
 (財)財務会計基準機構会員  

 平成１７年１２月期   個別財務諸表の概要      平成１８年２月２１日 
 
  上 場 会 社 名 多木化学株式会社          上場取引所     大阪第１部・福岡 
  コ ー ド 番 号 ４０２５                            本社所在都道府県 兵庫県 
  (ＵＲＬ http://www.takichem.co.jp/) 
  代 表 者  役職名  取締役社長  氏名  多木 隆元 
  問 合 せ 先 責 任 者  役職名  常務取締役  氏名  宮崎 秀雄     ＴＥＬ （０７９４）３７－６００２ 
  決算取締役会開催日   平成18年 2月21日        中間配当制度の有無   無 
定時株主総会開催日   平成18年 3月30日       配当支払開始予定日   平成18年 3月31日 
単元株制度採用の有無  有(１単元 1,000株) 
  

  １ １７年１２月期の業績（平成17年1月1日～平成17年12月31日） 

  (1)経営成績                              (注)百万円未満を切捨表示している。 

  

 

 
売 上 高 営業利益 経常利益 

 

             百万円  ％            百万円  ％             百万円  ％  

 17年12月期        20,136   (    4.2)        1,286   (   18.3)         1,200   (   14.2)  

 16年12月期        19,333   (    3.4)        1,087   (   43.1)         1,050   (   49.9)  
 
 １株当たり       潜 在 株 式 調 整 後       株 主 資 本      総 資 本      売 上 高       

 

 
当 期 純 利 益 

当期純利益       1株当たり当期純利益       当 期 純 利 益 率      経常利益率 経常利益率  

        百万円     ％      円   銭       円   銭         ％         ％         ％  

 17年12月期    755      (  1.9)   31    58      －    5.4     3.8     6.0  

 16年12月期    741      ( 60.4)   30    84      －    6.1     3.6     5.4  

   (注)①期中平均株式数 17年12月期 23,295,449 株  16年12月期 23,525,810 株 
          ②会計処理の方法の変更 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 
 
  (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12月期  10   00      -    -     10   00     230    31.7       1.5  

 16年12月期   8   00      -    -      8   00     187    25.9       1.5  

(注)  配当金の内訳   17年12月期  普通配当 8円  記念配当 2円 

16年12月期  普通配当 8円 

  (3)財政状態  

 １ 株 当 た り          

 

 
総 資 産         株 主 資 本         株 主 資 本 比 率         

株 主 資 本          

            百万円             百万円                 ％           円    銭  

 17年12月期       33,569       15,369         45.8        658    92  

 16年12月期       30,128       12,757         42.3        543    52  

   (注)①期末発行済株式数 17年12月期 23,055,954 株  16年12月期 23,442,412 株 
          ②期末自己株式数  17年12月期    590,970 株   16年12月期    204,512 株 
               
  ２ 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      

           百万円          百万円        百万円     円   銭     円   銭     円   銭  

    中間期     10,700        900      600    -    -    -    -    -    -  

    通 期     20,200      1,100      750    -    - 10   00   10   00  

   (参考)１株当たり予想当期純利益(通期) 31 円 66 銭 

(注) 18年12月期の業績予想につきましては、様々な不確定要素が内在しており、実際の業績は上記金額と 

   異なる可能性があります。なお、上記業績予想に関連する事項につきましては、添付資料の連結の６ 

ページを参照してください。
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［１］財務諸表等 

(1)貸借対照表 

  
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） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）        

Ⅰ 流動資産        

１．現金及び預金   1,460   1,246  

２．受取手形 (＊5)  1,676   1,756  

３．売掛金 (＊2)  4,473   4,641  

４．製品   1,667   1,716  

５．半製品   354   338  

６．販売用不動産   89   89  

７．原材料   782   809  

８．仕掛品   127   149  

９．貯蔵品   92   90  

10．前払費用   30   38  

11．繰延税金資産   284   282  

12．短期貸付金 (＊2)  965   746  

13．未収入金 (＊2)  187   157  

14．その他   75   43  

貸倒引当金   △112   △142  

流動資産合計   12,156 40.3  11,963 35.6 

Ⅱ 固定資産        

１．有形固定資産        

(1）建物 (＊1) 10,949   10,986   

減価償却累計額  6,121 4,827  6,370 4,616  

(2）構築物  2,526   2,555   

減価償却累計額  1,973 552  2,035 519  

(3）機械及び装置  10,543   10,611   

減価償却累計額  8,362 2,181  8,505 2,106  

(4）車両及びその他の陸上
運搬具 

 150   149   

減価償却累計額  129 21  130 19  
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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） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

