △114

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   957 4.5  957 4.9 －

２．資本剰余金   787 3.7  787 4.0 －

３．利益剰余金   5,389 25.3  4,843 24.7 △546

４．自己株式   △427 △2.0  △1,376 △7.0 △948

株主資本合計   6,707 31.5  5,211 26.6 △1,495

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券
　　評価差額金

  △279 △1.3  △438 △2.2 △158

２．為替換算調整勘定   52 0.2  58 0.3 5

評価・換算差額等合計   △226 △1.1  △379 △1.9 △152

Ⅲ　少数株主持分   3 0.0  － － △3

純資産合計   6,483 30.4  4,832 24.7 △1,651

負債純資産合計   21,297 100.0  19,531 100.0 △1,765
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度 

(自　平成18年１月１日
　至　平成18年12月31日)

当連結会計年度 
(自　平成19年１月１日
　至　平成19年12月31日)

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅰ　売上高

１．製品及び工事売上高 16,056 19,117

２．商品売上高 7,609 23,665 100.0 8,090 27,208 100.0 3,543

Ⅱ　売上原価

１．製品及び工事売上原価 12,477 15,405

２．商品売上原価 6,251 18,728 79.1 6,878 22,283 81.9 3,554

売上総利益

１．製品及び工事売上総利益 3,578 3,711

２．商品売上総利益 1,357 4,936 20.9 1,212 4,924 18.1 △11

Ⅲ　販売費及び一般管理費
※１
※２

5,055 21.4 4,803 17.7 △252

営業利益又は営業損失(△) △119 △0.5 121 0.4 240

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 7 6

２．受取配当金 33 30

３．有価証券利息 － 1

４．不動産賃貸収入 104 98

５．投資有価証券売却益 87 107

６．その他 15 248 1.1 21 266 1.0 17

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 22 29

２．不動産賃貸費用 46 47

３．保険解約損 － 11

４．その他 38 107 0.5 5 94 0.3 △13

経常利益 21 0.1 293 1.1 272
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前連結会計年度 

(自　平成18年１月１日
　至　平成18年12月31日)

当連結会計年度 
(自　平成19年１月１日
　至　平成19年12月31日)

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅵ　特別利益

１．固定資産売却益 ※３ 6 －

２．投資有価証券売却益  30 30

３．保険金収入  145   21    

４．会員権売却益  23 3

５．貸倒引当金戻入益  4 210 0.9 0 56 0.2 △154

Ⅶ　特別損失  

１．固定資産処分損 ※４ 8 1

２．減損損失 ※５ 18   321    

３．投資有価証券評価損 210 35

４．会員権売却損  －   0    

５．労災補償金  40 277 1.2 － 359 1.3 81

税金等調整前当期純損失(△) △45 △0.2 △9 △0.0 36

法人税、住民税及び事業税 159 182

法人税等調整額 △43 115 0.5 115 297 1.1 △181

少数株主損失 7 0.0 3 0.0 △4

当期純損失(△) △154 △0.7 △304 △1.1 △149
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(3）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（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

平成17年12月31日　残高　　（百万円） 957 787 5,862 △427 7,180

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当(注) － － △253 － △253

利益処分による役員賞与(注) － － △65 － △65

当期純損失(△) － － △154 － △154

自己株式の取得 － － － △0 △0

株主資本以外の項目の　　　　　　
連結会計年度中の変動額（純額）

－ － － － －

連結会計年度中の変動額合計（百万円） － － △472 △0 △472

平成18年12月31日　残高　　（百万円） 957 787 5,389 △427 6,707

(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。

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

為替換算調整勘定
評価・換算差額等

合計

平成17年12月31日　残高　　（百万円） 32 33 66 10 7,256

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当(注) － － － － △253

利益処分による役員賞与(注) － － － － △65

当期純損失(△) － － － － △154

自己株式の取得 － － － － △0

株主資本以外の項目の　　　　　　
連結会計年度中の変動額（純額）

△312 18 △293 △6 △300

連結会計年度中の変動額合計（百万円） △312 18 △293 △6 △773

平成18年12月31日　残高　　（百万円） △279 52 △226 3 6,483

(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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当連結会計年度（自　平成19年１月１日　至　平成19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

平成18年12月31日　残高　　（百万円） 957 787 5,389 △427 6,707

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当(注) － － △242 － △242

当期純損失(△) － － △304 － △304

自己株式の取得 － － － △948 △948

株主資本以外の項目の　　　　　　
連結会計年度中の変動額（純額）

－ － － － －

連結会計年度中の変動額合計（百万円） － － △546 △948 △1,495

平成19年12月31日　残高　　（百万円） 957 787 4,843 △1,376 5,211

(注)平成19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。

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

為替換算調整勘定
評価・換算差額等

合計

平成18年12月31日　残高　　（百万円） △279 52 △226 3 6,483

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当(注) － － － － △242

当期純損失(△) － － － － △304

自己株式の取得 － － － － △948

株主資本以外の項目の　　　　　　
連結会計年度中の変動額（純額）

△158 5 △152 △3 △155

連結会計年度中の変動額合計（百万円） △158 5 △152 △3 △1,651

平成19年12月31日　残高　　（百万円） △438 58 △379 － 4,832

(注)平成19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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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
前連結会計年度 

(自　平成18年１月１日
　至　平成18年12月31日)

当連結会計年度 
(自　平成19年１月１日
　至　平成19年12月31日)

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失(△) △45 △9 36

減価償却費 215 213 △1

減損損失 18 321 302

貸倒引当金の増減額（減少：△） △11 △10 1

賞与引当金の増減額（減少：△） 8 △28 △37

退職給付引当金の増減額（減少：△） △17 △44 △27

役員退職慰労引当金の増減額
（減少：△）

45 25 △19

工事損失引当金の増減額 （減少：△） 167 △158 △325

受取利息及び受取配当金 △41 △37 3

固定資産売却益 △6 － 6

投資有価証券売却益 △118 △137 △19

保険金収入 △145 △21 123

会員権売却益 △23 △3 19

会員権売却損 － 0 0

支払利息 22 29 7

固定資産処分損 8 1 △6

投資有価証券評価損 210 35 △174

労災補償金 40 － △40

売上債権の増減額（増加：△） 924 △218 △1,143

たな卸資産の増減額（増加：△） △1,579 481 2,061

仕入債務の増減額（減少：△） △307 716 1,023

前受金の増減額（減少：△） 1,072 △326 △1,398

未払消費税等及び
未収消費税等の増減額（減少：△）

△249 178 428

役員賞与の支払 △65 － 65

その他 △60 191 252

小計 63 1,200 1,137

利息及び配当金の受取額 41 36 △4

利息等の支払額 △23 △30 △6

労災補償金の支払額 △40 － 40

法人税等の支払額 △416 △175 241

営業活動によるキャッシュ・フロー △375 1,031 1,407
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前連結会計年度 

(自　平成18年１月１日
　至　平成18年12月31日)

当連結会計年度 
(自　平成19年１月１日
　至　平成19年12月31日)

