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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 

 

17 年 12 月期 

16 年 12 月期 

      百万円    ％

      12,357    （8.5）

  11,391  （△0.8）

         百万円    ％

        1,090    (10.7) 

          985    (△9.5)

           百万円    ％

           1,206     (14.7) 

           1,051     (△4,1)

                                                                                        
 

当期純利益 
１株当たり 

当期純利益 

潜在株式調整後

１ 株 当 た り       

当 期 純 利 益       

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      

 

17 年 12 月期 

16 年 12 月期 

  百万円  ％ 

   675 (125.6) 

   299 (368.8) 

   円    銭

135    91 

 60    23 

   円    銭

135   63  

 60   12 

         ％

       8.8 

      4.1 

        ％ 

       10.6 

      10.4 

          ％

       9.8 

       9.2    

 （注）1．期中平均株式数      17 年 12 月期     4,970,000 株      16 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。 

     

（２）配 当 状 況                                                                             

   １ 株 当 た り 年 間 配 当 金                   

 中  間 期  末 

配当金総額

（年 間） 
配当性向 

株主資本 

配 当 率     

 

17 年 12 月期 

16 年 12 月期 

      円   銭 

     40   00 

      40   00 

    円   銭

     20   00 

      20   00 

    円   銭

     20   00 

      20  00 

      百万円

   198 

   198 

         ％ 

   29.4 

   66.4 

           ％

       2.5 

       2.7 

   

（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 

 

17 年 12 月期 

16 年 12 月期 

       百万円 

          12,044 

          10,794 

           百万円

           7,885 

 7,408 

                ％ 

               65.5 

               68.6 

        円    銭

       1,586    56 

       1,490    58 

（注）1．期末発行済株式数  17 年 12 月期  4,970,000 株     16 年 12 月期  4,970,000 株  

2．期末自己株式数      17 年 12 月期           － 株      16 年 12 月期         － 株   

   

２．平成 18 年 12 月期の業績予想（平成 18 年 1 月 1 日～平成 18 年 12 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  

 

 中 間 期      

 通 期      

      百万円 

    6,200 

 12,700 

      百万円

      490  

    1,150  

      百万円

    230 

     600 

   円   銭

    20  00 

         － 

   円   銭 

         － 

    20  00 

      円  銭

        － 

   ４0   00 

 （参考）１株当たり予想当期純利益（通期）120 円 72 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 16 年 12 月 31 日) 

当事業年度 

(平成 17 年 12 月 31 日) 科目 

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  448,117 813,137  365,019

２．受取手形      （注）5  707,232 737,777  30,544

３．売掛金        （注）3  1,825,799 1,985,975  160,175

４．原材料  111,214 142,224  31,010

５．貯蔵品  8,668 10,617  1,948

６．前払費用  138,760 134,243  △4,516

７．繰延税金資産  69,498 60,029  △9,468

８．その他  33,404 98,213  64,808

９．貸倒引当金  △112,176 △69,679  42,496

    流動資産合計  3,230,520 30.0 3,912,538 32.5 682,018

Ⅱ 固定資産    

（１）有形固定資産     

１．建物       （注）1.6 1,648,545 1,658,808   

    減価償却累計額（注）7 572,895 1,075,649 583,745 1,075,063  △586

２．構築物      （注）1 6,836 7,624   

    減価償却累計額 3,352 3,484 4,362 3,261  △222

３．機械装置       2,843,934 4,238,041   

    減価償却累計額 1,139,358 1,704,575 1,406,303 2,831,737  1,127,161

４．車両運搬具 27,289 28,729   

    減価償却累計額 23,877 3,411 25,372 3,357  △54

５．工具器具備品  446,421 483,544   

    減価償却累計額 298,398 148,023 357,235 126,308  △21,714

６．土地       （注）1.6  2,701,113 2,247,407  △453,706

    有形固定資産合計  5,636,257 52.2 6,287,136 52.2 650,878

（２）無形固定資産    

１．借地権  28,738 28,738  －

 ２．ソフトウェア  104,632 136,104  31,472

 ３．電話加入権  18,963 18,963  －

無形固定資産合計  152,333 1.4 183,806 1.5 31,472

（３）投資その他の資産    

 １．投資有価証券  164,000 237,129  73,129

２．関係会社株式  416,062 416,062  －

３．出資金  150,069 －  △150,069

４．破産債権・更生債権等  82,553 33,240  △49,313

５．長期前払費用  1,487 105  △1,381

６．繰延税金資産  72,724 46,166  △26,557

７．敷金・保証金  790,185 782,600  △7,584

８．保険積立金  159,775 173,123  13,348

９．その他  21,098 6,127  △14,970

10．貸倒引当金  △82,553 △33,240  49,313

    投資その他の資産合計  1,775,401 16.4 1,661,316 13.8 △114,085

    固定資産合計  7,563,992 70.0 8,132,258 67.5 568,266

資産合計  10,794,512 100.0 12,044,797 100.0 1,250,284
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                                                                  （単位：千円） 

