
平成18年３月期 個別財務諸表の概要

会  社  名   株式会社昭和真空 上場取引所 ＪＱ
コード番号   6384 本社所在都道府県 神奈川県
（ＵＲＬ　http://www.showashinku.co.jp/）
代　 表 　者 代表取締役社長

小俣　邦正
問い合わせ先 　　　責任者役職名 常務取締役
　　　　　　　　　　氏　      名 斉藤　晴信 TEL (042) 764 - 0385

決算取締役会開催日 中間配当制度の有無　　 　有

定時株主総会開催日 単元株制度採用の有無　 　有　（１単元　100株）

親会社名 株式会社アルバック（コード番号：6728） 親会社における当社の株式保有比率：20.55％

１. 18年3月期の業績（平成17年4月1日 ～ 平成18年3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。

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年3月期 11,123 (△3.4) 471 (－) 420 (－)
17年3月期 11,514 ( △10.9) △21 (－) △111 (－)

  
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

株主資本
当期純利益率

総資本
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円　　銭 円　　銭 ％ ％ ％

18年3月期 231 (－) 32.28 32.23 3.0 3.0 3.8
17年3月期 △142 (－) △22.12 － △1.9 △0.8 △1.0

(注)①持分法投資損益 18年3月期     －     百万円    17年3月期     －     百万円

    ②期中平均株式数 18年3月期  　　6,459,236 株　　 17年3月期  　　6,438,895 株　　

    ③会計処理の方法の変更  無

    ④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2)配当状況

中　間 期　末
円　銭 円　銭 円　銭 百万円 ％ ％

18年3月期 12.00 0.00 12.00 77 37.2 1.0
17年3月期 10.00 0.00 10.00 64 － 0.9

(3)財政状態

百万円 百万円 ％ 円 　　銭

18年3月期 14,487 7,696 53.1 1,186 29
17年3月期 13,315 7,495 56.3 1,160 87

（注）１．期末発行済株式数　18年3月期  　   6,468,303株　　　 17年3月期  　   6,456,503株　　　

　　　２．期末自己株式数　　18年3月期        　　　97株　　　 17年3月期        　　　97株　　　

２. 19年３月期の業績予想（平成18年4月1日 ～ 平成19年3月31日）

中 間 期 末
百万円 百万円 百万円 円　銭 円　銭 円　銭

中 間 期 5,700 220 120 0.00
通　　期 11,500 450 250 12.00 12.00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  　　38円　65銭