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預け入れによる支出 △200 － 200

拘束性預金の増加 △82 △21 60

有形固定資産の取得による支出 △139 △268 △128

有形固定資産の売却による収入 48 － △48

無形固定資産の取得による支出 △3 △1 2

保険金受取による収入 212 32 △180

投資有価証券の取得による支出 △1,247 △1,297 △50

投資有価証券の売却による収入 1,164 2,014 849

会員権の売却による収入 30 6 △24

その他 △215 △149 66

投資活動によるキャッシュ・フロー △433 314 747

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金純増減額（減少：△） 328 △528 △856

長期借入による収入 － 50 50

長期借入金の返済による支出 △24 △24 －

自己株式の取得による支出 △0 △948 △948

配当金の支払額 △253 △242 11

財務活動によるキャッシュ・フロー 50 △1,693 △1,743

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 1 0 △1

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額
　　（減少：△）

△756 △347 409

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 2,359 1,603 △756

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 1,603 1,256 △347
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度 

(自　平成18年１月１日
　至　平成18年12月31日)

当連結会計年度 
(自　平成19年１月１日
　至　平成19年12月31日)

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数　４社

会社名　　　㈱エバジツ

　　　　　　イージェイ㈱

 　　　　　　バイオジェニック㈱

 　　　　　　昆明白鴎微藻技術有限公司

　なお、非連結子会社はありません。

同左

２．持分法の適用に関する　

事項

　持分法適用会社はありません。

　なお、関連会社はありません。

同左

３．連結子会社の事業年度等　

に関する事項

　すべての連結子会社の決算日は連結決算

日と同一であります。

同左

４．会計処理基準に関する　　

事項

(1）重要な資産の評価基準　

及び評価方法

①有価証券 その他有価証券 その他有価証券

時価のあるもの

　連結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）

時価のあるもの

同左

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たな卸資産 商品

　個別法による原価法

商品

同左

 製品

 　主として個別法による原価法

製品

同左

原材料

 　主として月次総平均法による原価法

原材料

同左

仕掛工事・仕掛品

　 主として個別法による原価法

仕掛工事・仕掛品

同左
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項目
前連結会計年度 

(自　平成18年１月１日
　至　平成18年12月31日)

当連結会計年度 
(自　平成19年１月１日
　至　平成19年12月31日)

(2）重要な減価償却資産の

減価償却方法

①有形固定資産・

賃貸用不動産

　定率法を採用しております。ただし、平

成10年４月１日以降に取得した建物（建物

付属設備を除く。）については、定額法を

採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。

同左

建物及び構築物 ３年～50年

機械装置及び運搬具 ３年～12年

工具器具備品 ３年～20年

賃貸用不動産

（建物及び構築物）
15年～50年

②無形固定資産 　定額法を採用しております。

　なお、主な償却年数は、特許権８年、の

れん５年であります。また、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）を償却年数としておりま

す。

同左

(3）重要な引当金の　　　

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。

同左

②賞与引当金 　従業員に対する賞与の支給に備えるため、

将来の支給見込額のうち当連結会計年度の

負担額を計上しております。

同左

③工事損失引当金 　受注工事の損失に備えるため、連結会計

年度末における手持工事のうち、損失の発

生が見込まれ、かつ金額を合理的に見積も

ることのできる工事について、損失見積額

を計上しております。 

同左
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項目
前連結会計年度 

(自　平成18年１月１日
　至　平成18年12月31日)

当連結会計年度 
(自　平成19年１月１日
　至　平成19年12月31日)

④退職給付引当金 　従業員の退職給付に備えるため、連結会

計年度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。

　数理計算上の差異は、各連結会計年度に

おける発生時の従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（10年）による定額法に

より按分した額をそれぞれの発生の翌連結

会計年度から損益処理することとしており

ます。

　過去勤務債務は、発生時の従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数（10年）に

よる定額法により按分した額を発生した連

結会計年度から損益処理しております。

同左

⑤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

ため内規に基づく連結会計年度末要支給額

を計上しております。

同左

(4）工事収益の計上基準 　原則として、工事完成基準によっており

ますが、工期が１年以上かつ請負金額３億

円以上の工事については、工事進行基準に

よっております。

　なお、当連結会計年度における工事進行

基準による売上高は1,532百万円でありま

す。

　原則として、工事完成基準によっており

ますが、工期が１年以上かつ請負金額  億

円以上の工事については、工事進行基準に

よっております。

　なお、当連結会計年度における工事進行

基準による売上高は1,060百万円でありま

す。

(5）重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算の基準

　在外子会社の資産及び負債は、連結決算

日の直物為替相場により円貨に換算し、換

算差額は純資産の部における為替換算調整

勘定及び少数株主持分に含めて計上してお

ります。 

同左

(6）重要なリース取引の　

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）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

　消費税等の会計処理 　税抜方式によっております。 同左
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項目
前連結会計年度 

(自　平成18年１月１日
　至　平成18年12月31日)

当連結会計年度 
(自　平成19年１月１日
　至　平成19年12月31日)

５．連結子会社の資産及び　

負債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しております。

同左

６．のれんの償却に関する　

事項

　のれんの償却については、原則として５

年間の均等償却によっております。ただし、

金額が僅少の場合は、発生した連結会計年

度の損益として処理しております。 

同左

７．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の　

範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。

同左
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

 （固定資産の減損に係る会計基準）

 　当連結会計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、経常利益は0百万円増加し、税金等調整

前当期純損失は18百万円増加しております。

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記

載しております。

　また、減損損失累計額は、各資産の取得原価から直接

控除しております。

 (有形固定資産の減価償却方法）

　当連結会計年度より法人税法の改正((所得税法等の一

部を改正する法律　平成19年３月30日　法律第６号)及

び(法人税法施行令の一部を改正する政令　平成19年３

月30日　政令第83号))に伴い、平成19年４月１日以降に

取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に

規定する減価償却方法により減価償却費を計上しており

ます。これによる損益及びセグメント情報に与える影響

は軽微であります。

 （役員賞与に関する会計基準）

  役員賞与については、従来利益処分により株主総会の

決議を経て利益剰余金の減少としておりましたが、当連

結会計年度より「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）に基づき、発生時に

費用処理しております。

　これにより、営業損失は12百万円増加し、経常利益は

12百万円減少し、税金等調整前当期純損失は12百万円増

加しております。

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記

載しております。　

 （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当連結会計年度より、「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。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、

6,480百万円であります。

　また、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年

度における連結貸借対照表の純資産の部については、改

正後の連結財務諸表規則により作成しております。
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表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

  ──────  (連結損益計算書)

