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平成18年 1月期 個別財務諸表の概要 平成18年 3 月 24 日
 

 
1. 18年1月期の業績(平成17年 2月1日～平成18 年1月31 日) 
(1) 経営成績 (記載金額は百万円未満切捨て表示)

 売上高 営業利益 経常利益 

 
18 年 1月期 
17 年 1月期 

百万円 
24,087 
23,294 

％ 
3.4 
0.4 

百万円 
620 
403 

％ 
53.8 
16.5 

百万円 
667 
429 

％ 
55.7 
3.8 

 

 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 

 
18 年 1月期 
17 年 1月期 

百万円 
842 
188 

％ 
347.5 
18.0 

円 銭 
76 89 
15 65 

円 銭 
― 
― 

％ 
6.9 
1.6 

％ 
2.8 
1.8 

％ 
2.8 
1.8 

(注) ① 期中平均株式数     18年 1月期  10,680,403株    17年 1月期  10,682,511株 
 ② 会計処理の方法の変更  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 

 
(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 

 
18 年 1月期 
17 年 1月期 

円 銭 
15 00 
15 00 

円 銭 
7 50 
7 50 

円 銭 
7 50 
7 50 

百万円 
160 
160 

％ 
19.0 
85.1 

％ 
1.3 
1.4 

   
(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 
 

18 年 1月期 
17 年 1月期 

百万円 
23,089 
24,242 

百万円 
12,637 
11,663 

％ 
54.7 
48.1 

円 銭 
1,181 30 
1,090 05 

(注) ① 期末発行済株式数   18年 1月期  10,680,403株    17年 1月期  10,680,403株 
 ② 期末自己株式数    18年 1月期    48,967株    17年 1月期    48,967株 
 
2. 19年1月期の業績予想(平成18年2月 1日～平成19年1 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 
12,580 
24,500 

百万円 
390 
620 

百万円 
220 
340 

円 銭 
4 00 
― 

円 銭 
― 

4 00 

円 銭 
― 

8 00 
(参考) １株当たり予想当期純利益(通期)    14円93銭 

※1．平成 18 年 2 月 1 日を効力発生日とする株式分割（１：２）を行ったため、平成 18 年 1 月末日現在の期末発行済株式数
（10,680,403株）に分割割合を乗じた数値を元に１株当たり予想当期純利益を算出しております。 

2．上記の予想は、現時点で得られた情報に基づいて算定しており、実際の業績は業況の変化等により記載の予想と異なる場合
があります。なお、上記の予想に関する事項については、添付資料の 10ページをご参照ください。 

 

 

上場会社名 株式会社 イムラ封筒 上場取引所 東 大  

コード番号 3955 本社所在都道府県 大阪府  

（ＵＲＬ http://www.imura.co.jp） 
代  表  者 役職名 代表取締役社長 氏名 井村 守宏   

問合せ先責任者 役職名 
常務取締役管理本部長 
兼社長室長 氏名 山上 輝雄  

ＴＥＬ 
 

 06-6910-2511  
 

決算取締役会開催日 平成18年 3 月 24 日 中間配当制度の有無 有 
配当支払開始予定日 平成18年 4 月 27 日 定時株主総会開催日 平成18年 4 月 26 日 
単元株制度採用の有無 有(１単元1,000株)   
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 財 務 諸 表 等  

１．貸借対照表 
（単位：百万円、％）

前事業年度 

平成17年１月31日 

当事業年度 

平成18年１月31日 
増減(△減少) 