(5）工具器具及び備品  1,502   1,354   

減価償却累計額  1,223 279  1,065 289  

(6）土地 (＊1)  2,802   2,810  

(7）建設仮勘定   63   49  

有形固定資産合計   10,728 35.7  10,411 31.0 

２．無形固定資産        

(1）ソフトウェア   336   328  

(2）水道施設利用権等   60   52  

無形固定資産合計   397 1.3  381 1.2 

３．投資その他の資産        

(1）投資有価証券 (＊1)  6,061   10,028  

(2）関係会社株式   281   291  

(3）出資金   6   6  

(4）従業員長期貸付金   0   －  

(5）更生債権等   7   5  

(6）長期前払費用   60   43  

(7）入会金   123   110  

(8）その他   337   342  

貸倒引当金   △32   △14  

投資その他の資産合計   6,845 22.7  10,812 32.2 

固定資産合計   17,971 59.7  21,605 64.4 

資産合計   30,128 100.0  33,569 100.0 
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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） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）        

Ⅰ 流動負債        

１．買掛金 (＊2)  2,928   3,333  

２．短期借入金 (*1,2)  1,907   1,469  

３．１年以内に返済予定の 
長期借入金 

(＊1)  521   161  

４．未払金 (＊2)  1,058   1,122  

５．未払費用   21   20  

６．未払法人税等   199   291  

７．未払消費税等   31   58  

８．前受金   80   76  

９．預り金   737   745  

10．その他   18   11  

流動負債合計   7,503 24.9  7,291 21.7 

Ⅱ 固定負債        

１．長期借入金 (＊1)  321   340  

２．繰延税金負債   1,239   2,783  

３．退職給付引当金   2,215   2,158  

４．役員退職給与引当金   322   304  

５．預り保証金 (＊1)  5,768   5,320  

固定負債合計   9,867 32.8  10,907 32.5 

負債合計   17,371 57.7  18,199 54.2 
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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） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（資本の部）        

Ⅰ 資本金 (＊3)  2,147 7.1  2,147 6.4 

Ⅱ 資本剰余金        

１．資本準備金  1,217   1,217   

２．その他資本剰余金        

自己株式処分差益  0   0   

資本剰余金合計   1,217 4.0  1,217 3.6 

Ⅲ 利益剰余金        

１．利益準備金  368   368   

２．任意積立金        

配当平均積立金  300   300   

固定資産圧縮積立金  1,115   1,091   

特別償却準備金  32   27   

別途積立金  4,337   4,837   

３．当期未処分利益  1,054   1,135   

利益剰余金合計   7,207 23.9  7,759 23.1 

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

  2,252 7.5  4,509 13.5 

Ⅴ 自己株式 (＊4)  △68 △0.2  △264 △0.8 

資本合計   12,757 42.3  15,369 45.8 

負債・資本合計   30,128 100.0  33,569 100.0 
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(2)損益計算書 

  
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） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   19,333 100.0  20,136 100.0 

Ⅱ 売上原価   13,338 69.0  14,107 70.1 

   売上総利益   5,995 31.0  6,028 29.9 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 (*1,2)  4,907 25.4  4,741 23.5 

営業利益   1,087 5.6  1,286 6.4 

Ⅳ 営業外収益        

１．受取利息  19   19   

２．受取配当金  59   65   

３．貸倒引当金戻入額  7   －   

４．関係会社業務受託料  12   12   

５．生命保険金受入益  20   －   

６．その他  51 170 0.9 35 133 0.7 

Ⅴ 営業外費用        

１．支払利息  85   89   

２．売上割引  1   1   

３．固定資産除却損等  82   93   

４．貸倒引当金繰入額  5   －   

５．廃棄物処理費  23   20   

６．その他  8 207 1.1 14 219 1.1 

経常利益   1,050 5.4  1,200 6.0 

税引前当期純利益   1,050 5.4  1,200 6.0 

法人税、住民税及び事業
税 

 388   441   

法人税等調整額  △78 309 1.6 3 444 2.2 

当期純利益   741 3.8  755 3.8 

前期繰越利益   309   379  

合併による未処分利益
受入額 

  3   －  

当期未処分利益   1,054   1,135  
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(3)利益処分案 