　　前連結会計年度まで営業外費用の「その他」に含め

　て表示しておりました「保険解約損」は、営業外費用

　の総額の100分の10を越えたため、当連結会計年度より

　区分掲記しました。

　　なお、前連結会計年度の「保険解約損」は１百万円

　であります。

注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成18年12月31日）

当連結会計年度 
（平成19年12月31日）

※１．賃貸用不動産の減価償却累計額 ※１．賃貸用不動産の減価償却累計額

638百万円 662百万円

※２．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。

※２．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

建物及び構築物 236百万円

土地 474

投資有価証券 235

賃貸用不動産 346

計 1,294百万円

(ロ）上記に対する債務

買掛金 867百万円

短期借入金 1,454

長期借入金 26

計 2,347百万円

(イ）担保に供している資産

建物及び構築物 231百万円

土地 474

投資有価証券 194

賃貸用不動産 334

計 1,234百万円

(ロ）上記に対する債務

買掛金 742百万円

短期借入金 1,254

長期借入金 202

計 2,198百万円

　３．　　　　　　  ────── 　３．偶発債務

 受取手形裏書譲渡高　　　　　　　　　49百万円　

※４．連結会計年度末日満期手形

　連結会計年度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。なお、当連結会計

年度末日は金融機関の休日であったため、次の連結会

計年度末日満期手形が連結会計年度末残高に含まれて

おります。

　　　受取手形　　　 　　　　　　　  205百万円

　　　支払手形　　　　　　　　　　 　 14百万円

　また、ファクタリング方式により当社グループに対

する債権者よりみずほファクター㈱に譲渡された債権

（当社グループの買掛金及び未払金）の会計処理は、

決済日をもって処理しております。なお、次の連結会

計年度末決済買掛金及び未払金が連結会計年度末残高

に含まれております。

　　　買掛金　　　　　　　　　　 　  688百万円

　　　流動負債その他(未払金) 　　　　  3百万円

※４．連結会計年度末日満期手形

　連結会計年度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。なお、当連結会計

年度末日は金融機関の休日であったため、次の連結会

計年度末日満期手形が連結会計年度末残高に含まれて

おります。

　　　受取手形　　　 　　　　　    　116百万円

　　　支払手形　　　　　　　　　　  　10百万円

　また、ファクタリング方式により当社グループに対

する債権者よりみずほファクター㈱に譲渡された債権

（当社グループの買掛金及び未払金）の会計処理は、

決済日をもって処理しております。なお、次の連結会

計年度末決済買掛金及び未払金が連結会計年度末残高

に含まれております。

　　　買掛金　　　　　　　　　　  　 434百万円

　　　流動負債その他(未払金) 　　　　  3百万円
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
(自　平成18年１月１日
　至　平成18年12月31日)

当連結会計年度 
(自　平成19年１月１日
　至　平成19年12月31日)

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

従業員給料手当 1,368百万円

賞与 346

賞与引当金繰入額 115

法定福利費 285

退職給付引当金繰入額 110

役員退職慰労引当金繰入額 45

旅費交通費 294

減価償却費 38

研究開発費 748

従業員給料手当 1,404百万円

賞与 290

賞与引当金繰入額 91

法定福利費 284

退職給付引当金繰入額 93

役員退職慰労引当金繰入額 37

旅費交通費 268

減価償却費 41

研究開発費 656

※２．研究開発費の総額 ※２．研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開発費 748百万円 一般管理費に含まれる研究開発費 656百万円

※３．固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。 ※３．              ──────

建物及び構築物 0百万円

土地 5

計 6百万円

※４．固定資産処分損の内訳は、次のとおりであります。 ※４．固定資産処分損の内訳は、次のとおりであります。

機械装置及び運搬具 3百万円

工具器具備品 2

電話加入権 2

計 8百万円

機械装置及び運搬具 0百万円

工具器具備品 0

計 1百万円
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前連結会計年度 
(自　平成18年１月１日
　至　平成18年12月31日)

当連結会計年度 
(自　平成19年１月１日
　至　平成19年12月31日)

※５．減損損失 ※５．減損損失

　(1) 減損損失を認識した資産グループの概要 　(1) 減損損失を認識した資産グループの概要

場所 用途 種類 減損損失

静岡県富士市 賃貸用資産 
建物 11百万円 

土地 ４百万円 

千葉県香取郡  遊休資産 土地 ３百万円 

 計 18百万円 

会社 場所 種類 減損損失

 バイオジェニ

　ック㈱
東京都中央区 

 機械装置及び

 搬具具
7百万円 

工具器具備品 1百万円 

昆明白鴎微藻

技術有限公司

 中華人民共和

 国雲南省昆明

 市 

 建物及び

 構築物
184百万円  

 機械装置及び

 搬具具
104百万円  

工具器具備品 16百万円  

 有形固定資　

　 産その他
6百万円  

 無形固定資産 0百万円  

 計 321百万円  

  (2) 資産のグルーピングの概要

  　当社グループは、継続的に損益を把握している事業

　単位ごとに資産をグルーピングしておりますが、賃貸

　用資産及び遊休資産については個々の物件をグルーピ

　ングの単位としております。

  (2) 資産のグルーピングの概要

  　当社グループは、継続的に損益を把握している事業

 単位ごとに資産をグルーピングしておりますが、賃貸用

 資産及び遊休資産については個々の物件をグルーピング

 の単位としております。

  (3) 減損損失の認識に至った経緯

    静岡県富士市の賃貸用資産については、不動産価格

  の著しい下落に伴い収益性が著しく低下したため、減

  損損失を認識いたしました。

    千葉県香取郡の土地については、遊休状態にあり今

  後の利用計画もなく、地価も著しく下落しているた

　め、減損損失を認識いたしました。

  (3) 減損損失の認識に至った経緯

   当社は、抗酸化物質（アスタキサンチン）の製造・

 販売を目的に、平成15年にバイオジェニック㈱を、平成

 16年に昆明白鴎微藻技術有限公司（中華人民共和国雲南

 省昆明市）を連結子会社として設立しました。

   その後、雲南省昆明市にて生産工場の建設に着手し、

 平成17年8月に同工場が竣工、「アスタキサンチン」の

 製造を開始し、平成18年4月より本格的な販売を開始し

 ました。

　 しかしながら、当該事業の進捗状況は、当初計画に対

 して大幅な遅れが生じているため、減損損失を認識いた

 しました。

  (4) 回収可能価額の算定方法   (4) 回収可能価額の算定方法

 　 回収可能価額は、正味売却価額により測定してお

　り、固定資産税評価額等を基礎として算定しておりま

　す。

 　回収可能価額については、使用価値により測定してお

 り、将来キャッシュ・フローに基づく評価額がマイナス

 であるため、回収可能価額は零と算定しております。　
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末
株式数（株）

 当連結会計年度
 増加株式数（株）

 当連結会計年度
 減少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式

普通株式 6,640,000 － － 6,640,000

合計 6,640,000 － － 6,640,000

自己株式

普通株式　 (注)　 302,910 10 － 302,920

合計 302,910 10 － 302,920

 (注)自己株式(普通株式)の増加は、単元未満株式の買取によるものであります。

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

  １株当たり
  配当額（円）

基準日 効力発生日

平成18年３月28日

第67期定時株主総会
普通株式 126,741 20.00 平成17年12月31日 平成18年３月28日

平成18年８月９日

取締役会
普通株式 126,741 20.00 平成18年６月30日 平成18年９月６日

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
 １株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年３月27日

第68期定時株主総会
普通株式 126,741 利益剰余金 20.00 平成18年12月31日 平成19年３月28日

荏原実業㈱　(6328) 平成 19 年 12 月期　決算短信

－ 25 －



当連結会計年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末
株式数（株）

 当連結会計年度
 増加株式数（株）

 当連結会計年度
 減少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式

普通株式 6,640,000 － － 6,640,000

合計 6,640,000 － － 6,640,000

自己株式

普通株式　 (注)　 302,920 550,050 － 852,970

合計 302,920 550,050 － 852,970

 (注)自己株式(普通株式)の増加は、取締役会決議に基づく取得550,000株及び単元未満株式の買取50株によるものであ

ります。

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

  １株当たり
  配当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年３月28日

第68期定時株主総会
普通株式 126,741 20.00 平成18年12月31日 平成19年３月28日

平成19年８月９日

取締役会
普通株式 115,740 20.00 平成19年６月30日 平成19年９月６日

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
 １株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年３月25日