科 目 

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 

（資産の部）         

流動資産         

現金及び預金  2,186   2,450  263 12.1 

受取手形  923   810  △113 △12.3 

売掛金  3,062   3,237  175 5.7 

商品  26   31  5 20.3 

製品  593   528  △64 △10.9 

原材料  296   270  △25 △8.7 

仕掛品  206   219  12 6.3 

貯蔵品  33   32  △0 △2.4 

前払費用  22   23  0 2.5 

関係会社短期貸付金  83   ―  △83 △100.0 

預け金  539   484  △54 △10.2 

信託受益権  803   816  12 1.6 

繰延税金資産  289   298  9 3.4 

その他  188   93  △94 △50.4 

貸倒引当金  △47   △39  7 △16.0 

流動資産合計  9,208 38.0  9,259 40.1 50 0.5 

固定資産         

有形固定資産         

建物 7,024   6,931     

減価償却累計額 4,164 2,859  4,342 2,589  △270 △9.5 

構築物 475   457     

減価償却累計額 285 189  293 163  △25 △13.7 

機械及び装置 16,767   16,872     

減価償却累計額 13,227 3,540  13,700 3,171  △368 △10.4 

車両運搬具 167   166     

減価償却累計額 145 21  147 18  △3 △15.2 

工具器具及び備品 1,138   1,080     

減価償却累計額 935 203  911 169  △33 △16.6 

土地  3,870   3,864  △6 △0.2 

建設仮勘定  138   42  △96 △69.5 

有形固定資産合計  10,824 44.7  10,019 43.4 △804 △7.4 

無形固定資産         

営業権  ―   72  72 ― 

借地権  13   13  ― ― 

ソフトウェア  265   220  △44 △16.9 

電話加入権  19   14  △4 △22.8 

その他  1   1  △0 △23.3 

無形固定資産合計  299 1.2  322 1.4 23 7.7 
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（単位：百万円、％）

前事業年度 

平成17年１月31日 

当事業年度 

平成18年１月31日 
増減(△減少) 

科 目 

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 

投資その他の資産         

投資有価証券  1,650   1,947  297 18.0 

関係会社株式  604   613  9 1.5 

出資金  14   14  △0 △0.1 

従業員長期貸付金  0   0  △0 △48.1 

破産債権・更生債権等  119   99  △19 △16.3 

長期前払費用  12   12  0 0.1 

敷金・差入保証金  483   500  16 3.5 

諸入会金  72   69  △2 △4.0 

保険積立金  97   100  2 2.2 

繰延税金資産  998   257  △740 △74.2 

その他  21   17  △4 △19.3 

貸倒引当金  △164   △144  20 △12.2 

投資その他の資産合計  3,909 16.1  3,487 15.1 △422 △10.8 

固定資産合計  15,033 62.0  13,830 59.9 △1,203 △8.0 

資産合計  24,242 100.0  23,089 100.0 △1,152 △4.8 



 40 

 

（単位：百万円、％）

前事業年度 

平成17年１月31日 

当事業年度 

平成18年１月31日 
増減(△減少) 

科 目 

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 

（負債の部）         

流動負債         

支払手形  217   150  △66 △30.8 

買掛金  2,741   2,789  47 1.7 

短期借入金  1,810   2,580  770 42.5 
１年内返済予定長期借入金  1,671   913  △758 △45.4 

１年内償還社債  300   ―  △300 △100.0 

未払金  494   484  △9 △2.0 

未払法人税等  115   123  8 7.6 

未払消費税等  156   50  △106 △68.1 

未払費用  325   320  △5 △1.6 

前受金  19   20  0 4.4 

預り金  177   106  △71 △40.0 

賞与引当金  610   611  0 0.1 

設備関係支払手形  18   15  △2 △14.9 

その他  ―   0  0 ― 

流動負債合計  8,658 35.7  8,165 35.4 △493 △5.7 

固定負債         

長期借入金  1,524   1,481  △43 △2.8 

退職給付引当金  2,122   510  △1,611 △75.9 

役員退職慰労引当金  274   293  19 7.2 

その他  ―   0  0 ― 

固定負債合計  3,921 16.2  2,286 9.9 △1,634 △41.7 

負債合計  12,579 51.9  10,451 45.3 △2,127 △16.9 

（資本の部）         

資本金  1,197 5.0  1,197 5.2 ― ― 

資本剰余金         

資本準備金 1,363   1,363   ― ― 

資本剰余金合計  1,363 5.6  1,363 5.9 ― ― 

利益剰余金         

利益準備金 299   299   ― ― 

任意積立金         

特別償却準備金 19   14   △5 △27.5 

別途積立金 8,310   8,310   ― ― 

当期未処分利益 298   965   666 222.9 

利益剰余金合計  8,927 36.8  9,588 41.5 661 7.4 

その他有価証券評価差額金  198 0.8  512 2.2 313 157.7 

自己株式  △24 △0.1  △24 △0.1 ― ― 

資本合計  11,663 48.1  12,637 54.7 974 8.4 

負債及び資本合計  24,242 100.0  23,089 100.0 △1,152 △4.8 
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２．損益計算書 
（単位：百万円、％）

