
  

平成 18 年 3 月期 （5）個別財務諸表の概要  平成 18 年 4 月 27 日 

上 場 会 社 名         パラマウントベッド株式会社        上場取引所 東 
コ ー ド 番 号            7960                                       本社所在都道府県 東京都 
（ＵＲＬ  http://www.paramount.co.jp） 
代  表  者 役職名 代表取締役社長       氏 名 木村 憲司 
問合せ先責任者 役職名 取締役財務システム本部長 
        氏 名 木村 通秀          ＴＥＬ ( 03 ) 3648－ 1115 
決算取締役会開催日 平成 18 年 4 月 27 日     中間配当制度の有無 有 
配当支払開始予定日 平成 18 年 6 月 30 日     定時株主総会開催日 平成 18 年 6 月 29 日 
単元株制度採用の有無  有(１単元    100 株) 
 
 
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                           [単位 百万円未満切捨] 

 売 上 高     営業利益 経常利益 

 百万円       ％ 百万円   ％ 百万円       ％
18 年 3 月期 
17 年 3 月期 

50,641 
50,292 

0.7
5.3

6,849 
7,617 

△10.1
7.0

7,250 
8,148 

△11.0
10.3

 
 

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 ％ ％ ％

18 年 3 月期 
17 年 3 月期 

4,183 
5,158

△18.9 
18.4 

133.52 
162.96

133.50 
162.91

6.0 
7.6

8.7 
10.0 

14.3
16.2

(注) ①期中平均株式数 18 年 3 月期  31,029,389 株      17 年 3 月期  31,409,479 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 
 

 中 間 期 末 

配当金総額 
(年 間) 

配当性向 
株主資本 
配 当 率     

  円 銭 円 銭  円 銭 百万円 ％ ％ 

18 年 3 月期 
17 年 3 月期 

50.00 
50.00 

25.00
18.00

25.00 
32.00 

1,545 
1,570 

37.4 
30.7 

2.2 
2.3 

 

(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 

18 年 3 月期 
17 年 3 月期 

83,850 
82,634 

69,942 
69,622 

83.4 
84.3 

2,297.77 
2,215.37 

(注) ①期末発行済株式数  18 年 3 月期   30,421,873 株    17 年 3 月期   31,409,246 株 
     ②期末自己株式数   18 年 3 月期    1,260,653 株    17 年 3 月期     273,280 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) 

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 
通   期 

21,800 
49,500 

2,630 
6,700 

1,560 
4,000 

 25.00
－  

－ 
25.00 

－ 
50.00

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期)    127 円 62 銭 

 

 

 

 

 

－27－ 

上記の業績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ております。実際の業績は、今後

様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。上記業績予想の前提に関する事項は添付資料の５ページを