第69期定時株主総会
普通株式 115,740 利益剰余金 20.00 平成19年12月31日 平成20年３月26日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
(自　平成18年１月１日
　至　平成18年12月31日)

当連結会計年度 
(自　平成19年１月１日
　至　平成19年12月31日)

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

（平成18年12月31日現在） （平成19年12月31日現在）

現金及び預金勘定 1,747百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △60

別段預金 △2

拘束性預金 △82

現金及び現金同等物 1,603百万円

現金及び預金勘定 1,923百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △560

別段預金 △3

拘束性預金 △104

現金及び現金同等物 1,256百万円
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（リース取引関係）

前連結会計年度 
(自　平成18年１月１日
　至　平成18年12月31日)

当連結会計年度 
(自　平成19年１月１日
　至　平成19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

 
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）

建物及び　　
構築物

8 4 3

機械装置及び
運搬具

37 12 25

工具器具備品 160 82 77

その他 12 5 7

合計 218 104 113

 
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）

建物及び　　
構築物

8 6 1

機械装置及び
運搬具

52 20 32

工具器具備品 147 76 70

その他 18 8 9

合計 226 111 114

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

１年内 40百万円

１年超 74 

合計 115百万円

１年内 40百万円

１年超 75 

合計 116百万円

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 50百万円

減価償却費相当額 47百万円

支払利息相当額 2百万円

支払リース料 50百万円

減価償却費相当額 47百万円

支払利息相当額 3百万円

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

（減損損失について） 

　リース資産に配分された減損損失はないため、項目等

の記載は省略しております。

（減損損失について） 

同左
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（有価証券関係）

１　その他有価証券で時価のあるもの

種類

前連結会計年度（平成18年12月31日） 当連結会計年度（平成19年12月31日）

取得原価

（百万円）

連結貸借対

照表計上額

（百万円）

差額

（百万円）

取得原価

（百万円）

連結貸借対

照表計上額

（百万円）

差額

（百万円）

連結貸借対照表計上額が取得原価を

超えるもの

(1）株式 125 136 10 35 41 6

(2）債券

①　国債・地方債等 － － － － － －

②　社債 － － － － － －

③　その他 － － － － － －

(3）その他 102 103 1 － － －

小計 227 239 11 35 41 6

連結貸借対照表計上額が取得原価を

超えないもの

(1）株式 1,933 1,453 △480 1,901 1,129 △772

(2）債券

①　国債・地方債等 － － － － － －

②　社債 － － － － － －

③　その他 － － － － － －

(3）その他 155 152 △2 100 96 △3

小計 2,089 1,606 △483 2,002 1,225 △776

合計 2,316 1,845 △471 2,037 1,267 △770

（注）　有価証券の減損処理に当たっては、時価が取得原価に比べて50％以上下落した場合は、時価が著しく下落し

たと判断し、回復する見込みがあると認められる場合を除き、減損処理することとしております。

　また、時価が取得原価に比べて30％以上50％未満下落した場合には、過去の一定期間の時価の推移等を勘案

して、時価が著しく下落したと判断し、回復する見込みがあると認められる場合を除き、減損処理することと

しております。

　なお、前連結会計年度及び当連結会計年度において、その他有価証券で時価のあるものについて、それぞれ

209百万円、31百万円の減損処理を実施しております。
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２　前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度 
（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）

当連結会計年度 
（自平成19年１月１日　至平成19年12月31日）

売却額
（百万円）

売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

売却額
（百万円）

売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

836 118 － 1,876 137 －

３　時価評価されていない有価証券の内容

 

前連結会計年度 
（平成18年12月31日）

当連結会計年度 
（平成19年12月31日）

連結貸借対照表計上額（百万円） 連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券

非上場株式 509 205

投資事業組合への出資持分 25 23

（注）前連結会計年度及び当連結会計年度において、非上場株式について減損処理を行い、投資有価証券評価損をそ

れぞれ0百万円、4百万円を計上しております。

４　その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額

種類

前連結会計年度（平成18年12月31日） 当連結会計年度（平成19年12月31日）

１年以内
１年超５年

以内

５年超10年

以内
10年超 １年以内

１年超５年

以内

５年超10年

以内
10年超

(1）債券

①　国債・地方債等

（百万円）
－ － － － － － － －

②　社債（百万円) － － － － － － － －

③　その他

（百万円）
－ － － － － － 100 －

(2）その他

　　（百万円)
－ 100 － － － 100 － －

合計（百万円） － 100 － － － 100 100 －

（デリバティブ取引関係）

前連結会計年度（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）及び当連結会計年度（自平成19年１月１日　至平

成19年12月31日）

　当社グループはデリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。
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（退職給付関係）

１　採用している退職給付制度の概要

　当社及び連結子会社１社は、確定給付型の制度として、結合契約の適格退職年金制度を設けております。

また、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があります。

２　退職給付債務及びその内訳

 
前連結会計年度 

（平成18年12月31日）
当連結会計年度 

（平成19年12月31日）

(1）退職給付債務（百万円） 1,642 1,636

(2）年金資産（百万円） 1,034 1,040

(3）未積立退職給付債務 (1)-(2)（百万円） 607 595

(4）未認識数理計算上の差異（百万円） △25 16

(5）未認識過去勤務債務（百万円） 70 61

(6）退職給付引当金(3)-(4)-(5)(百万円） 562 518

（注）連結子会社１社は退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

３　退職給付費用の内訳

 
前連結会計年度 

(自　平成18年１月１日
　至　平成18年12月31日)

当連結会計年度 
(自　平成19年１月１日
　至　平成19年12月31日)

(1) 勤務費用（百万円） 113 122

(2) 利息費用（百万円） 33 29

(3) 期待運用収益（百万円） 11 40

(4) 数理計算上の差異の費用の減額(△)又は　　　　

　　処理額（百万円）
△4 0

(5) 過去勤務債務の費用処理額（百万円） 9 9

退職給付費用 (1)+(2)-(3)+(4)+(5)(百万円） 139 121

（注）１．簡便法を採用している連結子会社１社の退職給付費用は、上記(1）勤務費用に計上しております。

　　　２．上記退職給付費用以外に割増退職金として前連結会計年度662千円、当連結会計年度814千円を退職金に

計上しております。

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

 
前連結会計年度 

（平成18年12月31日）
当連結会計年度 

（平成19年12月31日）

(1) 割引率（％）
期首　　　2.5 

期末　　　2.0 
　　　2.0 

(2) 期待運用収益率（％） 1.0 1.0

(3) 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準

(4) 数理計算上の差異の処理年数 10年 10年

(5) 過去勤務債務の処理年数 　10年 　10年
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（ストック・オプション等関係）

前連結会計年度(自平成18年１月１日　至平成18年12月31日)、当連結会計年度(自平成19年１月１日　至平成19年

12月31日)　

　該当事項はありません。

 (企業結合等)

当連結会計年度(自平成19年１月１日　至平成19年12月31日)　

　該当事項はありません。

（税効果会計関係）

前連結会計年度 
（平成18年12月31日）

当連結会計年度 
（平成19年12月31日）

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 １．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

