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平成17年3月期     個別財務諸表の概要 
平成17年５月18日 

 

上場会社名 株式会社ブイ・テクノロジー 上場取引所 東証マザーズ 

コード番号 7717  本社所在都道府県 神奈川県 

(URL  http://www.vtec.co.jp/)    

代  表  者 役職名 代表取締役社長 氏名 杉本 重人   

問合せ先責任者 役職名 管理部長 氏名 中原 有庸 TEL (045)338-1980

決算取締役会開催日 平成17年５月18日  中間配当制度の有無  有 

配当支払開始日 平成－年－月－日  定時株主総会開催日 平成17年６月28日 

単元株制度採用の有無 無  

 

１．17年３月期業績（平成16年４月１日～平成17年３月31日） 

 (1)経営成績                              （百万円未満切捨て） 
 売  上  高 営 業 利 益 経 常 利 益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
17年３月期 10,526 24.9 437 126.8 308  88.5

16年３月期 8,430 80.9 192 81.7 163 80.7

 

  
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 

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 ％ ％ ％
17年３月期 783 437.7 17,625 66 17,394 36 20.9 3.7 2.9 

16年３月期 145 67.6 9,939 69 9,823 71 5.0 2.3 1.9 

 （注）①期中平均株式数 17年３月期 44,432.7株  16年３月期 14,654.2株 

②会計処理方法の変更 有  

③売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 

④平成16年５月20日付けをもって１株につき３株の割合で株式分割を行っており、１株当たり当期純利益は、

株式分割が期首に行われたものとして算出しております。 

  
 (2)配当状況 

 １株当たり年間配当金 配当金総額 配当性向 株主資本 

  中 間 期 末 （年 間）  配当率 

 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

17年３月期  0  0  0  0 － － 

16年３月期  0  0  0  0 － － 

 

(3)財政状態 
 総 資 産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本
 百万円 百万円 ％ 円 銭
17年３月期 8,455 3,753 44.4 84,230 71 

16年３月期 7,092 2,894 40.8 197,477 79  

 （注）①期末発行済株式数 17年３月期 44,557.6株 16年３月期 14,657.2株 

②自己株式数    17年３月期    4.2株 16年３月期    1.4株 

   

２．18年３月期の業績予想（平成17年４月１日～平成18年３月31日） 

１株当たり年間配当金 
 売  上  高 経 常 利 益 当期純利益 

中間 期末  

 百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭

中  間  期 7,000 720 500 0 ─── ─── 

通   期 13,100 1,450 860 ─── 0 0 

 （参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 19,300円86銭 

 

（注）上記の予想は、発表日現在において入手可能な情報から得られた判断に基づいております。予想には様々な不

確定要素が内在しており、実際の業績は種々の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。業績

予想に関する事項は「決算短信（連結）」の添付資料6ページをご参照ください。 
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財務諸表 

(1) 貸借対照表 

  
当事業年度 

（平成17年３月31日） 

前事業年度 

（平成16年３月31日） 
増減 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％） 

（減△）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金 ※１ 793,891 400,567  393,324

２．受取手形  380,517 329,769  50,748

３．売掛金  4,416,305 4,697,001  △280,695

４．製品  30,229 －  30,229

５．材料  238,769 328,299  △89,529

６．仕掛品  1,311,847 698,291  613,555

７．貯蔵品  1,250 6,647  △5,396

８．前渡金  33,346 16,618  16,727

９．繰延税金資産  512,734 －  512,734

10．未収還付消費税等  191,048 125,041  66,007

11．その他  82,133 33,877  48,255

流動資産合計  7,992,074 94.5 6,636,113 93.6 1,355,960

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

(1)建物  18,435 5,800   

減価償却累計額  1,802 16,633 1,098 4,702  11,930

(2)機械装置  230,608 230,280   

減価償却累計額  184,848 45,760 159,387 70,892  △25,132

(3)工具器具備品  225,219 114,927   

減価償却累計額  119,064 106,154 84,201 30,725  75,429

(4)建設仮勘定  － 58,388  △58,388

有形固定資産合計  168,548 2.0 164,708 2.3 3,839

２．無形固定資産    

(1)ソフトウェア  16,206 33,573  △17,366

(2)電話加入権  229 229  －

無形固定資産合計  16,436 0.2 33,803 0.5 △17,366
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当事業年度 