前事業年度 

（ 平成 16 年 12 月 31 日 ） 

当事業年度 

（ 平成 17 年 12 月 31 日 ） 

 

 

科目 

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 195,991 260,609  64,618

２．短期借入金            （注）1 2,100,000 2,400,000  300,000

３．1 年以内返済予定長期借入金（注）1 147,800 4,400  △143,400

  ４．未払金 192,632 676,197  483,564

  ５．未払費用 229,107 198,829  △30,277

６．未払法人税等 206,544 303,938  97,394

７．未払消費税等 51,880 48,478  △3,401

８．賞与引当金 41,500 43,000  1,500

９．その他 113,415 118,316  4,900

   流動負債合計 3,278,871 30.4 4,053,770 33.6 774,899

Ⅱ  固定負債   

１．長期借入金            （注）1 4,400 －  △4,400

２．役員退職慰労引当金 70,710 71,890  1,180

３．預り保証金 4,960 4,960  －

４．リース資産減損勘定 27,415 28,974  1,559

   固定負債合計 107,485 1.0 105,824 0.9 △1,660

負債合計 3,386,356 31.4 4,159,595 34.5 773,238

   

 （資本の部 ）   

Ⅰ 資本金                   （注）2 1,257,100 11.6 1,257,100 10.4 －

Ⅱ 資本剰余金   

１．資本準備金 1,315,700 1,315,700   

資本剰余金合計 1,315,700 12.2 1,315,700 10.9 －

Ⅲ 利益剰余金   

１．利益準備金 108,629 108,629   

２．任意積立金   

     別途積立金 4,460,000 4,560,000   

３．当期未処分利益 251,464 628,143   

利益剰余金合計  4,820,093 44.7 5,296,772 44.0 476,678

Ⅳ その他有価証券評価差額金 15,262 0.1 15,629 0.2 366

   資本合計 7,408,156 68.6 7,885,202 65.5 477,045

負債資本合計 10,794,512 100.0 12,044,797 100.0 1,250,284
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（２） 損益計算書                                                              
                           (単位：千円) 

前事業年度 

（自 平成 16 年 1 月  1 日 

至 平成 16 年 12 月 31 日）

当事業年度 

（自 平成 17 年  1 月 1 日 

 至 平成 17 年 12 月 31 日） 
科目 

金額 百分比 金額 百分比 

 

増減金額

 

     ％      ％  

Ⅰ  売上高   

１．売上高 11,369,121 12,357,040   

２．不動産賃貸収入 22,357 11,391,478 100.0 － 12,357,040 100.0 965,561

Ⅱ  売上原価    

１．売上原価 8,101,264 8,769,107   

２．不動産賃貸原価 6,603 8,107,867 71.2 － 8,769,107 71.0 661,239

     売上総利益 3,283,610 28.8 3,587,933 29.0 304,322

Ⅲ  販売費及び一般管理費（注）1 2,298,565 20.1 2,497,719 20.2 199,154

     営業利益 985,045 8.7 1,090,213 8.8 105,167

Ⅳ  営業外収益   

  １．受取利息及び配当金 2,525 2,628   

  ２．出資金運用収益 14,942 32,366   

３．事務受託手数料  （注）2 12,000 12,000   

４．仕入割引 14,574 14,125   

５．営業外地代家賃収入 19,260 19,407   

  ６．その他 32,732 96,034 0.8 50,352 130,881 1.1 34,846

Ⅴ  営業外費用   

  １．支払利息 12,907 8,737   

 ２．休止固定資産減価償却費 3,574 －   

３．営業外地代家賃 7,423 574   

 ４．その他 5,420 29,325 0.3 5,532 14,844 0.1 △14,481

     経常利益 1,051,754 9.2 1,206,250 9.8 154,496

Ⅵ  特別利益        

１．固定資産売却益    （注）3 － 4,546   

２．過年度電気料返戻金 6,380 6,380 0.1 22,318 26,865 0.2 20,484

Ⅶ  特 別 損 失        

１．固定資産売却損    （注）4 337,878 19,380   

２．固定資産除却損    （注）5 162,571 17,354   

３．投資有価証券評価損 － 63,999   

４．減損損失     （注）6 51,860 21,007   

５．リース解約金 － 23,016   

６．割増退職金 22,936 575,247 5.1 － 144,758 1.2 △430,489

税引前当期純利益 482,887 4.2 1,088,357 8.8 605,469

法人税、住民税及び事業税 207,049 1.8 377,088 3.0 170,039

  法人税等調整額 △23,516 △0.2 35,790 0.3 59,306

当期純利益 299,355 2.6 675,478 5.5 376,123

  前期繰越利益 51,509 52,064  555

  中間配当額 99,400 99,400  －

  当期未処分利益 251,464 628,143  376,678
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 （３）利益処分案    