（流動の部）

繰延税金資産

未払事業税否認額 10百万円

賞与引当金否認額 59

工事損失引当金否認額 162

その他 18

　合計 250百万円

（流動の部）

繰延税金資産

未払事業税否認額 12百万円

賞与引当金否認額 47

工事損失引当金否認額 98

その他 22

　小計 181 

　評価性引当額 △0 

　合計 181百万円

（固定の部）

繰延税金資産

退職給付引当金否認額 228百万円

役員退職慰労引当金否認額 233

会員権評価損否認額 55

減価償却超過額 28

貸倒引当金損金算入限度超過額 27

その他有価証券評価差額金 191

繰越欠損金 686

その他 23

　小計 1,476 

　評価性引当額 △694 

　合計 781百万円

（固定の部）

繰延税金資産

退職給付引当金否認額 212百万円

役員退職慰労引当金否認額 244

会員権評価損否認額 49

減価償却超過額 23

貸倒引当金損金算入限度超過額 19

その他有価証券評価差額金 300

繰越欠損金 741

その他 21

　小計 1,613 

　評価性引当額 △768 

　合計 844百万円

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

との差異原因

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

との差異原因

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 94.4

住民税均等割 49.1

評価性引当額の増加額 196.8

受取配当金等永久に益金に算入されない

項目

△11.4

試験研究費の税額控除額 △41.2

役員賞与 10.6

中小企業の軽減税率 △3.4

その他 △1.0

税効果会計適用後の法人税等の負担率 253.2％

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 345.8

住民税均等割 227.6

評価性引当額の増加額 2,673.9

受取配当金等永久に益金に算入されない

項目

△59.2

試験研究費等の税額控除額 △119.7

役員賞与 50.3

その他 1.0

税効果会計適用後の法人税等の負担率 3,079.0％
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

 
環境関連
（百万円）

水処理関連
（百万円）

風水力冷熱
機器等関連
（百万円）

計
　（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ　売上高及び営業利益

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 5,524 7,591 10,548 23,665 － 23,665

(2)セグメント間の内部売上高 － － － － － －

計 5,524 7,591 10,548 23,665 － 23,665

営業費用 5,901 7,027 10,243 23,172 612 23,784

営業利益又は営業損失(△) △376 564 305 492 △612 △119

Ⅱ　資産、減価償却費、

　　減損損失及び資本的支出

資産 5,076 3,256 5,471 13,804 7,493 21,297

減価償却費 157 9 20 187 27 215

減損損失 － － － － 18 18

資本的支出 133 2 4 140 48 189

当連結会計年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

 
環境関連
（百万円）

水処理関連
（百万円）

風水力冷熱
機器等関連
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ　売上高及び営業利益

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 8,366 7,793 11,048 27,208 － 27,208

(2)セグメント間の内部売上高 － － － － － －

計 8,366 7,793 11,048 27,208 － 27,208

営業費用 8,840 7,072 10,579 26,493 594 27,087

営業利益又は営業損失(△) △474 720 468 715 594 121

Ⅱ　資産、減価償却費、

　　減損損失及び資本的支出

資産 4,841 3,228 5,125 13,195 6,335 19,531

減価償却費 156 8 21 186 27 213

減損損失 321 － － 321 － 321

資本的支出 55 1 4 62 212 274
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　（注）１．事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品及び工事・商品

事業区分は商品・製品及び工事の類似性及び販売市場別に区分してあります。

事業区分 主要品目

環境関連

オゾン濃度計、オゾン空気殺菌脱臭装置、液相脱臭装置、腐植質脱臭剤、

栽培漁業関連装置、廃棄物処理・水処理プラント、水景施設浄化装置、

栽培漁業施設、水景施設などの計画・設計・施工及び製造・販売、緩衝材の製造

販売、微細藻類の培養による有用物質の製造・販売

水処理関連
上水道処理施設、下水道処理施設、ポンプ取水場施設、産業用排水処理施設、　

水景施設などのプラント類の計画・設計・製作・施工・販売

風水力冷熱機器等関連

ポンプ、送風機、圧縮機、冷凍機、冷却塔、ボイラ、全熱交換機、冷温水機、　

パッケージエアコン、工業用薬品などの販売

空調、給排水・衛生、冷凍機、冷却塔などの設備工事

２．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは管理部門（総務・経理部門など）

に係る費用であります。

前連結会計年度 　　　　 612百万円

当連結会計年度 　　　　 594百万円

３．資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、親会社での余資運用資金（現金及び預金）、

長期投資資金（投資有価証券、保険積立金等）、賃貸用不動産及び管理部門に係る資産であります。

前連結会計年度　　　　7,493百万円

当連結会計年度　　　　6,335百万円

４．会計方針の変更 

前連結会計年度(自平成18年１月１日　至平成18年12月31日)

　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」を適用しております。

　これによる営業費用及び営業損益への影響はありません。

　また、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より

「役員賞与に関する会計基準」を適用しております。

　これにより、「風水力冷熱機器関連」の営業費用に役員賞与12百万円を計上し、営業利益が同額減少して

おります。

当連結会計年度(自平成19年１月１日　至平成19年12月31日)

　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より法人税

法の改正((所得税法等の一部を改正する法律　平成19年３月30日　法律第６号)及び(法人税法施行令の一部

を改正する政令　平成19年３月30日　政令第83号))に伴い、平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産

及び賃貸用不動産については、改正後の法人税法に規定する減価償却方法により減価償却費を計上しており

ます。これによる営業費用及び営業損益に与える影響は軽微であります

ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度及び当連結会計年度において、本邦以外の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高

の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める割合がいずれも10％未満であるため、所在地別セグメ

ント情報の記載を省略しております。

ｃ．海外売上高

前連結会計年度及び当連結会計年度において、海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上

高の記載を省略しております。

（関連当事者との取引）

　前連結会計年度（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）及び当連結会計年度（自平成19年１月１日　至

平成19年12月31日）とも、該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度 
(自　平成18年１月１日
　至　平成18年12月31日)

当連結会計年度 
(自　平成19年１月１日
　至　平成19年12月31日)

１株当たり純資産額 1,022.60円

１株当たり当期純損失 △24.34円

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は、１株当たり当期純損失であり、また、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 835.01円

１株当たり当期純損失 △51.75円

同左

　（注）１株当たり純資産額及び１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度 

(自　平成18年１月１日
　至　平成18年12月31日)

当連結会計年度 
(自　平成19年１月１日
　至　平成19年12月31日)

１株当たり純資産額   

 純資産の部の合計額（百万円） 6,483 4,832

 純資産の部の合計額から控除する金額

 （百万円）
3 －

（うち少数株主持分） (3) (-)  

　普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 6,480 4,832

　１株当たり純資産額の算定に用いられた

　期末の普通株式数（株）
6,337,080 5,787,030

   

１株当たり当期純損失（△）   

当期純損失（△）（百万円） △154 △304

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純損失（△）

（百万円）
△154 △304

期中平均株式数（株） 6,337,081 5,875,953
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