前事業年度 
自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31 日 

当事業年度 
自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31 日 

増減(△減少) 
科 目 

金額 百分比 金額 百分比 金額 増減率 

売上高  23,294 100.0  24,087 100.0 792 3.4 

売上原価         

期首製品たな卸高 651   593     

当期製品製造原価 16,141   16,333     

期末製品たな卸高 △593   △528     

期首商品たな卸高 17   26     

当期商品仕入高 1,956   2,321     

期末商品たな卸高 △26 18,147 77.9 △31 18,714 77.7 567 3.1 

売上総利益  5,146 22.1  5,372 22.3 225 4.3 

販売費及び一般管理費         

運搬費及び荷造包装費 723   811     

保管料 75   67     

役員報酬 153   158     

給与 1,583   1,549     

賞与 232   249     

賞与引当金繰入額 230   232     

法定福利費 235   262     

厚生年金基金掛金 3   3     

退職給付費用 104   63     
役員退職慰労引当金繰入額 20   21     

旅費交通費 103   104     

地代家賃 347   327     

支払手数料 127   111     

減価償却費 227   213     

貸倒引当金繰入額 125   5     

その他 448 4,743 20.4 568 4,751 19.7 8 0.1 

営業利益  403 1.7  620 2.6 217 53.8 

営業外収益         

受取利息 0   0     

有価証券利息 7   10     

受取配当金 39   32     

受取賃貸料 12   13     

投資有価証券売却益 3   ―     

役員積立保険満期返戻金 2   1     

雑収入 28 95 0.4 43 101 0.4 6 6.6 

営業外費用         

支払利息 47   40     

手形売却損 6   2     

社債利息 2   1     

賃貸費用 3   4     

雑損失 11 70 0.3 5 54 0.2 △15 △21.9 

経常利益  429 1.8  667 2.8 238 55.7 
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（単位：百万円、％）

前事業年度 
自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31 日 

当事業年度 
自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31 日 

増減(△減少) 
科 目 

金額 百分比 金額 百分比 金額 増減率 

特別利益         

固定資産売却益 ―   0     

貸倒引当金戻入益 ―   9     

投資有価証券売却益 59   0     

ゴルフ会員権償還益 ―   21     

厚生年金基金代行返上益 ― 59 0.3 1,412 1,443 6.0 1,384 2,337.9 

特別損失         

固定資産売却損 1   3     

固定資産除却損 84   24     

減損損失 ―   531     

ゴルフ会員権評価損 ― 85 0.4 1 559 2.3 474 552.3 

税引前当期純利益  402 1.7  1,551 6.5 1,149 285.5 
法人税、住民税及び事業税 205   193     

法人税等調整額 9 214 0.9 516 709 3.0 495 231.0 

当期純利益  188 0.8  842 3.5 654 347.5 

前期繰越利益  190 0.8  203 0.8 12 6.4 

中間配当額  80 0.3  80 0.3 △0 △0.0 

当期未処分利益  298 1.3  965 4.0 666 222.9 

          

 

３．利益処分計算書 (単位：百万円)

前事業年度 

(平成17年１月期)   

当事業年度 

 (平成18年１月期)  
増減(△減少) 

 

科 目 

金額 金額 金額 

当期未処分利益  298  965 666 

任意積立金取崩額      

  特別償却準備金取崩額 5 5 5 5 0 

計  304  970 666 

利益処分額      

  利益配当金 80  80   

 （普通配当１株につき） （7 円50銭）  （7 円50銭）   

  役員賞与金 21  21   

  （うち監査分） (─)  （─）   

  別途積立金 ─ 101 500 601 500 

次期繰越利益  203  369 166 
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重要な会計方針 
 

第55期 
(自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日) 

第56期 
(自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日) 

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 １ 有価証券の評価基準及び評価方法 
満期保有目的の債券…償却原価法 
子会社株式…移動平均法による原価法 