（平成17年３月31日） 

前事業年度 

（平成16年３月31日） 
増減 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％） 

（減△）

３．投資その他の資産    

(1)投資有価証券  6,756 6,216  539

(2)関係会社株式  54,435 53,340  1,094

(3)関係会社長期貸付金   83,000 83,000  －

(4)敷金及び保証金  33,814 15,391  18,422

(5)年金保険払込金  100,000 100,000  －

投資その他の資産合

計 
 278,006 3.3 257,949 3.6 20,056

固定資産合計  462,990 5.5 456,460 6.4 6,529

資産合計  8,455,064 100.0 7,092,574 100.0 1,362,490
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当事業年度 

（平成17年３月31日） 

前事業年度 

（平成16年３月31日） 
増減 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％） 

（減△）

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．支払手形  944,010 173,012  770,998

２．買掛金  1,927,790 1,785,154  142,635

３. 短期借入金 ※１ 1,000,000 1,100,000  △100,000

４．１年内返済予定の長期

借入金 
※１ 237,495 450,004  △212,509

５．未払金  213,558 269,367  △55,809

６．未払費用  27,841 27,469  371

７．未払法人税等  29,033 17,363  11,670

８. 預り金  4,570 3,794  776

９．賞与引当金  65,076 46,098  18,978

10．製品保証引当金  100,400 81,500  18,900

11．その他  42,300 300  42,000

流動負債合計  4,592,076 54.3 3,954,063 55.7 638,012

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金  100,000 237,495  △137,495

２．繰延税金負債  206 －  206

３．退職給付引当金  9,663 6,544  3,119

固定負債合計  109,869 1.3 244,039 3.4 △134,169

負債合計  4,701,946 55.6 4,198,102 59.2 503,843

（資本の部）    

Ⅰ 資本金 ※２ 2,048,761 24.2 2,010,508 28.3 38,253

Ⅱ 資本剰余金    

１．資本準備金  2,552,431 2,514,178   

資本剰余金合計  2,552,431 30.2 2,514,178 35.4 38,253

Ⅲ 利益剰余金    

１．当期未処理損失  847,731 1,630,887   

利益剰余金合計  △847,731 △10.0 △1,630,887 △23.0 783,155

Ⅳ その他有価証券評価差額

金 
 403 0.0 1,419 0.0 △1,015

Ⅴ 自己株式 ※３ △746 △0.0 △746 △0.0 －

資本合計  3,753,118 44.4 2,894,471 40.8 858,646

負債・資本合計  8,455,064 100.0 7,092,574 100.0 1,362,490
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(2) 損益計算書 

  