＊上記の予想は、作成時点における経済環境や当社をとりまく事業環境に基づく予想であり、実際の業績は様々な要素により、これらの業績予想とは

　異なる場合があります。

売上高 経常利益 当期純利益
１株当たり年間配当金

総  資  産 株  主  資 本 株主資本比率 １株当たり株主資本

配当性向
配当金総額
（年間）

株主資本
配当率

１株当たり年間配当金

売　　上　　高 営　業　利　益 経　常　利　益

当 期 純 利 益

平成18年6月29日

平成18年5月17日

　　　役 　職　 名
　　　氏　   　 名 

平成18年5月17日

32
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６．個別財務諸表等 

 
（1）貸借対照表  

  
前事業年度 

（平成17年３月31日） 

当事業年度 

（平成18年３月31日） 
対前年比 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比 

（％） 

増減 

（千円） 

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  1,240,112 1,747,061  

２．受取手形  568,868 921,893  

３．売掛金 ※２ 2,791,600 3,139,186  

４．有価証券  － 400,000  

５．原材料  449,010 352,708  

６．仕掛品  1,517,888 1,437,546  

７．貯蔵品  94,018 89,899  

８．前払費用  8,997 11,052  

９．繰延税金資産  214,546 232,606  

10．未収還付消費税等  35,598 －  

11．その他 ※２ 4,408 2,934  

流動資産合計  6,925,049 52.0 8,334,888 57.5 1,409,839

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

(１)建物 ※１ 2,063,587 2,058,733   

減価償却累計額  704,017 1,359,570 801,658 1,257,075  

(２)構築物  197,928 197,928   

減価償却累計額  48,853 149,074 73,788 124,139  

(３)機械及び装置 ※７ 566,418 661,229   

減価償却累計額  331,775 234,642 425,503 235,725  

(４)車輌運搬具  44,277 2,050   

減価償却累計額  32,392 11,885 1,947 102  

(５)工具器具及び備品  295,285 278,352   

減価償却累計額  231,072 64,213 232,651 45,701  

(６)土地 ※１ 3,496,395 3,496,395  

有形固定資産合計  5,315,781 39.9 5,159,139 35.6 △156,641
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前事業年度 

（平成17年３月31日） 

当事業年度 

（平成18年３月31日） 
対前年比 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比 

（％） 

増減 

（千円） 

２．無形固定資産    

(１)特許権  20,972 16,867  

(２)借地権  5,891 5,891  

(３)ソフトウェア  20,185 12,290  

(４)電話加入権  5,440 5,440  

(５)その他  1,927 2,056  

無形固定資産合計  54,417 0.4 42,546 0.3 △11,870

３．投資その他の資産    

(１)投資有価証券  94,587 113,630  

(２)関係会社株式  100,024 152,005  

(３)出資金  2,955 2,955  

(４)関係会社出資金  457,606 532,993  

(５)長期貸付金  2,904 2,277  

(６)長期売掛金  82,920 81,868  

(７)長期前払費用  708 208  

(８)繰延税金資産  338,525 125,147  

(９)その他  22,527 21,946  

貸倒引当金  △82,920 △81,868  

投資その他の資産合計  1,019,837 7.7 951,164 6.6 △68,673

固定資産合計  6,390,035 48.0 6,152,850 42.5 △237,185

資産合計  13,315,085 100.0 14,487,738 100.0 1,172,653
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前事業年度 

（平成17年３月31日） 

当事業年度 

（平成18年３月31日） 
対前年比 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％） 

増減 

（千円） 

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．支払手形 ※２ 1,778,252 2,141,433  

２．買掛金 ※２ 884,254 1,079,804  

３．短期借入金 ※１ 950,000 1,600,000  

４．１年以内返済予定長期借

入金 
※１ 97,992 97,992  

５．１年以内償還予定社債  200,000 700,000  

６．未払金  28,635 2,362  

７．未払費用 ※２ 177,110 185,110  

８．未払消費税等  - 27,132  

９．未払法人税等  20,193 25,990  

10．預り金  11,505 13,909  

11．賞与引当金  101,763 154,713  

12．製品保証引当金  164,900 133,900  

13．その他  16,968 18,275  

流動負債合計  4,431,575 33.3 6,180,623 42.7 1,749,048

Ⅱ 固定負債    

１．社債  700,000 －  

２．長期借入金 ※１ 277,344 179,352  

３．退職給付引当金  275,036 279,958  

４．役員退職慰労引当金  136,000 149,400  

５．長期預り保証金  － 2,000  

固定負債合計  1,388,380 10.4 610,710 4.2 △777,669

負債合計  5,819,955 43.7 6,791,334 46.9 971,379
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前事業年度 

（平成17年３月31日） 

当事業年度 

（平成18年３月31日） 
対前年比 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％） 

増減 

（千円） 

（資本の部）    

Ⅰ 資本金 ※３ 2,159,212 16.2 2,164,192 14.9 4,979

Ⅱ 資本剰余金    

１．資本準備金  2,536,082 2,541,062   

  ２．その他資本剰余金    

資本準備金減少差益  200,000 200,000   

資本剰余金合計  2,736,082 20.5 2,741,062 18.9 4,979

Ⅲ 利益剰余金    

１．任意積立金    

   別途積立金  2,259,780 2,259,780   

   その他  32,248 48,900   

２．当期未処分利益  257,059 407,460   

利益剰余金合計  2,549,088 19.2 2,716,140 18.8 167,052

Ⅳ その他有価証券評価差額金 ※６ 50,797 0.4 75,060 0.5 24,262

Ⅴ 自己株式 ※４ △50 △0.0 △50 △0.0 －

資本合計  7,495,130 56.3 7,696,404 53.1 201,274

負債・資本合計  13,315,085 100.0 14,487,738 100.0 1,172,653
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（2）損益計算書 