ご参照ください。 



（6）個別財務諸表等
(a) 貸借対照表

注記 構成比 構成比
番号 （％） （％）

（ 資産の部 ） 

Ⅰ 流動資産

1. 現金及び預金 17,127 10,462

2. 受取手形 5,625 4,981

3. 売掛金 11,821 11,492

4. 有価証券 6,435 8,768

5. 商品 165 133

6. 製品 3,333 3,870

7. 原材料 352 392

8. 仕掛品 136 122

9. 貯蔵品 90 87

10. 前渡金 3 4

11. 前払費用 39 26

12. 繰延税金資産 548 548

13. その他 259 229

貸倒引当金 △ 10 △ 5

流動資産合計 45,926 55.6 41,114 49.0

Ⅱ 固定資産

1. 有形固定資産 ※３

(1) 建物 8,239 9,573

(2) 構築物 244 278

(3) 機械及び装置 1,747 1,593

(4) 車両運搬具 42 34

(5) 工具･器具及び備品 1,079 1,257

(6) 土地 8,363 8,403

(7) 建設仮勘定 48 26

有形固定資産合計 19,765 23.9 21,167 25.3

2. 無形固定資産

(1) 借地権 922 922

(2) ソフトウェア 564 591

(3) その他 23 22

無形固定資産合計 1,510 1.8 1,536 1.8

3. 投資その他の資産

(1) 投資有価証券 11,434 14,817

(2) 関係会社株式 490 490

(3) 出資金 7 7

(4) 関係会社出資金 722 722

(5) 従業員長期貸付金 0 －

(6) 関係会社長期貸付金 461 1,600

(7) 破産更生債権等 6 4

(8) 長期前払費用 88 51

(9) 保険積立金 1,237 1,228

(10) 特定包括信託 ※５ － 897

(11) その他 1,102 329

貸倒引当金 △ 119 △ 116

投資その他の資産合計 15,431 18.7 20,032 23.9

固定資産合計 36,707 44.4 42,736 51.0

82,634 100.0 83,850 100.0

前事業年度 当事業年度 対前期
(平成17年３月31日) (平成18年３月31日） 増  減

区分 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

△ 4,812

1,401

25

4,600

6,028

資産合計 1,216
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注記 構成比 構成比
番号 （％） （％）

（ 負債の部 ）

Ⅰ 流動負債

1. 支払手形 165 －

2. 買掛金 6,441 6,294

3. 未払金 1,178 1,578

4. 未払費用 387 391

5. 未払消費税等 141 166

6. 未払法人税等 1,725 1,730

7. 前受金 52 41

8. 預り金 312 243

9. 賞与引当金 885 903

10. その他 2 2

流動負債合計 11,293 13.6 11,351 13.5

Ⅱ 固定負債

1. 繰延税金負債 362 584

2. 退職給付引当金 960 1,269

3. 役員退職慰労引当金 395 －

4. その他 － 702

固定負債合計 1,718 2.1 2,556 3.1

13,011 15.7 13,908 16.6

（ 資本の部 ）

Ⅰ ※１ 6,591 8.0 6,591 7.9 －

Ⅱ

1. 資本準備金 7,276 7,276

2. その他資本剰余金 0 0

資本剰余金合計 7,276 8.8 7,276 8.7 0

Ⅲ

1. 利益準備金 557 557

2. 任意積立金

1）圧縮積立金 5 5

2）別途積立金 47,500 51,000

3. 当期未処分利益 7,020 5,873

利益剰余金合計 55,083 66.7 57,436 68.5 2,352

Ⅳ その他有価証券評価差額金 1,401 1.7 2,167 2.5 766

Ⅴ 自己株式 ※２ △ 730 △ 0.9 △ 3,529 △ 4.2 △ 2,799

資本合計 69,622 84.3 69,942 83.4 319

82,634 100.0 83,850 100.0

区分 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

前事業年度 当事業年度 対前期
(平成17年３月31日) (平成18年３月31日） 増  減

負債合計 896

58

838

利益剰余金

負債資本合計 1,216

資本金

資本剰余金
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(b) 損 益 計 算 書

 

注記 百分比 百分比
番号 （％） （％）

Ⅰ 50,292 100.0 50,641 100.0 348

Ⅱ ※２ 30,108 59.9 31,155 61.5 1,046

20,184 40.1 19,486 38.5 △ 698

Ⅲ ※1,2 12,567 25.0 12,636 25.0 69

7,617 15.1 6,849 13.5 △ 767

Ⅳ

1. 7 21

2. 有価証券利息 120 66

3. 86 93

4. 為替差益 41 －

5. 49 54

6. 受取賃貸料 ※３ － 55

7. 投資事業組合出資金運用益 108 1

8. 匿名組合出資金運用益 － 75

9. 124 538 1.1 62 430 0.9 △ 108

Ⅴ

1. 為替差損 － 5

2. 賃貸原価 － 19

3. 7 7 0.0 3 29 0.1 22

8,148 16.2 7,250 14.3 △ 898

Ⅵ

1. 129 6

2. ※４ 0 0

3. 償却債権取立益 1 0

4. 適格退職年金終了益 551 －

5.