  
前事業年度 

株主総会承認年月日 
（平成17年３月30日） 

当事業年度 
株主総会承認年月日 
（平成18年３月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 当期未処分利益   1,054  1,135 

Ⅱ 任意積立金取崩額      

固定資産圧縮積立金取
崩額 

 23  22  

特別償却準備金取崩額  5 28 5 28 

合計   1,083  1,163 

Ⅲ 利益処分額      

１．配当金  187  230  

２．役員賞与金 
（うち監査役分） 

 
16 
（2） 

 
20 
（2） 

 

３．任意積立金      

別途積立金  500 703 500 750 

Ⅳ 次期繰越利益   379  413 
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(4)財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 
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） 

(イ)子会社株式及び関連会社株式 (イ)子会社株式及び関連会社株式 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 

 (ロ)その他有価証券 (ロ)その他有価証券 

 ① 時価のあるもの ① 時価のあるもの 

  期末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

り処理し、売却原価は移動平均法に

より算定しております） 

同左 

 ② 時価のないもの ② 時価のないもの 

  移動平均法による原価法 同左 

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

  

製品、半製品、原材料、

仕掛品、貯蔵品 

 総平均法に基づく原価法  同左 

販売用不動産  個別法に基づく原価法  同左 

３．固定資産の減価償却の方

法 

  

有形固定資産 定率法 

 ただし、賃貸ビル関係資産及び平成10

年４月１日以降新規取得建物（附属設備

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

あります。 

建物           15～39年 

機械及び装置       10～12年 

同左 

無形固定資産 定額法 

 なお、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）

に基づいております。 

同左 

４．引当金の計上基準   

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

収可能性を検討し、回収不能見込額を計

上しております。 

 同左 
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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） 

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、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。 

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。 

退職金制度改訂に伴い発生した過去勤

務債務は、その発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数（５年）に

よる定額法により費用処理しておりま

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、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。 

役員退職給与引当金  役員の退職慰労金の支出に備えるもの

で、内規に基づく期末要支給額を計上し

ております。 

 同左 

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．消費税及び地方消費税の

会計処理の方法 

 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） ────── 

１．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）が平成16年12月31日に

終了する事業年度に係る財務諸表から適用できること

になったことに伴い、当事業年度から同会計基準及び

同適用指針を適用しております。これによる税引前当

期純利益に与える影響はありません。 

 

 

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） 

────── 

 

 

 

 

（損益計算書関係） 

前事業年度まで区分掲記しておりました「貸倒引当金

戻入額」（当会計期間は1百万円）は、営業外収益の総額

の100分の10以下となったため、営業外収益の「その他」

に、「貸倒引当金繰入額」（当会計期間は0百万円）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） 

────── （法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上

の表示方法） 

実務対応報告第12号「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」（企業会計基準委員会 平成16年２月13日）に基づ

き、当事業年度から法人事業税のうち、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」に含めて

表示しております。なお、当事業年度の「販売費及び一

般管理費」に含まれる事業税は26百万円であります。 

 事業税のうち、所得割については、前事業年度と同様

「法人税、住民税及び事業税」に含めて表示しておりま

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） 

当事業年度 
（平成17年12月31日） 

１．（＊１）下記の資産については次のとおり担保に供

しております。 

１．（＊１）下記の資産については次のとおり担保に供してお

ります。 

  

担保に供している資産 担保付債務 

担保権の
種類 

種類 
金額 

（百万円） 
内容 

金額 
（百万円） 

建物 499 長期借入金 81 

土地 188 
１年以内に返
済予定の長期
借入金 

11 
工場財団
抵当権 

計 687 計 92 

長期借入金 115 

１年以内に返
済予定の長期
借入金 

250 根抵当権 上記工場財団 

計 365 

建物 3,281 預り保証金 3,722 

土地 107 
１年以内に返
済予定の預り
保証金 

470 抵当権 

計 3,389 計 4,192 

短期借入金 1,500 

長期借入金 125 
投資有価証券 3,177 

１年以内に返
済予定の長期
借入金 

260 
質権 

計 3,177 計 1,885 

合計 7,254 合計 6,535 

  

  