  

前事業年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

対前年比 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比 

（％） 

増減 

（千円） 

Ⅰ 売上高  11,514,545 100.0 11,123,030 100.0 △391,515

Ⅱ 売上原価    

１．当期製品製造原価 ※１ 9,925,535 9,171,886   

２．製品保証引当金繰入額  164,900 133,900   

３．製品保証引当金戻入額  141,100 9,949,335 86.4 164,900 9,140,886 82.2 △808,448

売上総利益  1,565,210 13.6 1,982,143 17.8 416,933

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１   

１．広告宣伝費  72,180 70,903   

２．給料及び手当  508,943 435,771   

３．賞与引当金繰入額  33,182 45,812   

４．退職給付費用  10,752 13,954   

５．役員退職慰労引当金繰入

額 
 38,000 13,400   

６．法定福利費  53,417 50,673   

７．福利厚生費  9,884 8,975   

８．旅費交通費  83,015 65,763   

９．交際費  27,889 23,775   

10．租税公課  51,588 75,644   

11．賃借料  45,129 35,571   

12．支払手数料  136,948 121,587   

13．通信費  23,517 19,341   

14．減価償却費  12,321 15,837   

15．研究開発費  376,347 416,142   

16．その他  103,925 1,587,045 13.8 97,079 1,510,232 13.6 △76,812

営業利益  － － 471,911 4.2 493,745

営業損失  21,834 △0.2 － － 
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前事業年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

対前年比 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比 

（％） 

増減 

（千円） 

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  287 452   

２．受取配当金  3,127 1,801   

３．受取賃貸料 ※２ 16,643 22,375   

４．貨物事故保険金  10,972 －   

５．為替差益  1,469 3,665   

６．その他  6,187 38,686 0.3 9,883 38,178 0.4 △507

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  19,488 25,675   

２．手形売却損  11,384 10,180   

３．社債利息  13,759 6,643   

４．たな卸資産評価損 ※３ 65,943 42,448   

５．その他  17,737 128,312 1.1 4,582 89,530 0.8 △38,781

経常利益  － － 420,559 3.8 532,019

経常損失  111,460 △1.0 － － 

Ⅵ 特別損失    

１．固定資産除却損  ※４ 57,456 4,231   

２．除却建物解体費  4,000 －   

３．リース資産除却損  6,031 －   

４．賃借物件原状回復費用  14,490 81,978 0.7 1,375 5,606 0.1 △76,372

税引前当期純利益  － － 414,952 3.7 608,392

税引前当期純損失  193,439 △1.7 － － 

法人税、住民税及び事業

税 
 4,600 4,600   

法人税等調整額  △55,625 △51,025 △0.5 178,735 183,335 1.6 234,360

当期純利益  － － 231,617 2.1 374,032

当期純損失  142,414 △1.2 － － 

前期繰越利益  399,473 175,842  

当期未処分利益  257,059 407,460  150,400
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（3）キャッシュ・フロー計算書 

   当社は当事業年度から連結財務諸表を作成しているため、「連結キャッシュ･フロー計算書」については、

連結財務諸表に記載しております。 

  