Ⅶ

1. 投資有価証券売却損 116 －

2. ※５ 26 40

3. 役員退職功労金 － 161

4. 会員権償却損 3 146 0.3 0 202 0.4 56

8,689 17.3 7,061 13.9 △ 1,628

3,399 3,180

131 3,530 7.0 △ 302 2,878 5.6 △ 652

5,158 10.3 4,183 8.3 △ 975

2,427 2,476

565 785

7,020 5,873

△ 673

特別損失

税引前当期純利益

法人税､住民税及び事業税

1.4 6 13 0.0

固定資産除売却損

貸倒引当金戻入益

  至  平成17年3月31日)   至  平成18年3月31日)

その他

経常利益

区分 金額（百万円） 金額（百万円）

販売費及び一般管理費

営業利益

営業外収益

前事業年度 当事業年度 対前期

(自  平成16年4月 1日 (自  平成17年4月 1日 増  減

金額（百万円）

売上高

売上原価

売上総利益

受取利息

受取配当金

4 687

保険金収入

その他

営業外費用

特別利益

投資有価証券売却益

固定資産売却益

法人税等調整額

当期未処分利益

当期純利益

前期繰越利益

中間配当額
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(ｃ) 利益処分案

注記
番号

Ⅰ 7,020 5,873

Ⅱ

圧縮積立金取崩額

Ⅲ

1. 配当金

2. 取締役賞与

3. 任意積立金

(1)別途積立金

Ⅳ

（注） 当期の中間期において、中間配当 785百万円 （１株当たり25円） を実施しております。

１株当たり配当金

年  間 期  末 年  間 期  末

円  銭 円  銭 円  銭 円  銭

50  00 32  00 50  00 25  00

区分

40

（自  平成16年４月１日

　　至  平成17年３月31日）

（自  平成17年４月１日

　　至  平成18年３月31日）

金額（百万円） 金額（百万円）

5,874

利益処分額

当期未処分利益

0

任意積立金取崩額

      合計

0 0

7,021

前事業年度 当事業年度

前事業年度 当事業年度

2,073

0

3,800

25  00

円  銭 円  銭

中  間

普  通  株  式

2,476

18  00

次期繰越利益

中  間

760

40

3,500 3,0004,545

1,005
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重要な会計方針

1. (1) (1) 

(2) (2) 

(3) (3) 

2.

3. (1) (1) 

(2) (2) 

4. 固定資産の減価償却の方法 (1) (1) 

主な耐用年数

(2) (2) 

5.

6. 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 (1) 貸倒引当金

無形固定資産
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

同左

　外貨建金銭債権債務は、振当処理をし
ているものを除き決算日の直物為替相場
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

無形固定資産

　売上債権等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

当事業年度

貯蔵品

同左

満期保有目的の債券

子会社株式
同左

その他有価証券
時価のあるもの

有価証券の評価基準及び評
価方法

前事業年度

（自  平成16年４月１日
　　至  平成17年３月31日）

項目

たな卸資産の評価基準及び
評価方法

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
により処理し、売却原価は移動平
均法により算定）

時価のないもの

商品・製品・原材料・仕掛品

デリバティブ等の評価基準
及び評価方法

　移動平均法による原価法

原則として時価法

総平均法に基づく原価法

外貨建の資産及び負債の本
邦通貨への換算基準

機械及び装置 ４～17年

（自  平成17年４月１日
　　至  平成18年３月31日）

満期保有目的の債券
償却原価法（定額法）

子会社株式
移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のないもの

同左

有形固定資産

商品・製品・原材料・仕掛品

同左

　なお、投資事業組合等への出資
（証券取引法第２条第２項により
有価証券とみなされるもの）につ
いては、組合契約に規定される決
算報告日に応じて入手可能な最近
の決算書を基礎とし、持分相当額
を純額で取り込む方法によってお
ります。

同左

　移動平均法による原価法

同左

　なお、投資事業組合への出資
（証券取引法第２条第２項により
有価証券とみなされるもの）につ
いては、組合契約に規定される決
算報告日に応じて入手可能な最近
の決算書を基礎とし、持分相当額
を純額で取り込む方法によってお
ります。

工具・器具及び備品 ２～20年

同左定率法
有形固定資産

３～50年

貯蔵品
最終仕入原価法に基づく原価法

　ただし、平成10年４月１日以降取
得した建物（附属設備を除く）につ
いては定額法

建物
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(2) 賞与引当金 (2) 賞与引当金

(3) 退職給付引当金 (3) 退職給付引当金

（追加情報） （会計方針の変更）

　