（単位：千円） 

前事業年度 

（自 平成 16 年  1 月 1 日 

  至 平成 16 年 12 月 31 日）

当事業年度 

（自 平成 17 年 1 月 1 日 

  至 平成 17 年 12 月 31 日） 科目 

金額 金額 

増減金額 

Ⅰ 当期未処分利益    251,464 628,143 376,678

Ⅱ 利益処分額    

１．配当金 99,400 99,400  

２．任意積立金   

    別途積立金 100,000 199,400 450,000 549,400 350,000

Ⅲ次期繰越利益  52,064 78,743 26,678

（注）１．平成 16 年 9月 24 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。 

   ２．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。  
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重要な会計方針 

項目 

前事業年度 

（自 平成 16 年 １月 １日 

  至 平成 16 年 12 月 31 日） 

当事業年度 

（自 平成 17 年 １月 １日 

  至 平成 17 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 

        同左     

  

 

 

（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．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 16 年 １月 １日 

  至 平成 16 年 12 月 31 日） 

当事業年度 

（自 平成 17 年 １月 １日 

  至 平成 17 年 12 月 31 日） 

５．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 

６．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）ヘッジ会計の方法 

      同左 

 

        

（２）ヘッジ手段とヘッジ対象 

    同左 

 

 

（３）ヘッジ方針 

     同左 

 

 

 

（４）ヘッジ有効性評価の方法 

    同左 

（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

（16,893千円）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

（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。 

７．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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会計方針の変更 

項目 

前事業年度 

（自 平成 16 年 １月 １日 

  至 平成 16 年 12 月 31 日） 

当事業年度 

（自 平成 17 年 １月 １日 

  至 平成 17 年 12 月 31 日） 

 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」（「固

定資産の減損に係る会計基準の設定に関す

る意見書」（企業会計審議会 平成 14 年８

月９日））及び「固定資産の減損に係る会計

基準の適用指針」（企業会計基準委員会

平成15年 10月 31日 企業会計基準適用指

針第６号）が平成 16 年３月 31 日に終了す

る事業年度に係る計算書類に適用できるこ

とになったことに伴い、当期から同会計基

準及び同適用指針を適用しております。こ

れにより税引前当期純利益が 51,860 千円

減少しております。 

 ――――― 

 

表示方法の変更 
前事業年度 

（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

（貸借対照表） 
  前事業年度までは独立科目で掲記していた未収入金

（当期末残高1,078千円）は、金額が僅少となったため、
流動資産の「その他」に含めて表示することに変更いた
しました。 

（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 千円含であります。 

 

（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。 

 

追加情報 

前事業年度 
（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17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 16 年 12 月 31 日現在） 

当事業年度 

（平成 17 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           739,913 千円

構築物          3,484 千円

土地         1,302,159 千円

計          2,045,556 千円

（２）上記に対応する債務 

長期借入金          4,400 千円

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 
147,800 千円

 

 

 

 

 

 

 １年以内返済予定 

長期借入金 
4,400 千円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計           152,200 千円  

 

 

 

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         39,167 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 

15,262 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）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、34,475 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）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）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。  

建物             4,319 千円

            土地            10,458 千円

計           14,777 千円

 

 

 

 

建物             4,008 千円

            土地            10,458 千円

計           14,466 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）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。 
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（損益計算書関係） 

前事業年度 

（自 平成 16 年 １月 １日 

  至 平成 16 年 12 月 31 日） 

当事業年度 

（自 平成 17 年 １月 １日 

  至 平成 17 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 76％であり、一般管理費に

属する費用のおおよその割合は 24％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 

貸倒引当金繰入額 

 

210,052 千円

82,340 千円

7,020 千円

915,968 千円

41,500 千円

236,015 千円

94,398 千円

31,791 千円

60,461 千円

119,406 千円

65,183 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 

 

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

 

（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 

430,934 千円

12,000 千円

4,800 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）３．固定資産売却益の内訳 

     ───── 

  

（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）４．固定資産売却損  

建物             87,127 千円 

       機械装置             54,038 千円 

      土地           196,713 千円 

          計               337,878 千円 

              ＊このうち関係会社に対するものは

           283,840 千円です。 

 