前事業年度 

（自 平成16年４月１日 

  至 平成17年３月31日） 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

Ⅰ 営業活動による 

キャッシュ・フロー 
  

税引前当期純損失  △193,439 

減価償却費  243,228 

固定資産除却損  57,456 

受取利息及び受取配当金  △3,414 

支払利息  33,319 

為替差益  △1,469 

売上債権の減少額  2,081,683 

たな卸資産の減少額  214,935 

仕入債務の減少額  △2,707,283 

貸倒引当金の減少額  △100 

退職給付引当金の減少額  △14,102 

役員退職慰労引当金の増加

額 
 24,000 

賞与引当金の増加額  9,411 

製品保証引当金の増加額  23,800 

役員賞与の支払額  △26,250 

未収還付消費税等の減少額  20,043 

その他  27,041 

小計  △211,139 

利息及び配当金の受取額  3,361 

利息の支払額  △33,130 

法人税等の支払額  △4,600 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
 △245,508 
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前事業年度 

（自 平成16年４月１日 

  至 平成17年３月31日） 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

Ⅱ 投資活動による 

キャッシュ・フロー 
  

定期預金等の預入による支

出 
 △16,818 

有形固定資産の売却による

収入 
 750 

有形固定資産の取得による

支出 
 △1,215,536 

無形固定資産の取得による

支出 
 △7,589 

関係会社株式の取得による

支出 
 △10,000 

関係会社出資金等支払によ

る支出 
 △101,796 

投資有価証券の取得による

支出 
 △51,868 

その他  6,717 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
 △1,396,142 

Ⅲ 財務活動による 

キャッシュ・フロー 
  

短期借入金の返済による支

出 
△450,000 

長期借入金の返済による支

出 
△24,664 

株式の発行による収入 1,437,987 

社債の償還による支出 △300,000 

配当金の支払額 △56,986 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
606,336 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換

算差額 
1 

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △1,035,313 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残

高 
2,177,022 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残

高 
1,141,709 
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（4）利益処分案 

  
前事業年度 

株主総会承認日 
（平成17年６月29日） 

当事業年度 
株主総会承認日 

（平成18年６月29日） 
対前年比 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 
増減 

（千円） 

（当期未処分利益の処分）       

Ⅰ 当期未処分利益   257,059  407,460 150,400 

Ⅱ 任意積立金取崩額 
特別償却準備金取崩額 

 8,061 8,061 14,239 14,239 6,178 

合計   265,120  421,699 156,579 

Ⅲ 利益処分額       

１．配当金  64,565  77,619   

２．役員賞与金       

  (1)取締役賞与金  －  21,100   

  (2)監査役賞与金  －  2,000   

 ３．特別償却準備金  24,713 89,278 28,286 129,006 39,728 

Ⅳ 次期繰越利益   175,842  292,693 116,851 

       

（その他資本剰余金の処分）       

Ⅰ その他資本剰余金   200,000  200,000 － 

 Ⅱ その他資本剰余金次期繰
越高 

  
 

   
200,000 

 
200,000 － 
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重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(1)子会社株式 (1)子会社株式 １．有価証券の評価基準及び

評価方法 移動平均法による原価法によって

おります。 

同左 

 (2)満期保有目的の債券 (2)満期保有目的の債券 

    償却原価法（定額法）によってお

ります。 

同左 

(3)その他有価証券 (3)その他有価証券  

時価のあるもの 時価のあるもの 

  決算日の市場価格等に基づく時価

法によっております。なお、評価差

額は全部資本直入法により処理して

おり、売却原価は移動平均法により

算定しております。 

同左 

 時価のないもの 時価のないもの 

  移動平均法による原価法によって

おります。 

同左 

(1)原材料 (1)原材料 ２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法  移動平均法による原価法によってお