(4) 役員退職慰労引当金 (4) 役員退職慰労引当金

7. リース取引の処理方法

　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。

　過去勤務債務は、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（10年）による定額法によ
り按分した額を発生事業年度から費
用処理しております。

　数理計算上の差異については、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
（10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
ら費用処理しております。

　当事業年度より「「退職給付に係
る会計基準」の一部改正」（企業会
計基準第３号平成17年３月16日）及
び「「退職給付に係る会計基準」の
一部改正に関する適用指針」（企業
会計基準適用指針第7号平成17年３月
16日）を適用しております。これに
よる損益に与える影響は軽微であり
ます。

　従来、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した
が、平成17年６月29日の定時株主総
会をもって役員退職慰労金制度を廃
止しました。当該総会日時点の役員
退職慰労金相当額は各役員の退任時
に支払うため、固定負債の「その
他」に含めて表示しております。

同左　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を行って
おります。

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）

同左　従業員に対する賞与の支給に備え
るため、支給見込額のうち当期負担
額を計上しております。

　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。

当事業年度

（自  平成17年４月１日
　　至  平成18年３月31日）

　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。

　本移行に伴う影響額は、特別利益
として551百万円計上しております。

　過去勤務債務は、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（10年）による定額法によ
り按分した額を発生事業年度から費
用処理しております。

　数理計算上の差異については、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
（10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
ら費用処理しております。

　当社は、平成17年１月に退職金制
度を改定し、ポイント制度を導入し
たことにより、過去勤務債務が1,283
百万円発生し、当事業年度より費用
処理しております。

　また、当社は確定拠出年金法の施
行に伴い、平成17年１月に適格退職
年金制度について確定拠出年金制度
等へ移行し、「退職給付制度間の移
行等に関する会計処理」（企業会計
基準適用指針第１号）を適用してお
ります。
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8. ヘッジ会計の方法 (1) (1) 

(2) (2) 

(3) (3) 

(4) (4) 

9. 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理

会計処理方法の変更

（固定資産の減損に係る会計基準）

ヘッジ会計の方法 ヘッジ会計の方法
同左　原則として繰延ヘッジ処理によって

おります。なお、為替予約については
振当処理の要件を満たしている場合に
は振当処理を採用しております。

ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段とヘッジ対象
　当事業年度にヘッジ会計を適用した
ヘッジ手段とヘッジ対象は次のとおり
であります。

同左

ヘッジ手段 ……
ヘッジ対象 ……

為替予約
外貨建金銭債務及び
外貨建予定取引

当事業年度

　　至  平成17年３月31日）

項目 （自  平成17年４月１日
　　至  平成18年３月31日）

（自  平成16年４月１日

前事業年度

　消費税及び地方消費税の会計処理方法
は、税抜方式によっており、控除対象外
消費税等は発生事業年度の費用として処
理しております。

ヘッジ方針 ヘッジ方針
　当社の社内規程に基づき、ヘッジ対
象に係る為替変動リスクを一定の範囲
内でヘッジしております。

同左

ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ有効性評価の方法
同左　ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変

動の累計とヘッジ手段のキャッシュ・
フロー変動の累計を半期ごとに比較
し、両者の変動額等を基礎にしてヘッ
ジ有効性を評価しております。

同左
その他財務諸表作成のた
めの基本となる重要な事
項

　　至  平成17年３月31日） 　至  平成18年３月31日）

　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。

前事業年度 当事業年度
（自  平成16年４月１日 （自  平成17年４月１日
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表示方法の変更

（貸借対照表）

（損益計算書）

（貸借対照表）

（損益計算書）

前事業年度 当事業年度
（自  平成16年４月１日 （自  平成17年４月１日
　　至  平成17年３月31日） 　　至  平成18年３月31日）

　前事業年度まで区分掲記しておりました「受取家賃」
（当事業年度は38百万円）は、営業外収益の100分の10以
下となったため、営業外収益の「その他」に含めて表示
することにしました。

　「受取賃貸料」は、営業外収益の100分の10を超えたた
め、当事業年度から独立掲記しております。なお、前事
業年度においては、営業外収益の「その他」に4百万円含
まれております。

証券取引法の改正に伴い、前事業年度まで「出資金」
に含めておりました投資事業組合出資金（1,288百万円）
は、当事業年度より「投資有価証券」に含めて表示する
ことになりました。

　「特定包括信託」は、資産合計の100分の１を超えたた
め、当事業年度から独立掲記しております。なお、前事
業年度においては、投資その他の資産の「その他」に786
百万円含まれております。

なお、前事業年度の投資事業組合出資金は、680百万円
であります。
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注記事項
（貸借対照表関係）

※1. ※1.