  
前事業年度 

（平成18年12月31日）
当事業年度 

（平成19年12月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 1,382 1,129 △253

２．受取手形 ※５ 1,535 1,413 △122

３．売掛金 5,361 5,700 338

４．商品 401 496 95

５．製品 201 213 11

６．原材料 107 96 △11

７．仕掛工事・仕掛品 2,165 1,483 △681

８．前払費用 67 67 △0

９．繰延税金資産 239 158 △81

10．関係会社短期貸付金 60 － △60

11．その他 214 65 △148

　　　貸倒引当金 △0 △0 △0

流動資産合計 11,738 57.3 10,823 59.7 △914

Ⅱ　固定資産

１.有形固定資産

(１)建物 ※２ 1,516 1,526

減価償却累計額 825 691 863 662 △28

(２)構築物 13 13

減価償却累計額 10 2 10 2 △0

(３)機械装置 48 57

減価償却累計額 33 14 37 19 5

(４)工具器具備品 171 193

減価償却累計額 120 51 135 57 5

(５)土地 ※２ 806 999 193

有形固定資産合計 1,567 7.6 1,742 9.6 175
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前事業年度 

（平成18年12月31日）
当事業年度 

（平成19年12月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

２.無形固定資産

(１)特許権 1 0 △0

(２)借地権 5 5 －

(３)ソフトウェア 3 3 0

(４)電話加入権 7 7 －

無形固定資産合計 18 0.1 18 0.1 △0

３.投資その他の資産

(１)投資有価証券 ※２ 2,281 1,472 △808

(２)関係会社株式 825 170 △655

(３)保険積立金 1,680 1,796 116

(４)賃貸用不動産
※１
※２

622 608 △14

(５)長期性預金 500 500 －

(６)関係会社長期貸付金 370 580 210

(７)長期貸付金 14 14 △0

(８)破産債権・更生債権等 4 1 △3

(９)繰延税金資産 748 821 73

(10)その他 194 221 26

　　　貸倒引当金 △70 △649 △579

投資その他の資産合計 7,171 35.0 5,536 30.6 △1,635

固定資産合計 8,757 42.7 7,296 40.3 △1,460

資産合計 20,496 100.0 18,120 100.0 △2,375
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前事業年度 

（平成18年12月31日）
当事業年度 

（平成19年12月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金
※２
※５

7,268 8,016 747

２．短期借入金 ※２ 1,708 1,310 △398

３．１年内返済予定の
長期借入金

※２ 200 － △200

４．未払金 ※５ 117 134 17

５．未払費用 149 153 4

６．未払法人税等 42 － △42

７．未払消費税等 － 113 113

８．前受金 2,507 2,223 △284

９．賞与引当金 130 101 △29

10．工事損失引当金 398 239 △159

11．その他 93 108 14

流動負債合計 12,616 61.6 12,400 68.4 △215

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 ※２ － 200 200

２．退職給付引当金 520 481 △39

３．役員退職慰労引当金 544 562 17

４．預り保証金  36 37 0

固定負債合計  1,101 5.3 1,281 7.1 179

負債合計  13,717 66.9 13,681 75.5 △36
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前事業年度 

（平成18年12月31日）
当事業年度 

（平成19年12月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   957 4.7  957 5.3 －

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  787   787    

資本剰余金合計   787 3.8  787 4.4 －

３．利益剰余金         

(1）利益準備金  141   141    

(2）その他利益剰余金         

別途積立金  5,375   5,375    

繰越利益剰余金  220   △1,008    

利益剰余金合計   5,737 28.0  4,508 24.8 △1,228

４．自己株式   △427 △2.1  △1,376 △7.6 △948

株主資本合計   7,054 34.4  4,877 26.9 △2,177

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券
評価差額金

  △276 △1.3  △438 △2.4 △161

評価・換算差額等合計   △276 △1.3  △438 △2.4 △161

純資産合計   6,778 33.1  4,438 24.5 △2,339

負債純資産合計   20,496 100.0  18,120 100.0 △2,375
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(2）損益計算書

  
前事業年度 

(自　平成18年１月１日
　至　平成18年12月31日)

当事業年度 
(自　平成19年１月１日
　至　平成19年12月31日)

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅰ　売上高

１．製品及び工事売上高 14,515 17,335

２．商品売上高 7,572 22,088 100.0 8,063 25,399 100.0 3,311

Ⅱ　売上原価

１．製品及び工事売上原価 11,427 14,055

２．商品売上原価

(1)商品期首たな卸高 183 401

(2)当期商品仕入高 6,460 6,978

合計 6,643 7,379

(3)商品期末たな卸高 401 496

(4)他勘定振替高 ※２ 7 4

商品売上原価 6,235 17,662 80.0 6,878 20,934 82.4 3,271

売上総利益

１．製品及び
    工事売上総利益

3,088 3,280

２．商品売上総利益 1,337 4,425 20.0 1,185 4,465 17.6 39

Ⅲ　販売費及び一般管理費

１．役員報酬 219 182

２．従業員給料手当 1,239 1,300

３．賞与 326 272

４．賞与引当金繰入額 110 87

５．法定福利費 265 261

６．退職給付引当金繰入額 105 90

７．役員退職慰労引当金　　
繰入額

37 29

８．旅費交通費 267 249

９．地代家賃 116 125

10．減価償却費 34 36

11．租税公課 37 33

12．研究開発費 ※３ 706 616

13．その他 968 4,435 20.0 928 4,214 16.6 △221

営業利益又は
営業損失(△)

△10 △0.0 250 1.0 261
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前事業年度 

(自　平成18年１月１日
　至　平成18年12月31日)

当事業年度 
(自　平成19年１月１日
　至　平成19年12月31日)

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 10 12

２．有価証券利息 0 1

３．受取配当金 ※１ 82 80

４．不動産賃貸収入 62 62

５．投資有価証券売却益 65 90

６．その他 11 231 1.0 15 262 1.0 30

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 16 23

２．不動産賃貸費用 33 33

３．保険解約損 － 10

４．その他 9 60 0.3 1 69 0.3 9

経常利益 161 0.7 443 1.7 282

Ⅵ　特別利益

１．固定資産売却益 ※４ 6 －

２．投資有価証券売却益  30 30

３．保険金収入   145 21

４．会員権売却益  23 3

５．貸倒引当金戻入益  4 210 1.0 － 56 0.2 △154

Ⅶ　特別損失

１．固定資産処分損  ※５ 7 0

２．減損損失  ※６ 18 －

３．投資有価証券評価損 169 35

４．関係会社株式評価損  －   655    

５．会員権売却損  －   0    

６．貸倒引当金繰入額  －   589    

７．労災補償金  40 236 1.1 － 1,281 5.0 1,045

税引前当期純利益又は
税引前当期純損失(△)

136 0.6 △782 △3.1 △918

法人税、住民税
及び事業税

128 85

法人税等調整額 △47 80 0.3 118 203 △0.8 123

当期純利益又は
当期純損失(△)

55 0.3 △986 △3.9 △1,041
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(3）株主資本等変動計算書

前事業年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

株主資本
評価・換算
差額等

純資産
合計

資本金

資本
剰余金

利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

その他有
価証券評
価差額金資本

準備金
利益
準備金

その他利益剰余金
利益
剰余金
合計

別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成17年12月31日　残高
                 （百万円）