ります。 

同左 

 (2)仕掛品 (2)仕掛品 

  個別法による原価法によっておりま

す。 

同左 

 (3)貯蔵品 (3)貯蔵品 

  終仕入原価法による原価法によっ

ております。 

同左 

(1)有形固定資産 (1)有形固定資産 ３．固定資産の減価償却の方

法  定率法によっております。 

  ただし、平成10年４月１日以降に取

得した建物（建物附属設備を除く）に

ついては定額法によっております。 

同左 

 (2)無形固定資産 (2)無形固定資産 

  定額法によっております。 

 なお、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）に基づく定額法によっており

ます。 

同左 

４．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物

為替相場により円貨に換算し、換算差

額は損益として処理しております。 

同左 
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項目 
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

５．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 (1)貸倒引当金 

  債権の貸倒損失に備えるため、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 (2)賞与引当金 

  従業員の賞与の支給に備えるため、

賞与支給見込額のうち、当期に対応す

る額を計上しております。 

同左 

 (3)製品保証引当金 (3)製品保証引当金 

  販売された製品の保証に伴う支出に

備えるため、過去の発生実績率に基づ

いて計上しております。 

同左 

 (4)退職給付引当金 (4)退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるため、当

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、各事業年度の

発生時における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（５年）による

定額法により按分した額をそれぞれ発

生の翌事業年度から費用処理すること

としております。 

同左 

 (5)役員退職慰労引当金 (5)役員退職慰労引当金 

  役員の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。 

同左 

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．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

 キャッシュ・フロー計算書における資

金（現金及び現金同等物）は、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。 

――――― 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 ８．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

 消費税及び地方消費税の会計処理は

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 
（平成17年３月31日現在） 

当事業年度 
（平成18年３月31日現在） 

――――― （固定資産の減損に係る会計基準） 

当事業年度より、固定資産の減損に係る会計基準（「固

定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」

（企業会計審議会 平成14年８月９日））及び「固定資

産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第６号 平成15年10月31日）を適用しております。

これによる損益に与える影響はありません。 

 
追加情報 

前事業年度 
（平成17年３月31日現在） 

当事業年度 
（平成18年３月31日現在） 

（外形標準課税） 

「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法

律第９号）が平成15年３月31日に公布され、平成16年

４月１日以後に開始する事業年度より外形標準課税制

度が導入されたことに伴い、当事業年度から「法人事

業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示

についての実務上の取扱い」（平成16年２月13日 企

業会計基準委員会 実務対応報告第12号）に従い法人

事業税の付加価値割及び資本割については、販売費及

び一般管理費に計上しております。 

この結果、販売費及び一般管理費が15,593千円増加

し、営業損失、経常損失及び税引前当期純損失が15,593

千円増加しております。 

――――― 
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注記事項 
（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成17年３月31日現在） 

当事業年度 
（平成18年３月31日現在） 

※１．担保提供資産及び担保付債務 ※１．担保提供資産及び担保付債務 

 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。 

 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。 

(1)担保提供資産 (1)担保提供資産 
  

建物 260,192千円

土地 1,143,531千円

計 1,403,724千円
  

  
建物 243,007千円

土地 1,143,531千円

計 1,386,539千円
  

(2)担保付債務 (2)担保付債務 
  

短期借入金 650,000千円

１年以内返済予定長期借入金 97,992千円

長期借入金 277,344千円

計 1,025,336千円
 

  
短期借入金 800,000千円

１年以内返済予定長期借入金 97,992千円

長期借入金 179,352千円

計 1,077,344千円
  

※２．関係会社に対する債権・債務 ※２．関係会社に対する債権・債務 

 区分掲記した以外で各科目に含まれているものは

次のとおりであります。 

 区分掲記した以外で各科目に含まれているものは

次のとおりであります。 
   

売掛金 22,193千円

（流動資産）その他 1,260千円

支払手形 113,467千円

買掛金 77,817千円

未払費用 16,656千円
 

  
売掛金 35,525千円

支払手形 201,174千円

買掛金 98,664千円

未払費用 18,424千円
  

  
※３．会社が発行する株式の総数 普通株式 

13,800,000株

発行済株式の総数 普通株式 
6,456,600株

  