当事業年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成15年４月１日 

至 平成16年３月31日） 増減 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比

（％） 

（減△） 

Ⅰ 売上高    

１．製品売上高  10,526,267 8,430,421   

売上高合計  10,526,267 100.0 8,430,421 100.0 2,095,845

Ⅱ 売上原価    

１．当期製品製造原価 ※３ 8,283,793 6,926,395   

２．当期製品仕入高  30,229 －   

合計  8,314,022 6,926,395   

３．製品期末たな卸高  30,229 8,283,793 78.7 － 6,926,395 82.2 1,357,397

売上総利益  2,242,474 21.3 1,504,026 17.8 738,447

Ⅲ 販売費及び一般管理費 
※２、

３ 
1,805,376 17.2 1,311,301 15.6 494,074

営業利益  437,097 4.2 192,724 2.2 244,373

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息及び配当金 ※１ 2,464 2,199   

２．貨物破損賠償金  － 5,115   

３．雑収入  2,769 5,234 0.0 315 7,630 0.1 △2,395

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  26,867 26,547   

２．為替差損  1,462 2,640   

３．材料評価損  73,302 5,319   

４．材料廃棄損  31,850 －   

５．雑損失  91 133,574 1.3 2,079 36,586 0.4 96,988

経常利益  308,757 2.9 163,768 1.9 144,989

Ⅵ 特別利益    

１．企業誘致助成金  6,000 6,000 0.1 － － － 6,000

Ⅵ 特別損失    

１．固定資産除却損 ※４ 5,194 729   

２．本社移転費用  21,508 －   

３．貸倒損失  4,710 31,413 0.3 － 729 0.0 30,683

税引前当期純利益  283,344 2.7 163,039 1.9 120,305

法人税、住民税 

及び事業税 
 12,992 17,380   

法人税等調整額  △512,804 △499,811 △4.7 － 17,380 0.2 △517,192

当期純利益  783,155 7.4 145,658 1.7 637,497

前期繰越損失  1,630,887 1,776,545  △145,658

当期未処理損失  847,731 1,630,887  783,155
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（製造原価明細書） 

  

当事業年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成15年４月１日 

至 平成16年３月31日） 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

Ⅰ 材料費  5,816,417 61.6 4,108,188 54.1

Ⅱ 労務費  584,371 6.2 460,389 6.1

Ⅲ 経費 ※２ 3,044,885 32.2 3,028,756 39.8

当期総製造費用  9,445,674 100.0 7,597,334 100.0

期首仕掛品たな卸高  698,291 421,233 

合計  10,143,966 8,018,567 

期末仕掛品たな卸高  1,311,847 698,291 

他勘定振替高  548,326 393,880 

当期製品製造原価  8,283,793 6,926,395 

      

 

当事業年度 前事業年度 

 １．原価計算方法  １．原価計算方法 

 個別原価計算を採用しております。 同左 

※２ 経費のうち主なものは次のとおりであります。 ※２ 経費のうち主なものは次のとおりであります。 

 
外注加工費 2,507,801千円

減価償却費 92,848千円

旅費交通費 182,511千円

 

  

 
外注加工費 2,516,853千円

減価償却費 98,278千円

旅費交通費 190,930千円

 

  
 

(3) 損失処理計算書 

  

当事業年度 

株主総会承認予定日 

（平成17年６月28日） 

前事業年度 

株主総会承認日 

（平成16年６月29日） 
増減 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 金額（千円） 

（減△） 

Ⅰ 当期未処理損失  847,731 1,630,887 △783,155

Ⅱ 損失処理額   

１．資本準備金取崩額  847,731 847,731 － － 847,731

Ⅲ 次期繰越損失  ― 1,630,887 △1,630,887
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重要な会計方針 

項目 
当事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16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 同左 

  (2)その他有価証券  (2)その他有価証券 

  時価のあるもの 時価のあるもの 

  決算日の市場価格等に基づく時価

法 

同左 

 （評価差額は全部資本直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法

により算定） 

 

   

 (1)製品、仕掛品  (1)仕掛品 ２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 個別法に基づく原価法 同左 

  (2)材料  (2)材料 

 移動平均法による原価法 同左 

  (3)貯蔵品  (3)貯蔵品 

 最終仕入原価法 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 建物 建物 

 定額法を採用しております。な

お、附属設備は定率法によっており

ます。 

  定額法を採用しております。 

 機械装置、工具器具備品 機械装置、工具器具備品 

 定率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。 

建物      3年～15年 

機械装置    5年～13年 

工具器具備品  2年～17年 

同左 

なお、主な耐用年数は、以下のとお

りであります。 

建物      15年～26年 

機械装置          5年 

工具器具備品  2年～ 6年 

  (2)無形固定資産  (2)無形固定資産 

 ソフトウェア ソフトウェア 

 製作委託した市場販売目的のソフ

トウェア 

製作委託した市場販売目的のソフ

トウェア 

 見込販売数量に基づく償却額と

見込販売可能期間（３年）に基づ

く定額償却額のいずれか大きい額

を償却する方法 

同左 

自社利用のソフトウェア 自社利用のソフトウェア  

社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法 

同左 
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項目 
当事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