発行済株式総数

※2. ※2.

※3. 有形固定資産の減価償却累計額 ※3.

4. 偶発債務 4.

　従業員（住宅資金等） 　　従業員（住宅資金等）

　　㈱みずほファクター

※5. 特定包括信託契約 ※5.

6. 6.

会社が発行する株式の総数及び発行済株式総数
会社が発行する
株式の総数

(2)

自己株式
　当社が保有する自己株式の数は、普通株式 273,280株
であります。

448百万円

自己株式
　当社が保有する自己株式の数は、普通株式 1,260,653
株であります。

(1)   金融機関よりの借入金に対して、次のとおり債務の
保証を行っております。

100,000千株

有形固定資産の減価償却累計額

特定包括信託契約
　当社は、特定包括信託契約による拒絶権のないキャピ
タルコール（出資要請）契約を締結しております。当該
キャピタルコールの状況は次のとおりであります。

2,068百万円

  ファクタリング取引に係る債務譲渡残高に対して、
下請代金支払遅延等防止法により、次のとおり遡及義
務を負っております。

会社が発行する株式の総数及び発行済株式総数

　定款の定めでは、自己株式の消却が行われた場合に
は、これに相当する株式数を減ずることとなっておりま
す。

31,682千株発行済株式総数 普通株式

100,000千株 普通株式
会社が発行する
株式の総数

普通株式

普通株式

（平成17年３月31日） （平成18年３月31日）

前事業年度 当事業年度

(4,084千ユーロ)

キャピタルコールの総額

キャピタルコールの未実行額
583百万円

1,428百万円

キャピタルコールの実行額
(5,915千ユーロ)

844百万円

(10,000千ユーロ)

31,682千株
　定款の定めでは、自己株式の消却が行われた場合に
は、これに相当する株式数を減ずることとなっておりま
す。

21,699百万円

偶発債務

22,938百万円

　金融機関よりの借入金に対して、次のとおり債務の
保証を行っております。

　当社は、特定包括信託契約による拒絶権のないキャピ
タルコール（出資要請）契約を締結しております。当該
キャピタルコールの状況は次のとおりであります。

1,901百万円

(2)

(1)

610百万円

　ファクタリング取引に係る債務譲渡残高に対して、
下請代金支払遅延等防止法により、次のとおり遡及義
務を負っております。
 ㈱みずほファクター

キャピタルコールの総額

キャピタルコールの実行額

キャピタルコールの未実行額

（10,000千ユーロ）
1,388百万円

（4,707千ユーロ）
635百万円

（5,292千ユーロ）
735百万円

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、1,401百万円であり
ます。

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、2,167百万円であり
ます。
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（損益計算書関係） （単位 百万円）

※1. ※1.

運送費   運送費

広告宣伝費   広告宣伝費

賞与引当金繰入額   賞与引当金繰入額

退職給付費用   退職給付費用

給料手当   給料手当

賞与   賞与

旅費交通費   旅費交通費

減価償却費   減価償却費

研究開発費 業務委託費

研究開発費

※2. ※2.

※3. ※3.

※4. ※4.
車両運搬具 車両運搬具

工具・器具及び備品 0

　計 0

※5. 固定資産除売却損の内訳 ※5.