  
※３．会社が発行する株式の総数 普通株式 

13,800,000株

発行済株式の総数 普通株式 
6,468,400株

  
※４．自己株式 ※４．自己株式 

 当社が保有する自己株式の数は、普通株式97株で

あります。 

 当社が保有する自己株式の数は、普通株式97株で

あります。 

 

 ５．受取手形割引高         519,077千円  ５．受取手形割引高         400,000千円 

※６．配当制限 ※６．配当制限 

 商法施行規則第124条第３号に規定する、資産に時

価を付したことにより増加した純資産額は50,797千

円であります。 

 商法施行規則第124条第３号に規定する、資産に時

価を付したことにより増加した純資産額は75,060千

円であります。 

※７．有形固定資産の圧縮記帳 

 過年度において、国庫補助金の受入れにより機械

及び装置の取得価額から控除している圧縮記帳額

は21,764千円であります。 

※７．有形固定資産の圧縮記帳 

同左 
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（損益計算書関係） 
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１ 研究開発費の総額 ※１ 研究開発費の総額 

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開

発費              437,695千円

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費               446,202千円 

※２ 受取賃貸料には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。 

   施設賃貸料            5,558千円

※２ 受取賃貸料には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。 

   施設賃貸料            11,116千円

※３ たな卸資産評価損の内訳は次のとおりでありま

す。 

※３ たな卸資産評価損の内訳は次のとおりでありま

す。 
  

仕掛品 65,943千円
  

  
仕掛品 38,428千円

原材料 4,020千円
  

※４ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※４ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。
  

建物 

構築物 

機械及び装置 

車両運搬具 

工具、器具及び備品 

49,072千円

5,115千円

275千円

47千円

2,944千円
  

  
建物 2,998千円

機械及び装置 305千円

工具、器具及び備品 926千円
  

 
（キャッシュ・フロー計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

――――― 

（平成17年３月31日現在）
  

現金及び預金勘定 1,240,112千円

預入期間が３ヶ月を超える定期
預金、定期積金 

△98,403千円

現金及び現金同等物 1,141,709千円
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（リース取引） 

ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。 
 

 

（有価証券） 

当会計期間末（平成 18 年３月 31 日現在）に係る有価証券（子会社株式及び関連会社株式で時価のある

ものは除く）に関する注記については、連結財務諸表に係る注記事項として記載しております。 

なお、子会社株式で時価のあるものはありません。 

 

前会計期間末（平成 17 年３月 31 日） 

① 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

前事業年度（平成17年３月31日） 

 種類 
貸借対照表計
上額（千円） 

時価（千円） 差額（千円）

(1)国債・地方債等 ― ― ―

(2)社債 50,000 50,475 475

(3)その他 ― ― ―

貸借対照表計
上額が取得原
価を超えるも
の 

小計 50,000 50,475 475

(1)国債・地方債等 ― ― ―

(2)社債 ― ― ―

(3)その他 ― ― ―

貸借対照表計
上額が取得原
価を超えない
もの 

小計 ― ― ―

合計 50,000 50,475 475

 
② その他有価証券で時価のあるもの 

前事業年度（平成17年３月31日） 

 種類 
取得原価 
（千円） 

貸借対照表計
上額（千円）

差額（千円）

(1)株式 9,645 95,163 85,517

(2)債券 ― ― ―

(3)その他 ― ― ―

貸借対照表計
上額が取得原
価を超えるも
の 

小計 9,645 95,163 85,517

(1)株式 ― ― ―

(2)債券 ― ― ―

(3)その他 ― ― ―

貸借対照表計
上額が取得原
価を超えない
もの 

小計 ― ― ―

合計 9,645 95,163 85,517
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③ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額 
前事業年度（平成17年３月31日） 