957 787 141 4,975 868 5,985 △427 7,302 26 7,329

事業年度中の変動額

別途積立金の積立 － － － 400 △400 － － － － －

剰余金の配当(注) － － － － △253 △253 － △253 － △253

利益処分による役員賞与(注) － － － － △50 △50 － △50 － △50

当期純利益 － － － － 55 55 － 55 － 55

自己株式の取得 － － － － － － △0 △0 － △0

株主資本以外の項目の　　　
事業年度中の変動額（純額）

－ － － － － － － － △303 △303

事業年度中の変動額合計
                 （百万円）

－ － － 400 △648 △248 △0 △248 △303 △551

平成18年12月31日　残高
                 （百万円）

957 787 141 5,375 220 5,737 △427 7,054 △276 6,778

(注)平成18年３月期の定時株主総会における利益処分項目であります。

当事業年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

株主資本
評価・換算
差額等

純資産
合計

資本金

資本
剰余金

利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

その他有
価証券評
価差額金資本

準備金
利益
準備金

その他利益剰余金
利益
剰余金
合計

別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成18年12月31日　残高
                 （百万円）

957 787 141 5,375 220 5,737 △427 7,054 △276 6,778

事業年度中の変動額

別途積立金の積立 － － － － － － － － － －

剰余金の配当(注) － － － － △242 △242 － △242 － △242

当期純損失(△) － － － － △986 △986 － △986 － △986

自己株式の取得 － － － － － － △948 △948 － △948

株主資本以外の項目の　　　
事業年度中の変動額（純額）

－ － － － － － － － △161 △161

事業年度中の変動額合計
                 （百万円）

－ － － － △1,228 △1,228 △948 △2,177 △161 △2,339

平成19年12月31日　残高
                 （百万円）

957 787 141 5,375 △1,008 4,508 △1,376 4,877 △438 4,438

(注)平成19年３月期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18年１月１日
　至　平成18年12月31日)

当事業年度 
(自　平成19年１月１日
　至　平成19年12月31日)

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）子会社株式

移動平均法による原価法

(1) 子会社株式

同左

(2）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）

(2）その他有価証券

時価のあるもの

同左

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．たな卸資産の評価基準　

及び評価方法

(1）商品・製品

個別法による原価法

(1）商品・製品

同左

(2）原材料

月次総平均法による原価法

(2）原材料

同左

(3）仕掛工事・仕掛品

個別法による原価法

(3）仕掛工事・仕掛品

同左

３．固定資産の減価償却の　

方法

(1）有形固定資産・賃貸用不動産

　定率法を採用しております。ただし、

平成10年４月１日以降に取得した建物

（建物付属設備を除く。）については、

定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

(1）有形固定資産・賃貸用不動産

同左

建物 ３年～50年

機械装置 ３年～12年

工具器具備品 ３年～20年

賃貸用不動産

（建物）
15年～50年

(2）無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、特許権の償却年数は８年であり

ます。また、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）を償却年数としております。

(2）無形固定資産

同左
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項目
前事業年度 

(自　平成18年１月１日
　至　平成18年12月31日)

当事業年度 
(自　平成19年１月１日
　至　平成19年12月31日)

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

　従業員に対する賞与の支給に備えるた

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。

(2）賞与引当金

同左

(3）工事損失引当金 

　受注工事の損失に備えるため、事業年

度末における手持工事のうち、損失の発

生が見込まれ、かつ金額を合理的に見積

もることのできる工事について、損失見

積額を計上しております。

(3）工事損失引当金 

同左

(4）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、事業

年度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。 

  数理計算上の差異は、各事業年度にお

ける発生時の従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（10年）による定額法

により按分した額をそれぞれの発生の翌

事業年度から損益処理することとしてお

ります。

　過去勤務債務は、発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年数(10

年）による定額法により按分した額を発

生した事業年度から損益処理しておりま

す。

(4）退職給付引当金

同左

(5）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、内規に基づく事業年度末要支給

額を計上しております。

(5）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18年１月１日
　至　平成18年12月31日)

当事業年度 
(自　平成19年１月１日
　至　平成19年12月31日)

５．工事収益の計上基準 　原則として、工事完成基準によっており

ますが、工期が１年以上かつ請負金額３億

円以上の工事については、工事進行基準に

よっております。

　なお、当事業年度における工事進行基準

による売上高は1,532百万円であります。

　原則として、工事完成基準によっており

ますが、工期が１年以上かつ請負金額  億

円以上の工事については、工事進行基準に

よっております。

　なお、当事業年度における工事進行基準

による売上高は1,060百万円であります。

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。 同左
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会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

 （固定資産の減損に係る会計基準）  （有形固定資産及び賃貸用不動産の減価償却の方法）

 　 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、経常利益は０百万円増加し、税引前当期

純利益は18百万円減少しております。

　なお、減損損失累計額は、各資産の取得原価から直接

控除しております。

　　当事業年度より法人税法の改正((所得税法等の一部を

改正する法律　平成19年３月30日　法律第６号)及び(法

人税法施行令の一部を改正する政令　平成19年３月30日

　政令第83号))に伴い、平成19年４月１日以降に取得し

た有形固定資産及び賃貸用不動産については、改正後の

法人税法に規定する減価償却方法により減価償却費を計

上しております。これによる損益に与える影響は軽微で

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。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、6,778

百万円であります。

　また、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。 

表示方法の変更

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

 （貸借対照表）

　　前事業年度まで区分掲記しておりました「未収入金」

（当事業年度末残高１百万円）は、重要性が低くなった

ため、当事業年度より流動資産の「その他」に含めて表

示しております。

 (損益計算書)

　　前事業年度まで営業外費用の「その他」に含めて表

　示しておりました「保険解約損」は、営業外費用の総

　額の100分の10を越えたため、当事業年度より区分掲記

　しました。

　　なお、前事業年度の「保険解約損」は１百万円であ

　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18年12月31日）

当事業年度 
（平成19年12月31日）

※１．賃貸用不動産の減価償却累計額 432百万円 ※１．賃貸用不動産の減価償却累計額 449百万円

※２．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。

※２．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

建物 188百万円

土地 469

投資有価証券 235

賃貸用不動産 211

計 1,105百万円

(ロ）上記に対する債務

買掛金 867百万円

短期借入金 960

１年内返済予定の長期借入金 200

計 2,027百万円

(イ）担保に供している資産

建物 185百万円

土地 469

投資有価証券 194

賃貸用不動産 201

計 1,051百万円

(ロ）上記に対する債務

買掛金 742百万円

短期借入金 960

長期借入金 200

計 1,902百万円

　３．偶発債務 　３．偶発債務

保証債務 保証債務

　下記の関係会社の金融機関からの借入金及び割賦購

入債務に対し、債務保証を行っております。

　下記の関係会社の金融機関からの借入金及び割賦購

入債務に対し、債務保証を行っております。

㈱エバジツ 200百万円

イージェイ㈱ 120百万円

昆明白鴎微藻技術有限公司 47百万円

㈱エバジツ 200百万円

イージェイ㈱ 50百万円

昆明白鴎微藻技術有限公司 38百万円

　４．　　　　　　  ────── 　４．手形割引高及び裏書譲渡高

 受取手形裏書譲渡高　　　　　　　　　49百万円　

※５．期末日満期手形

　事業年度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。なお、当事業年度末日

は金融機関の休日であったため、次の事業年度末日満

期手形が事業年度末残高に含まれております。

　受取手形　　　　　　　　　　　　  200百万円

　また、ファクタリング方式により当社に対する債権

者よりみずほファクター㈱に譲渡された債権（当社の

買掛金及び未払金）の会計処理は、決済日をもって処

理しております。なお、次の事業年度末決済買掛金及

び未払金が事業年度末残高に含まれております。

　買掛金　　　　　　　　　　　　　  688百万円

　未払金　　　　　　　　　　　　　　  3百万円　

※５．期末日満期手形

　事業年度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。なお、当事業年度末日

は金融機関の休日であったため、次の事業年度末日満

期手形が事業年度末残高に含まれております。

　受取手形　　　　　　　　　　　  　108百万円

　また、ファクタリング方式により当社に対する債権

者よりみずほファクター㈱に譲渡された債権（当社の

買掛金及び未払金）の会計処理は、決済日をもって処

理しております。なお、次の事業年度末決済買掛金及

び未払金が事業年度末残高に含まれております。

　買掛金　　　　　　　　　　　　　  434百万円

　未払金　　　　　　　　　　　　　　  3百万円　
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（損益計算書関係）