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 

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する方法に

よっております。 

同左 

 (2)賞与引当金 (2)賞与引当金 

  従業員の賞与支給に備えるため、

将来の支給見込額のうち当期の負担

額を計上しております。 

同左 

 (3)製品保証引当金 (3)製品保証引当金 

  契約上の保証期間内における当社

の瑕疵に基づく支出に充てるため、

無償サービス費の実績率に基づいて

算定した当事業年度の製品売上に対

応する金額を計上しております。 

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

の見込額に基づき、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．重要なヘッジ会計の方法 

 

①重要なヘッジ会計の方法 

金利スワップの特例処理の要件を

満たす金利スワップについては特例

処理を採用しております。 

同左 

 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 

金利スワップ 

ヘッジ対象 

変動金利建ての借入金 

同左 

 ③ヘッジ方針 

借入金利息の金利変動リスクを回

避する目的で、変動金利建ての借入

金に対して、金利スワップによる

キャッシュ・フローヘッジを行って

おります。 

同左 
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項目 
当事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

 ④ヘッジの有効性の評価方法 

 特例処理の要件の判定をもって有

効性の判断に代えております。 

 

８．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 

 

 

会計処理方法の変更 

当事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

売上計上基準の変更 ────── 

ＦＰＤ関連装置（ＬＣＤ、ＰＤＰ検査、測定、修正
装置等）など、製品の据付作業を伴うものの売上計上
について、従来は「出荷基準」によっておりました
が、当事業年度より、「据付完了基準」に変更してお
ります。 
これは、従来、製品出荷時において据付・調整作業

に要する原価を過去の実績に基づき見積りを行い、製
造原価として計上しておりましたが、近年のＦＰＤ業
界における基板サイズの大型化・高精細化により、顧
客工場への装置搬入後の据付・調整作業に係る原価の
不確実性が増してきたこと、及び、韓国・台湾のＦＰ
Ｄメーカーの台頭により海外への出荷量が増加してい
ることから、国内協力工場を出荷後、顧客工場までの
搬入に要する期間が長期化する傾向にあるといった現
状に対応し、より適切な期間損益計算を行うために変
更するものであります。 
 この結果、前事業年度と同一の基準によった場合に
比べ、売上高は670,000千円減少し、経常利益及び税
引前当期純利益は238,309千円少なく計上されており
ます。 

 

 

  

追加情報 

当事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

外形標準課税 ────── 

 「地方税法の一部を改正する法律」（平成15年法律
第９号）が平成15年３月31日に公布され、平成16年４
月１日以降に開始する事業年度より外形標準課税制度
が導入されたことに伴い、当事業年度から「法人事業
税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示に
ついての実務上の取扱い」（平成16年２月13日企業会
計基準委員会実務対応報告第12号）に従い法人事業税
の付加価値割及び資本割については、販売費及び一般
管理費に計上しております。 
 この結果、従来と比べ販売費及び一般管理費が16百
万円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利
益が同額減少しております。 
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

当前事業年度 
（平成17年３月31日） 

前事業年度 
（平成16年３月31日） 

※１．担保資産及び担保付債務 ※１．担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりであります。 担保に供している資産は次のとおりであります。

定期預金      40,000千円 定期預金      40,000千円 

外貨通知預金    10,739千円 外貨通知預金    10,569千円 

担保付債務 担保付債務 

短期借入金     500,000千円 短期借入金     500,000千円 

１年以内返済予定 

の長期借入金   125,000千円 

１年以内返済予定 

の長期借入金   250,000千円 

 長期借入金     125,000千円 

※２．授権株式数及び発行済株式数 ※２．授権株式数及び発行済株式数 
  

授権株式数 普通株式 175,903  株

発行済株式総数 普通株式 44,561.8株
  

  
授権株式数 58,622 株 

発行済株式総数  14,658.6株 
  

※３．自己株式 ※３．自己株式 

当社が保有する自己株式の数は、普通株式4.2

株であります。 

当社が保有する自己株式の数は、普通株式1.4

株であります。 

４．       ────── ４．受取手形割引高           298,702千円 

５．配当制限 ５．配当制限 

有価証券の時価評価により、純資産額が403千

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。 

有価証券の時価評価により、純資産額が1,419千

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。 

６．資本の欠損の額は848,478千円であります。 ６．資本の欠損の額は1,631,634千円であります。 
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（損益計算書関係） 