担保に供している資産 担保付債務 

担保権の
種類 

種類 
金額 

（百万円） 
内容 

金額 
（百万円） 

建物 457 長期借入金 70 

土地 188 
１年以内に返
済予定の長期
借入金 

11 
工場財団
抵当権 

計 646 計 81 

長期借入金 135 

１年以内に返
済予定の長期
借入金 

70 根抵当権 上記工場財団 

計 205 

建物 3,121 預り保証金 3,251 

土地 107 
１年以内に返
済予定の預り
保証金 

470 抵当権 

計 3,228 計 3,722 

短期借入金 1,030 

長期借入金 135 
投資有価証券 5,301 

１年以内に返
済予定の長期
借入金 

80 
質権 

計 5,301 計 1,245 

合計 9,176 合計 5,253 

  

２．偶発債務 ２．偶発債務 

 被保証先の銀行借入金及び取引上の債務に対し、次

のとおり債務保証（連帯保証）を行っております。 

 被保証先の銀行借入金及び取引上の債務に対し、次

のとおり債務保証（連帯保証）を行っております。 
 

被保証先 保証先 
保証金額 
（百万円） 

しき島商事㈱ 
㈱ジャパンエナ
ジー 

(注) 102 

従業員（5人） 近畿労働金庫 13 

計 115 

  

 

被保証先 保証先 
保証金額 
（百万円） 

しき島商事㈱ 
㈱ジャパンエナ
ジー 

(注) 184 

従業員（4人） 近畿労働金庫 12 

計 196 

  
（注）仕入契約に係る債務に対する取引保証であります。 （注）仕入契約に係る債務に対する取引保証であります。 
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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） 

３．（＊２）関係会社に係るものに関する注記 ３．（＊２）関係会社に係るものに関する注記 

 個別に掲記したものを除く関係会社に対する資産、

負債は下記のとおりであります。 

 個別に掲記したものを除く関係会社に対する資産、

負債は下記のとおりであります。 
 

売掛金 384百万円  

短期貸付金 965百万円  

未収入金 47百万円  

買掛金 131百万円  

短期借入金 357百万円  

未払金 3百万円  
  

 
売掛金 405百万円

短期貸付金 746百万円

未収入金 57百万円

買掛金 34百万円

短期借入金 389百万円

未払金 4百万円
   

４．（＊３）授権株数    普通株式 76,000千株

    発行済株式総数 普通株式 23,646千株
  

 
４．（＊３）授権株数    普通株式 76,000千株

    発行済株式総数 普通株式 23,646千株
  

５．（＊４）自己株式 ５．（＊４）自己株式 

 当社が保有する自己株式の数は、普通株式204千株で

あります。 

 当社が保有する自己株式の数は、普通株式590千株で

あります。 

６．（＊５）期末日満期手形の会計処理については、当

期の末日は金融機関の休業日でありましたが、満期日

に決済されたものとして処理しており、その金額は、

次のとおりであります。 

６．（＊５）期末日満期手形の会計処理については、当

期の末日は金融機関の休業日でありましたが、満期日

に決済されたものとして処理しており、その金額は、

次のとおりであります。 
 

受取手形 255百万円
  

 
受取手形 264百万円

  
７．配当制限 ７．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2,252百万円

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4,509百万円

であります。 
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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） 

１．（＊１）販売費と一般管理費に属する費用のおよそ

の割合は販売費67％、一般管理費33％であります。 

 また、販売費及び一般管理費に属する費用の主なも

のは下記のとおりであります。 

１．（＊１）販売費と一般管理費に属する費用のおよそ

の割合は販売費68％、一般管理費32％であります。 

 また、販売費及び一般管理費に属する費用の主なも

のは下記のとおりであります。 
 

発送費 1,944百万円  

役員報酬 172  

給料及び手当 1,027  

役員退職給与引当金繰入額 29  

退職給付引当金繰入額 100  

交際費 48  

旅費交通費・通信費 175  

減価償却費 97  

用役費 132  

研究開発費 528  
  

 
発送費 1,940百万円

役員報酬 175 

給料及び手当 1,019 

役員退職給与引当金繰入額 30 

退職給付引当金繰入額 86 

交際費 46 

旅費交通費・通信費 172 

減価償却費 129 

用役費 121 

研究開発費 493 
  

 なお、上記研究開発費の内訳の主なものは、給料及

び手当267百万円、退職給付引当金繰入額25百万円、減

価償却費45百万円であります。 

 なお、上記研究開発費の内訳の主なものは、給料及

び手当265百万円、退職給付引当金繰入額19百万円、減

価償却費38百万円であります。 

２．（＊２）研究開発費の総額 ２．（＊２）研究開発費の総額 
 

販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費 

 528百万円
  

 
販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費 

 493百万円
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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）借手側 (1）借手側 