前事業年度 
(自　平成18年１月１日
　至　平成18年12月31日)

当事業年度 
(自　平成19年１月１日
　至　平成19年12月31日)

※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

受取配当金 50百万円 受取配当金 50百万円

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

仕掛工事・仕掛品へ振替 2百万円

営業費用の「その他」への振替 3

その他 1 

計 7百万円

仕掛工事・仕掛品へ振替 3百万円

営業費用の「その他」への振替 0

その他 0 

計 4百万円

※３．研究開発費の総額 ※３．研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開発費 706百万円 一般管理費に含まれる研究開発費 616百万円

※４．固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。

建物 0百万円

構築物 0

土地 5

計 6百万円

※４．　　　　　　  ──────

※５．固定資産処分損の内訳は、次のとおりであります。 ※５．固定資産処分損の内訳は、次のとおりであります。

機械装置 2百万円

工具器具備品 2

電話加入権 2

計 7百万円

機械装置 0百万円

工具器具備品 0

計 0百万円

※６．減損損失

　(1) 減損損失を認識した資産グループの概要

※６．　　　　　　  ──────

場所 用途 種類 減損損失

静岡県富士市 賃貸用資産 
建物 11百万円 

土地 ４百万円 

千葉県香取郡  遊休資産 土地 ３百万円 

 計 18百万円 

  (2) 資産のグルーピングの概要

  　当社は、継続的に損益を把握している事業単位ごと

　に資産をグルーピングしておりますが、賃貸用資産及

　び遊休資産については個々の物件をグルーピングの単

　位としております。

  (3) 減損損失の認識に至った経緯

    静岡県富士市の賃貸用資産については、不動産価格

  の著しい下落に伴い収益性が著しく低下したため、減

  損損失を認識いたしました。

    千葉県香取郡の土地については、遊休状態にあり今

  後の利用計画もなく、地価も著しく下落しているた

　め、減損損失を認識いたしました。

  (4) 回収可能価額の算定方法

 　 回収可能価額は、正味売却価額により測定してお

  り、固定資産税評価額等を基礎として算定しておりま

  す。
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（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（株）

当事業年度増加
株式数（株）

当事業年度減少
株式数（株）

当事業年度末
株式数（株）

普通株式 (注) 302,910 10 － 302,920

合計 302,910 10 － 302,920

 (注) 自己株式(普通株式)の増加は、単元未満株式の買取によるものであります。

当事業年度（自　平成19年１月１日　至　平成19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（株）

当事業年度増加
株式数（株）

当事業年度減少
株式数（株）

当事業年度末
株式数（株）

普通株式 (注) 302,920 550,050 － 852,970

合計 302,920 550,050 － 852,970

 (注) 自己株式(普通株式)の増加は、取締役会決議に基づく取得550,000株、単元未満株式の買取50株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18年１月１日
　至　平成18年12月31日)

当事業年度 
(自　平成19年１月１日
　至　平成19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

 
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）

建物 8 4 3

工具器具備品 102 57 45

その他 25 6 19

合計 136 68 67

 
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）

建物 8 6 1

工具器具備品 96 51 44

その他 30 12 18

合計 134 69 65

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

１年内 25百万円

１年超 43 

合計 69百万円

１年内 24百万円

１年超 42 

合計 66百万円

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 33百万円

減価償却費相当額 30百万円

支払利息相当額 1百万円

支払リース料 30百万円

減価償却費相当額 28百万円

支払利息相当額 2百万円

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

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はないため、項目

等の記載は省略しております。

（減損損失について）

同左

（有価証券関係）

前事業年度（平成18年12月31日現在）及び当事業年度（平成19年12月31日現在）

子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18年12月31日）

当事業年度 
（平成19年12月31日）

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 １．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

(流動の部）

繰延税金資産

未払事業税否認額 9百万円

賞与引当金否認額 53

工事損失引当金否認額 162

その他 14

　合計 239百万円

(流動の部）

繰延税金資産

未払事業税否認額 5百万円

賞与引当金否認額 41

工事損失引当金否認額 97

その他 14

　合計 158百万円

（固定の部）

繰延税金資産

退職給付引当金否認額 211百万円

役員退職慰労引当金否認額 221

会員権評価損否認額 55

減価償却超過額 25

貸倒引当金損金算入限度超過額 27

関係会社株式評価損否認額 37

その他有価証券評価差額金 189

その他 23

　小計 791 

　評価性引当額 △43 

　合計 748百万円

（固定の部）

繰延税金資産

退職給付引当金否認額 195百万円

役員退職慰労引当金否認額 229

会員権評価損否認額 49

減価償却超過額 18

貸倒引当金損金算入限度超過額 259

関係会社株式評価損否認額 304

その他有価証券評価差額金 300

その他 20

　小計 1,377 

　評価性引当額 △556 

　合計 821百万円

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

との差異原因

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

との差異原因

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 31.3

住民税均等割 15.4

受取配当金等永久に益金に算入されない

項目

△18.6

試験研究費の税額控除額 △12.3

評価性引当額の増加額 4.5

その他 △1.6

税効果会計適用後の法人税等の負担率 59.4％

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 4.1

住民税均等割 2.6

受取配当金等永久に益金に算入されない

項目

△3.3

試験研究費の税額控除額 △1.3

評価性引当額の増加額 66.3

その他 △1.6

税効果会計適用後の法人税等の負担率 26.1％
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（１株当たり情報）

前事業年度 
(自　平成18年１月１日
　至　平成18年12月31日)

当事業年度 
(自　平成19年１月１日
　至　平成19年12月31日)

１株当たり純資産額 1,069.61円

１株当たり当期純利益 8.72円

　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。

１株当たり純資産額 767.05円

１株当たり当期純損失 △167.83円

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純損失について
は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（注）１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。

 
前事業年度 

(自　平成18年１月１日
　至　平成18年12月31日)

当事業年度 
(自　平成19年１月１日
　至　平成19年12月31日)

１株当たり純資産額   

純資産の部の合計額（百万円） 6,778 4,438

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） 6,778 4,438

１株当たり純資産額の算定に用いられた期

末の普通株式の数（株）
6,337,080 5,787,030

   

１株当たり当期純利益又は

１株当たり当期当期純損失(△) 
  

当期純利益又は当期純損失(△)(百万円） 55 △986

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 55 △986

期中平均株式数（株） 6,337,081 5,875,953
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