当事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３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

ています。 

※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ています。 

関係会社よりの受取利息   2,075千円 関係会社よりの受取利息   2,043千円 

※２．販売費に属する費用のおおよその割合は49％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は51％で

あります。 

※２．販売費に属する費用のおおよその割合は52％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は48％で

あります。 

主要な費目及び金額は次の通りであります。 

発送費 280,164千円 

販売手数料 400,497千円 

製品保証引当金繰入額 100,400千円 

賞与引当金繰入額 38,180千円 

給料手当 143,646千円 

減価償却費 4,191千円 

研究開発費 361,402千円 

無償サービス費 92,915千円 

  
 

主要な費目及び金額は次の通りであります。 

発送費 242,646千円 

販売手数料 244,575千円 

製品保証引当金繰入額 81,500千円 

賞与引当金繰入額 29,227千円 

給料手当 110,775千円 

減価償却費 2,653千円 

研究開発費 234,218千円 

  

  
 

※３．研究開発費の総額 ※３．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              361,402千円 

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費              234,218千円 

※４．固定資産除却損は、建物4,539千円、機械装置83

千円、工具器具備品571千円であります。 

※４．固定資産除却損は、工具器具備品729千円であり

ます。 
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（リース取引関係） 

当事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３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

額相当額及び期末残高相当額 

 
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円）

有形固定資産   

（車輌運搬具） 14,104 10,558 3,546

（工具器具備品） 3,887 2,818 1,068

無形固定資産   

（ソフトウェア） 12,558 9,211 3,347

合計 30,550 22,587 7,962

 

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額相当額及び期末残高相当額 

 
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円）

有形固定資産   

（車輌運搬具） 14,104 7,534 6,570

（工具器具備品） 3,887 2,040 1,846

無形固定資産   

（ソフトウェア） 12,558 6,699 5,859

合計 30,550 16,274 14,275

 （注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有

形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定しております。 

（注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有

形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定しております。 

(2)未経過リース料期末残高相当額 

1年内 5,438千円

1年超 2,524千円

計 7,962千円
 

(2)未経過リース料期末残高相当額 

1年内 6,313千円

1年超 7,962千円

計 14,275千円
 

(注)未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース

料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法により算定して

おります。 

(注)未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース

料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法により算定して

おります。 

(3)支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 6,313千円

減価償却費相当額 6,313千円
 

(3)支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 6,313千円

減価償却費相当額 6,313千円
 

(4)減価償却費相当額の算定方法 (4)減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 

同左 

 

 