満期保有目的の債券…同左 
子会社株式…同左 

その他有価証券 
   時価のあるもの 

決算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) 

その他有価証券 
   時価のあるもの 

同左 

   時価のないもの 

    投資事業有限責任組合出資金については、当該
投資事業有限責任組合の直近事業年度における
純資産の当社持分割合で評価 

    その他については、移動平均法による原価法 
証券取引法の改正により、従来、投資その他の
資産の「出資金」に含めて表示しておりました

投資事業有限責任組合出資金は、当期より「投
資有価証券」に含めて表示しております。な
お、前期の「出資金」に含まれる投資事業有限

責任組合出資金の金額は25百万円であります。 
 

   時価のないもの 

投資事業有限責任組合出資金については、当該
投資事業有限責任組合の直近事業年度における
純資産の当社持分割合で評価 

    その他については、移動平均法による原価法 

２ デリバティブ 

時価法 

２ デリバティブ 

同左 

３ 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 
ただし、情報システム事業における製品及び仕掛品
については個別法による原価法 

３ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

同左 

４ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 
   法人税法の規定による定率法 

ただし、平成10年４月１日以後取得の建物(建物

附属設備を除く)については、法人税法の規定に
よる定額法 
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

    建物     ３年～50年 
    構築物    ７年～75年 
    機械及び装置 10年 

 

４ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 
同左 

(2) 無形固定資産 
   法人税法の規定による定額法 

ただし、ソフトウェア(自社利用分)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 
 

(2) 無形固定資産 
同左 

(3) 長期前払費用 

法人税法に規定する方法と同一の基準による定額
法 

(3) 長期前払費用 

同左 
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第55期 

(自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日) 

第56期 
(自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日) 

５ 引当金の計上基準 
(1) 貸倒引当金 

債権の貸倒損失の発生に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率による計算額を、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。 

 

５ 引当金の計上基準 
(1) 貸倒引当金 

同左 

(2) 賞与引当金 
従業員に支給する賞与に充てるため、支給見込額
を計上しております。 

 

(2) 賞与引当金 
同左 

(3) 退職給付引当金 
従業員の退職給付に備えるため、当期末における

退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当
期末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。 

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(３年)による定額法に
より、発生年度から費用処理することとしており

ます。 
数理計算上の差異は、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(10年)による定額

法により、それぞれ発生の翌期から費用処理する
こととしております。 

（追加情報） 

当社は、確定給付企業年金法の施行に伴い、厚
生年金基金の代行部分について、平成16年11月
26日に厚生労働大臣から将来分支給義務免除の

認可を受けております。当期末日現在において
測定された返還相当額（最低責任準備金）は
1,582百万円であり、当該返還相当額（最低責任

準備金）の支払が当期末日に行われたと仮定し
て「退職給付会計に関する実務指針（中間報
告）」（日本公認会計士協会会計制度委員会報

告第13号）第44－２項を適用した場合に生じる
損益の見込額は1,152百万円であります。 
 

(3) 退職給付引当金 
従業員の退職給付に備えるため、当期末における

退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当
期末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。 

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(３年)による定額法に
より、発生年度から費用処理することとしており

ます。 
数理計算上の差異は、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(10年)による定額

法により、それぞれ発生の翌期から費用処理する
こととしております。 

（追加情報） 

当社は、確定給付企業年金法の施行に伴い、厚生
年金基金の代行部分について、平成18年１月１日
に厚生労働大臣から過去分返上の認可を受けまし

た。これによって、厚生年金基金代行返上益
1,412百万円を特別利益に計上いたしました。 

(4) 役員退職慰労引当金 
役員に支給する退職慰労金に充てるため、当社所
定の内規に基づく期末要支給額を計上しておりま

す。 

(4) 役員退職慰労引当金 
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。 

６ リース取引の処理方法 
同左 
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第55期 

(自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日) 

第56期 
(自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日) 

７ ヘッジ会計の方法 

(1) ヘッジ会計の方法 
金利スワップについては特例処理を適用しており
ます。 

 