 
貸借対照表計上額（千円） 

(１)子会社株式 10,000 

(２)その他有価証券  

非上場株式 39,447 

 
④ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

 
１年以内（千円） １年超５年以内 

（千円） 
５年超 10 年以内 

（千円） 10 年超（千円） 

社債 ― 50,000 ― ― 

 
 
（デリバティブ取引） 

ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。 
 
 
（持分法損益等） 

当会計年度より連結財務諸表を作成しているため、当会計期間（平成 17 年４月１日から平成 18 年３

月 31 日まで）に係る持分法損益等に関する注記を行っておりません。 

 

前事業年度（平成 16 年４月１日から平成 17 年３月 31 日まで）については、該当事項はありません。 
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（税効果会計） 
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 

 
前事業年度 

（平成17年３月31日現在）
当事業年度 

（平成18年３月31日現在）

繰延税金資産     

退職給付引当金超過額  106,236千円  113,663千円 

役員退職慰労引当金損金算入限度超過額  55,216千円  60,656千円 

製品保証引当金損金算入限度超過額  66,949千円  54,363千円 

賞与引当金損金算入限度超過額  41,315千円  62,813千円 

法定福利費否認  4,189千円  6,369千円 

減価償却費損金算入限度超過額  9,550千円  5,748千円 

固定資産除却損否認  6,168千円  6,168千円 

たな卸資産評価損否認  38,957千円  56,183千円 

未払事業所税  771千円  780千円 

未払事業税  6,337千円  4,289千円 

臨時特例企業税  ―  4,394千円 

投資有価証券評価損否認  6,479千円  ― 

ゴルフ会員権評価損  5,241千円  5,241千円 

貸倒引当金損金算入限度超過額  33,665千円  33,238千円 

製品原価否認  ―  25,666千円 

繰越欠損金  250,967千円  17,749千円 

     繰延税金資産小計  632,040千円  457,320千円 

評価性引当額  △11,536千円  △5,241千円 

繰延税金資産合計  620,504千円  452,079千円 

繰延税金負債     

その他有価証券評価差額金  34,720千円  51,303千円 

特別償却  32,713千円  43,023千円 

繰延税金負債計  67,433千円  94,326千円 

     

繰延税金資産の純額  553,071千円  357,753千円 

 
② 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税率の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

  
当事業年度 

（平成18年３月31日現在）

法定実効税率 40.6％

交際費等永久に損金に算入されない項目 2.4％

1.2％その他 

税効果会計適用後の法人税等の負担率   44.2％

 
注）前事業年度については、税引前当期純損失のため、記載しておりません。 
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（１株当たり情報） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  

１株当たり純資産額 1,160.87円

１株当たり当期純損失 22.12円
 

１株当たり純資産額 1,186.29円

１株当たり当期純利益 32.28円

潜在株式調整後１株当たり当期 
純利益 

32.23円
 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、１株当たり当期純損失が計上されているため、

記載しておりません。 

 

 （注） １株当たり当期純利益額又は１株当たり当期純損失額（△）及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 
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16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額又は１株当たり 

当期純損失金額 
  

当期純利益又は当期純損失（△） 

（千円） 
△142,414 231,617 

普通株主に帰属しない金額（千円） ― 23,100 

（うち利益処分による役員賞与金） （―） （23,100） 

普通株式に係る当期純利益又は普通株式

に係る当期純損失（△）（千円） 
△142,414 208,517 

期中平均株式数（株） 6,438,895 6,459,236 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金 

額 
  

 当期純利益調整額（千円） ― ― 

 普通株式増加数（千株） ― 10 

   （うち新株予約権（千株）） （―） （10） 

 
（重要な後発事象） 
該当事項はございません。 
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７．役員の異動 
 

（1）代表者の異動 

該当事項はございません。 

  

（2）その他役員の異動 

① 新任取締役候補 

     取締役 小田木 秀幸 

 

② 退任予定取締役 

取締役 天野 繁 

 

（3）異動予定日 
   平成 18 年６月 29 日 

 
 