 

 

 

 

（注）４．固定資産売却損  

       機械装置             19,380 千円

         計                 19,380 千円

            

 

 

 

（注）５．固定資産除却損の内訳 

建物                1,640 千円 

       機械装置            154,682 千円 

      車両運搬具          85 千円 

        工具器具備品        5,964 千円 

            ソフトウェア        198 千円 

              計              162,571 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
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前事業年度 

（自 平成 16 年 １月 １日 

  至 平成 16 年 12 月 31 日） 

当事業年度 

（自 平成 17 年 １月 １日 

  至 平成 17 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 

建物・土地 茨城県石岡市 
遊休 

資産 
リ ー ス 資 産

（機械装置） 

茨城県 

小川倉庫 

    （経過） 

      建物・土地については、時価の著しい下落

により今後売却損が発生することが予想され

るため、また、リース資産については、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） 

      減損損失の内訳は、建物・土地23,505千円

及びリース資産28,355千円であります。 

    （グルーピングの方法） 

      印刷関連事業の用に供している不動産等に

ついては、印刷関連事業等全体でひとつの資

産グループとしております。また、不動産賃

貸事業及び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、建

物・土地については不動産鑑定評価額を基に評

価しております。 

（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） 

      正味売却価額を使用し、市場性がないため、

０円と評価しております。 
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（リース取引関係） 
前事業年度 

（自 平成 16 年 １月 １日 

  至 平成 16 年 12 月 31 日） 

当事業年度 

（自 平成 17 年 １月 １日 

  至 平成 17 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 

2,389,847 1,344,145 28,355 1,017,346

工具器
具備品 

710,921 513,221 － 197,699

ソフト
ウェア 

9,611 4,597 － 5,014

その他 25,508 18,517 － 6,991

合 計 3,135,889 1,880,481 28,355 1,227,052 

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 

 （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                    564,241 千円 

          １ 年 超                    787,159 千円 

              計                    1,351,400 千円 

    リース資産減損勘定残高     27,415 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                723,557 千円 

     リース資産減損勘定の取崩額       －千円 

          減価償却費相当額            638,542 千円 

          支払利息相当額               78,539 千円 

     減損損失              28,355 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                    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 

   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             3,648 千円 

          計                 5,157 千円 

 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 16 年１月１日 至平成 16 年 12 月 31 日）及び当事業年度（自 平成 17 年１月１日 至平成 

 17 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 16 年 12 月 31 日現在） 

当事業年度 

（平成 17 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                    20,420 

未払事業所税否認                   9,007 

未払費用                      18,613 

貸倒引当金繰入限度超過額           2,719 

賞与引当金損金算入限度超過額      18,738 

繰延税金資産（流動）合計          69,498 

 

（固定の部） 

繰延税金資産 

役員退職慰労引当金否認            28,778 

貸倒引当金繰入限度超過額          32,140 

減損損失否認                      21,107 

出資金運用損益否認            8,048 

繰延税金資産（固定）合計        90,075 

 

 

    繰延税金負債 

      その他有価証券評価差額        △10,475 

      前払年金費用           △6,875 

繰延税金負債（固定）合計        △17,350 

 

繰延税金資産の純額             72,724 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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

 

 

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                 42.1％ 

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.3％ 

住民税均等割                        2.4％ 

IT 投資促進税制による税額控除    △6.2％ 

その他                        △0.6％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率  38.0％ 

 

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％
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（１株当たり情報）                                                            
前事業年度 

（自 平成 16 年 １月 １日 

  至 平成 16 年 12 月 31 日） 

当事業年度 

（自 平成 17 年 １月 １日 

  至 平成 17 年 12 月 31 日） 

１株当たり純資産額          1,490 円 58 銭 

１株当たり当期純利益           60 円 23 銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益  60 円 12 銭 

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 

（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。なお、希薄化効果を有しない潜在株式はありません。     

                       

 前事業年度 

（自 平成 16 年 １月 １日 

  至 平成 16 年 12 月 31 日）

当事業年度 

（自 平成 17 年 １月 １日 

  至 平成 17 年 12 月 31 日）

１株当たり当期純利益金額 

当期純利益（千円） 299,355 675,478

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） 299,355 675,478

普通株式の期中平均株式数（株） 4,970,000 4,970,000

 

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） 9,449 10,170

（うち、旧商法第 280 条の 19 第２項の規定に

基づく新株引受権） 
        （9,449）         （10,170） 

               

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 18 年 3月 29 日付予定） 

     新任取締役候補 

      取締役 鈴 木  俊 郎     （現 当社営業推進本部長） 

 

 

 


	表示方法の変更