７ ヘッジ会計の方法 

(1) ヘッジ会計の方法 
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…長期借入金 

 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 
同左 

(3) ヘッジ方針 
変動金利の長期借入金については、社内規程に基

づき、金利スワップにより金利変動リスクをヘッ
ジしております。 
 

(3) ヘッジ方針 
同左 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 
ヘッジ対象及びヘッジ手段に関する重要な条件が
同一であるため、ヘッジ有効性の判定は省略して

おります。 
 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 
同左 

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。 
 

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 
同左 

 
 

会計処理の変更 

第55期 
(自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日) 

第56期 
(自 平成17年２月１日 
至 平成18年１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財務諸表から適用できるこ

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。 
これにより経常利益が62百万円増加し、税引前当期純利

益が469百万円減少しております。 
なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表等
規則に基づき当該資産の金額から直接控除しておりま

す。 
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追加情報 

第55期 
(自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日) 

第56期 
(自 平成17年２月１日 
至 平成18年１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、当期から「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34百万円増加し、営

業利益、経常利益が34百万円減少し、税引前当期純利益
が34百万円減少しております。 
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注記事項 

(貸借対照表関係) 
 

第55期 
(平成17年１月31日) 

第56期 
(平成18年１月31日) 

１ 担保資産 
  (1) 流動資産 

    担保提供資産 
預け金 539百万円 

    担保資産に対応する債務 
手形債権売却に伴う 
買戻し義務 461百万円 

 

１ 担保資産 
  (1) 流動資産 

    担保提供資産 
預け金 484百万円 

    担保資産に対応する債務 
手形債権売却に伴う 
買戻し義務 314百万円 

 
  
  (2) 固定資産 
    担保提供資産 

建物 2,276百万円
構築物 23百万円
機械及び装置 2,632百万円

土地 2,293百万円

合計 7,225百万円
     上記固定資産のうち工場財団抵当に供してい

る資産 

建物 2,215百万円
構築物 23百万円
機械及び装置 2,632百万円

土地 2,136百万円

合計 7,008百万円
 

  (2) 固定資産 
    担保提供資産 

建物 2,137百万円
構築物 21百万円
機械及び装置 2,544百万円

土地 2,205百万円

合計 6,908百万円
     上記固定資産のうち工場財団抵当に供してい

る資産 

建物 2,080百万円
構築物 21百万円
機械及び装置 2,544百万円

土地 2,136百万円

合計 6,782百万円
 

    担保資産に対応する債務 
短期借入金 510百万円

長期借入金 1,703百万円
(１年以内返済予定額を含む) 

合計 2,213百万円
     上記債務のうち工場財団抵当に対応する債務 

短期借入金 450百万円
長期借入金 1,421百万円

(１年以内返済予定額を含む) 

合計 1,871百万円
 

    担保資産に対応する債務 
短期借入金 1,060百万円

長期借入金 1,340百万円
(１年以内返済予定額を含む) 

合計 2,400百万円
     上記債務のうち工場財団抵当に対応する債務 

短期借入金 850百万円
長期借入金 1,190百万円

(１年以内返済予定額を含む) 

合計 2,040百万円
 

 ２ 保証債務 

  (1) 関係会社の金融機関からの借入金等に対して次
のとおり保証を行っております。 

株式会社タイパック 105百万円
 

 ２ 保証債務 

  (1) 関係会社の金融機関からの借入金等に対して次
のとおり保証を行っております。 

株式会社タイパック 31百万円
 

  
  (2) 従業員の住宅取得に基づく金融機関からの借入

金に対して次のとおり保証を行っております。 

51百万円
 

  (2) 従業員の住宅取得に基づく金融機関からの借入
金に対して次のとおり保証を行っております。 

40百万円
 

  
  (3) 下記の会社に対して、手形債権売却に伴う買戻

し義務があります。 
ブルーヘブン・ファンディ 
ング・コーポレーション 461百万円

 

  (3) 下記の会社に対して、手形債権売却に伴う買戻
し義務があります。 

クレセール・アセット・フ
ァンディング・コーポレー
ション 

314百万円
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第55期 

(平成17年１月31日) 
第56期 

(平成18年１月31日) 