（有価証券関係） 

当事業年度及び前事業年度において、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） 

当事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳 
  

（繰延税金資産） 

賞与引当金繰入限度超過額 26,389千円

製品保証引当金繰入超過額 40,802千円

未払事業税等 10,559千円

未払金等否認額 161,287千円

材料評価損否認額 31,951千円

退職給付引当金繰入限度超過額 3,863千円

有形固定資産除却損否認額 717千円

繰越欠損金 241,743千円

繰延税金資産小計 517,314千円

評価性引当額   △4,510千円

繰延税金資産合計 512,804千円

（繰延税金負債） 

その他有価証券評価差額金 △276千円

繰延税金負債合計 △276千円

繰延税金資産の純額  512,527千円
  

  
（繰延税金資産） 

賞与引当金繰入限度超過額 18,734千円

製品保証引当金繰入超過額 33,121千円

未払臨時特例企業税 5,739千円

ソフトウェア償却限度超過額 4,140千円

未払金等否認額 124,563千円

材料評価損否認額 2,161千円

退職給付引当金繰入限度超過額 2,531千円

有形固定資産除却損否認額 1,138千円

繰越欠損金 449,630千円

繰延税金資産合計 641,761千円

繰延税金資産から控除された額  △641,761千円

繰延税金資産の純額  －千円
  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別内訳 
 

法定実効税率 40.6％

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されない項目 3.4％

住民税均等割額 1.1％

臨時特例企業税 2.1％

評価性引当額の増減 △223.7％

その他 0.0％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △176.4％
  

 
法定実効税率 42.0％

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.7％

住民税均等割額 2.0％

臨時特例企業税 5.2％

税率変更による期末繰延税金資産の減額

修正 
△0.3％

繰延税金資産から控除された額 △39.8％

その他 △0.1％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 10.7％
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（１株当たり情報） 

当事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

  
１株当たり純資産額 84,230円71銭

１株当たり当期純利益 17,625円66銭

  

  
１株当たり純資産額 197,477円79銭

１株当たり当期純利益 9,939円69銭

  
潜在株式調整後１株当たり当期

純利益 
17,394円36銭

  

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益 
9,823円71銭

 

平成16年５月20日付けで株式１株につき３株の株式分割

を行っております。当該株式分割が前期首に行われたと

仮定した場合の１株当たりの情報については、それぞれ

以下のとおりとなります。 

 

前事業年度 
１株当たり純資産額 

65,812円64銭 
１株当たり当期純利益 

3,313円23銭 
潜在株式調整後１株当た
り当期純利益 

3,273円27銭 
 

 

 （注） １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとお

りであります。 

 
当事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 783,155 145,658

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） 783,155 145,658

期中平均株式数（株） 44,432.7 14,654.2

 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 

当期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） 590.9 173.0

（うち新株予約権） ( 590.9) ( 173.0)

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 

平成15年６月27日定時株主総会決

議 ストックオプション（新株予

約権） 普通株式567株 

 

平成12年４月24日臨時株主総会決

議 ストックオプション（旧商法

第280条の19の規定に基づく新株

引受権） 普通株式232株 

 

平成15年６月27日定時株主総会決

議 ストックオプション（新株予

約権） 普通株式219株 
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（重要な後発事象） 

当事業年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

当社は、平成17年５月16日開催の取締役会において子会社の設立を行う旨の決議をしております。 

１．新たな事業の概要及び設立の目的 

  液晶ディスプレイの基板製造装置ビジネスへの参入をはかるため 

２．設立する子会社の概要 

商 号：株式会社ブイ・イメージング・テクノロジー 

代 表 者：杉本 重人 

本 店 所 在 地：神奈川県横浜市保土ヶ谷区 

設 立 時 期：平成17年６月（予定） 

事 業 内 容：液晶ディスプレイ等の基板製造に関わる装置の開発、製造、販売 

資 本 金：４億９千万円 

発行予定株式総数：9,800株 

株 主 構 成：当社100％  

 

前事業年度（自 平成15年４月１日 至 平成16年３月31日） 

当社は、平成16年２月16日開催の取締役会において株式分割による新株式の発行を行う旨の決議をしており

ます。 

当該株式分割の内容は下記のとおりであります。 

１ 平成16年５月20日付をもって、平成16年３月31日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録

された株主並びに端株原簿に記載または記録された端株主の所有普通株式を１株につき、３株の割合

をもって分割する。 

２ 分割により増加する株式数  普通株式 29,317.2株 

３ 配当起算日 平成16年４月１日 

 

前期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合における（１株当たり情報）の各数値はそれぞれ以下のと

おりであります。 

当事業年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

 

１株当たり純資産額 65,812円64銭

１株当たり当期純利益 3,313円23銭

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益 
3,273円27銭

 

１株当たり純資産額 62,444円30銭

１株当たり当期純利益 1,976円69銭

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益 
1,975円58銭

 

 

 

役員の異動 

  該当事項はありません。 