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 

(イ)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 

(イ)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） 

工具器具備品 26 24 2 

合計 26 24 2 

  

 

 
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） 

工具器具備品 5 4 0 

合計 5 4 0 

  
 なお、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。 

 なお、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。 

(ロ)未経過リース料期末残高相当額 (ロ)未経過リース料期末残高相当額 
 

１年内 2百万円

１年超 0百万円

合計 2百万円
  

 
１年内 0百万円

１年超 －百万円

合計 0百万円
  

 なお、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。 

 なお、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。 

(ハ)支払リース料及び減価償却費相当額 (ハ)支払リース料及び減価償却費相当額 
 

支払リース料 5百万円

減価償却費相当額 5百万円
  

 
支払リース料 1百万円

減価償却費相当額 1百万円
  

(ニ)減価償却費相当額の算定方法 (ニ)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。 

 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。 

② オペレーティング・リース取引 ② オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 未経過リース料 
 

１年内 33百万円

１年超 69百万円

合計 102百万円
  

 
１年内 32百万円

１年超 36百万円

合計 69百万円
  

(2）貸手側 (2）貸手側 

オペレーティング・リース取引 オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 未経過リース料 
 

１年内 844百万円

１年超 3,340百万円

合計 4,185百万円
  

 
１年内 826百万円

１年超 2,380百万円

合計 3,206百万円
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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） 

当事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

 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。 

 同左 

 

（税効果会計関係） 

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） 

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 

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 
 

（百万円）

繰延税金資産  

退職給付引当金及び役員退職給与
引当金繰入限度超過額 

903 

たな卸資産評価損否認額 218 

投資有価証券評価損否認額 88 

その他 139 

繰延税金資産合計 1,349 

  

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 1,539 

固定資産圧縮積立金 746 

その他 18 

繰延税金負債合計 2,304 

繰延税金負債の純額 955 
  

 
（百万円）

繰延税金資産  

退職給付引当金及び役員退職給与
引当金繰入限度超過額 

923 

たな卸資産評価損否認額 193 

投資有価証券評価損否認額 98 

その他 134 

繰延税金資産小計 1,349 

評価性引当金 △23 

繰延税金資産合計 1,326 

  

繰延税金負債  

その他有価証券評価差金 3,082 

固定資産圧縮積立金 730 

その他 14 

繰延税金負債合計 3,828 

繰延税金負債の純額 2,501 
  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異がある時の、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異がある時の、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳 
 
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 

1.9％

受取配当金等永久に益金に算入さ
れない項目 

△1.7％

均等割税額 1.1％

研究開発減税等の特別税額控除 △7.1％

被合併会社の繰越欠損金使用額 △8.3％

その他 1.5％

税効果会計適用後の法人税等負担率 29.4％
  

 
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 

1.5％

受取配当金等永久に益金に算入さ
れない項目 

△1.4％

均等割税額 1.0％

研究開発減税等の特別税額控除 △6.6％

その他 1.9％

税効果会計適用後の法人税等負担率 37.0％
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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） 

 
１．１株当たり純資産額 543円52銭  

２．１株当たり当期純利益金額 30円84銭  
  

 
１．１株当たり純資産額 658円92銭

２．１株当たり当期純利益金額 31円58銭
  

 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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

同左 

 

 （注） 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。 

 
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（百万円） 741 755 

普通株主に帰属しない金額（百万円） 16 20 

（うち利益処分による役員賞与金 
（百万円）） 

(16) (20) 

普通株式に係る当期純利益（百万円） 725 735 

普通株式の期中平均株式数（千株） 23,525 23,295 
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［２］役員の異動（３月３０日付） 

 

(1)代表者の異動 

  ①代表取締役昇格予定の取締役 

   代表取締役・専務取締役・総務人事部、不動産事業部担当 

                宮崎秀雄（常務取締役・総務人事部、不動産事業部、東京支店担当） 

 

(2)その他の役員の異動 

   なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 
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