３ 会社が発行する株式の総数 普通株式38,000千株 
発行済株式総数は、普通株式10,729千株でありま
す。 

３ 会社が発行する株式の総数 普通株式38,000千株 
発行済株式総数は、普通株式10,729千株でありま
す。 

４ 会社が保有する自己株式数は、普通株式48千株で
あります。 

４ 会社が保有する自己株式数は、普通株式48千株で
あります。 

５ 配当制限 
   有価証券の時価評価により、純資産が198百万円

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。 

５ 配当制限 
   有価証券の時価評価により、純資産が512百万円

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。 

 

(損益計算書関係) 
 

第55期 
(自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日) 

第56期 
(自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日) 

１          ― １ 固定資産売却益は機械及び装置、工具器具備品の
売却によるものであります。 

２ 固定資産売却損は、機械及び装置の売却によるも

のであります。 

２ 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。 

構築物 3百万円
機械及び装置 0百万円

計 3百万円
 

３ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 
建物 1百万円

構築物 0百万円
機械及び装置 75百万円
車両運搬具 0百万円

工具器具備品 7百万円

計 84百万円
 

３ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 
建物 7百万円

機械及び装置 4百万円
車両運搬具 0百万円
工具器具備品 

ソフトウェア 

6百万円

5百万円

計 24百万円
 

４ 賃貸費用のうちには、減価償却費２百万円が含ま

れております。 

４ 賃貸費用のうちには、減価償却費２百万円が含ま

れております。 

５ 関係会社に係る注記 

   各科目に含まれている、関係会社に対するものは
次のとおりであります。 

受取利息 0百万円

受取配当金 12百万円
受取賃貸料 0百万円

 

５ 関係会社に係る注記 

   各科目に含まれている、関係会社に対するものは
次のとおりであります。 

受取利息 0百万円

受取配当金 12百万円
受取賃貸料 1百万円
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第55期 
(自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日) 

第56期 
(自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日) 

６          ― ６ 減損損失 

当社は、以下の資産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 
減損損失 
(百万円) 

封入設備等
(注)1 

機械 
装置等 

東京都昭島市 
大阪市平野区 

398 

情報機器等 
(注)2 

器具及び 
備品等 奈良県橿原市 10 

遊休 
(注)3 

機械 
装置等 

奈良県葛城市 
神奈川県相模
原市他 

29 

遊休 土地 静岡県裾野市 5 

遊休 土地 茨城県谷和原村 87 

計 531 
 

 (注)１ 封入設備等はメーリングサービス事業に供
している資産であり、その減損損失の主な
内訳は次のとおりであります。 
建物 149百万円
構築物 7百万円
機械及び装置 183百万円
車両運搬具 3百万円
工具器具及び備品 25百万円
ソフトウェア 23百万円

電話加入権 2百万円
 

 (注)２ 情報機器等は情報システム事業に供してい
る資産であり、その減損損失の主な内訳は
次のとおりであります。 
工具器具及び備品 4百万円
電話加入権 2百万円

 
 (注)３ 遊休資産(土地を除く)の減損損失の主な内

訳は次のとおりであります。 

機械及び装置 29百万円

 （経緯） 

メーリングサービス事業及び情報システム事業
においては、価格競争の激化などにより、今後
も経常的な損失が予想されます。また、遊休資

産については、今後の利用計画もなく、さらに
土地に関しては地価も著しく下落しております
ので、減損損失を認識し、531百万円を特別損失

に計上いたしました。 
 （グルーピングの方法） 

事業の種類別セグメントを基本とし、将来の使

用が見込まれていない遊休資産については、
個々の物件単位でグルーピングをしておりま
す。 

 （回収可能価額の算定方法等） 
正味売却価額(鑑定による) 
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(リース取引関係) 
 

第55期 
(自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日) 

第56期 
(自 平成17年２月１日 
至 平成18年１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 

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 

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 

 
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) 

機械及び 
装置 

174 39 135 

工具器具 
及び備品 

61 6 55 

車両 
運搬具 

3 2 0 

合計 240 48 191 
 

 
取得価額 
相当額 

(百万円) 

減価償却 
累計額 
相当額 

(百万円) 

減損損失 
累計額 
相当額 

(百万円) 

期末残高 
相当額 

(百万円) 