(除却損) (除却損) 建物

構築物

機械及び装置

車両運搬具

(売却損) 車両運搬具

土地 3

　計 26

1,280

固定資産売却益の内訳

工具･器具及び備品

9

22

1,002一般管理費及び当期製造費用に含ま
れる研究開発費

固定資産除売却損の内訳

（自  平成17年４月１日

1,358

510

658

441

　販売費に属する費用のおおよその割合は59.5%、
一般管理費に属する費用のおおよその割合は40.5%
であります。
　主要な費目及び金額は次のとおりであります。

0

2

40

前事業年度

（自  平成16年４月１日

6

当事業年度

0

379

2,396

　　至  平成18年３月31日）

613

11

　　至  平成17年３月31日）

1,332

1,130

459

　販売費に属する費用のおおよその割合は63.6%、
一般管理費に属する費用のおおよその割合は36.4%
であります。
　主要な費目及び金額は次のとおりであります。

418

2,474

617

608

710

車両運搬具

工具･器具及び備品

一般管理費及び当期製造費用に含ま
れる研究開発費

固定資産売却益の内訳

建物

構築物

機械及び装置

897

0

　計

706

0

0

8

0

0

897

1,002

関係会社との取引

受取賃貸料 55
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① リース取引
（単位 百万円）

1. 1.

(1) (1)

(2) (2)

１年内 55 １年内 53

１年超 64 １年超 62

合 計 120 合 計 116

(3) (3)

75 支払リ－ス料 68

減価償却費相当額 72 減価償却費相当額 65

支払利息相当額 3 支払利息相当額 3

(4) (4)

減価償却費相当額の算定方法 減価償却費相当額の算定方法

利息相当額の算定方法 利息相当額の算定方法

2. 2.

１年内 1 １年内 1

１年超 2 １年超 0

　合計 4 　合計 2

② 有価証券

オペレーティング・リース取引

　未経過リース料

同左

同左

260 146 113

リ－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。

支払リ－ス料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

11

減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

支払リ－ス料

5

114 113

期末残高相
当額

取得価額相
当額

合計 228

　　至  平成17年３月31日）

支払リ－ス料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

未経過リ－ス料期末残高相当額

減価償却累計
額相当額

取得価額相
当額

期末残高相
当額

減価償却累計
額相当額

合計 266 148

前事業年度

（自  平成16年４月１日

無形固定資
産(ｿﾌﾄｳｪｱ)

リ－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－ス取引

リ－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－ス取引

工具・器具
及び備品

当事業年度

（自  平成17年４月１日
　　至  平成18年３月31日）

107

  前事業年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）及び当事業年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31
日）のいずれにおいても、子会社株式で時価のあるものはありません。

リ－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－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

工具・器具
及び備品

無形固定資
産(ｿﾌﾄｳｪｱ)

6

109217

減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

オペレーティング・リース取引

　未経過リース料

6 2 3

未経過リ－ス料期末残高相当額

117

リ－ス料総額とリ－ス物件の取得価額相当額の差額
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。
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③ 税効果会計
（単位 百万円）

1. 1.

繰延税金資産 繰延税金資産

賞与引当金 360 賞与引当金 354

未払事業税 138 未払事業税 142

役員退職慰労引当金 160 役員退職慰労未払金 263

退職給付引当金繰入限度超過額 317 退職給付引当金繰入限度超過額 515

貸倒引当金繰入限度超過額 51 貸倒引当金繰入限度超過額 48

投資有価証券評価損 30 投資有価証券評価損 30

その他 92 その他 98

繰延税金資産合計 1,151 繰延税金資産合計 1,454

繰延税金負債 繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △ 961 その他有価証券評価差額金 △ 1,487

圧縮積立金 △ 3 圧縮積立金 △ 3

繰延税金負債合計 △ 965 繰延税金負債合計 △ 1,490

繰延税金資産の純額 186 繰延税金負債の純額 36

2. 2.

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

① 新任社外取締役候補　　１名

　徳田  浩克 　(現　有限会社プランニング・ヒロ　代表）　

② 新任補欠監査役候補　　１名

　岡  ゆかり　（現　弁護士）

3. 就任予定日

  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%）と税効果会計適用後の法人
税との負担率との間の差異が法定実効税率の100分の
５以下であるため、記載を省略しております。

平成18年6月29日

(7) 役員の異動

前事業年度 当事業年度
（平成17年３月31日） （平成18年３月31日）

  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

  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

  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

同左
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