機械及び 
装置 

220 75 1 143 

工具器具 
及び備品 

61 19 ― 42 

車両 
運搬具 

8 3 ― 4 

合計 290 98 1 189 
 

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。 

同左 

  
２ 未経過リース料期末残高相当額 

 
１年以内 42百万円
１年超 148百万円

合計 191百万円
 

２ 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損
勘定期末残高 

１年以内 50百万円
１年超 139百万円

合計 189百万円
 

 
 
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。 

リース資産減損勘定期末残高 1百万円
 

同左 

  
３ 支払リース料及び減価償却費相当額 
 

支払リース料 47百万円
減価償却費相当額 47百万円

 

３ 支払リース料、リース資産減損勘定取崩額、減価償
却費相当額及び減損損失 

支払リース料 50百万円
リース資産減損勘定取崩額 0百万円
減価償却費相当額 50百万円

減損損失 1百万円
 

  
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。 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 



ファイル名:13個別重要、注記.doc 更新日時:2006/03/22 11:20 印刷日時:06/03/22 11:21 

 51  

(有価証券関係) 

第55期(平成17年１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。 

第56期(平成18年１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。 

 

(税効果会計関係) 
 

第55期 
(平成17年１月31日) 

第56期 
(平成18年１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 

   繰延税金資産 
 貸倒引当金損金算入限度超過額 58百万円
 賞与引当金損金算入限度超過額 248百万円

 未払社会保険料 27百万円
未払事業税 9百万円

 役員退職慰労引当金繰入額否認 111百万円

 退職給付引当金 862百万円
 投資有価証券評価損 55百万円
 ゴルフ会員権評価損 42百万円

 その他 18百万円

 繰延税金資産合計 1,433百万円
 
 

繰延税金負債 
 特別償却準備金 9百万円
 その他有価証券評価差額金 136百万円

 繰延税金負債合計 145百万円
 
繰延税金資産の純額 1,287百万円
  

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
内訳 

   繰延税金資産 
 貸倒引当金損金算入限度超過額 45百万円
 賞与引当金損金算入限度超過額 248百万円

 未払社会保険料 27百万円
未払事業税 17百万円

 役員退職慰労引当金繰入額否認 119百万円

 退職給付引当金 207百万円
 投資有価証券評価損 55百万円
 ゴルフ会員権評価損 32百万円

 減損損失 193百万円
 その他 47百万円
 評価性引当額 △72百万円

 繰延税金資産合計 923百万円
 
繰延税金負債 
 特別償却準備金 5百万円

 その他有価証券評価差額金 360百万円

 繰延税金負債合計 366百万円
 
繰延税金資産の純額 556百万円
  

  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との間に重要な差異があるときの、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 

6.4％

  受取配当金等永久に益金に 
  算入されない項目 △1.8％

  住民税均等割 7.6％
  ＩＴ投資促進税制による 

減税額 
△4.2％

固定資産除却損否認 2.3％

  その他 0.9％

税効果会計適用後の法人税等の 
負担率 53.2％
   

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ときの、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 40.6％
 (調整) 
  交際費等永久に損金に算入 
  されない項目 

1.7％

  受取配当金等永久に益金に 
  算入されない項目 △0.5％

  住民税均等割 1.0％
  ＩＴ投資促進税制による 

減税額 
△0.7％

減損損失 3.4％

  その他 0.2％
税効果会計適用後の法人税等の 
負担率 

45.7％
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(重要な後発事象) 

第56期(自 平成17年２月１日 至 平成18年１月31日) 

当社は、平成17年12月16日開催の取締役会において、株式の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18年１月31日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主の所有株式数

を、１株につき２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 10,729,370株 

３ 効力発生日 平成18年２月１日 

４ 配当起算日 平成18年２月１日 

（注）株式分割に際しては、資本金の増加はありません。 

前期首に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。 

項目 
第55期 

(自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日) 

第56期 
(自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日) 

１株当たり純資産額 565円２銭 590円65銭 

１株当たり当期純利益 ７円83銭 38円45銭 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純

利益については、潜在株式がないため、
記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純

利益については、潜在株式がないため、
記載しておりません。 

 


