
平成 18 年 3 月期   個別財務諸表の概要     平成 18 年  5 月 8 日 
上 場 会 社 名         株式会社マクニカ                     上場取引所 東 
コ ー ド 番 号           ７６３１                                  本社所在都道府県 神奈川県 
（ＵＲＬ  http://www.macnica.co.jp                       ） 
代  表  者 役職名 代表取締役社長  氏名 神山 治貴 
問合せ先責任者 役職名 取締役総務担当  氏名 佐野 繁行   ＴＥＬ ( 045 ) 470 － 9870 
決算取締役会開催日 平成 18 年 5 月 8 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 

 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 

102,811      17.2
87,707      16.8

1,679     △21.6
2,141   △ 4.4

1,893    18.8
1,593  △24.7

 
 

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 ％ ％ ％

18 年 3 月期 
17 年 3 月期 

1,230    61.5 
761  △21.6 

68.34
42.70

68.30
－

2.8
1.8

2.9 
2.7 

1.8
1.8

(注) ①期中平均株式数 18 年 3 月期  17,816,256 株      17 年 3 月期 17,628,300 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 

30.00
30.00

― 
― 

30.00
30.00

531
539

43.9 
70.2 

1.2
1.2

 
(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 

69,309
60,394

44,622
44,682

64.4 
74.0 

2,519.65
2,485.95

(注) ①期末発行済株式数   18 年 3 月期   17,704,794 株 17 年 3 月期   17,970,650 株 
     ②期末自己株式数     18 年 3 月期      405,458 株 17 年 3 月期    139,602 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 

48,300 
100,000 

1,620
2,530

1,390
1,900

― 
― 

― 
30.00 

― 
30.00

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期) 107 円 32 銭 

 

※ 上記記載金額は、百万円未満の端数は切り捨てて表示しております。業績予想につきましては、現

時点で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、今後様々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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  個別財務諸表等 

  財務諸表 

① 貸借対照表 
 

  
前事業年度 

(平成17年３月31日) 
当事業年度 

(平成18年３月31日) 
比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

 １ 現金及び預金  5,623,666 7,716,746   2,093,080

 ２ 受取手形  946,597 1,566,475   619,877

 ３ 売掛金 ※１ 16,397,843 18,983,149   2,585,306

 ４ 商品  11,004,649 12,645,155   1,640,506

 ５ 前渡金 ※１ 779,889 725,212   △54,677

 ６ 前払費用  135,618 152,438   16,820

 ７ 繰延税金資産  369,789 463,636   93,847

 ８ 未収入金 ※１ 793,667 793,732   65

 ９ 未収消費税等  118,699 254,606   135,906

 10 短期貸付金 ※１ 10,450,000 12,215,000   1,765,000

 11 その他 ※１ 155,966 104,721   △51,245

 12 貸倒引当金  △2,858 △3,355   △497

   流動資産合計  46,773,528 77.4 55,617,518 80.2  8,843,989

Ⅱ 固定資産    

 １ 有形固定資産    

  (1) 建物 ※２ 5,145,152 5,092,750  

    減価償却累計額  1,300,782 3,844,370 1,438,789 3,653,960  

△52,402 

138,007 △190,410

  (2) 構築物   

    減価償却累計額  

15,043

7,325 7,717

15,043

8,475 6,567  

― 

1,150 △1,150

  (3) 機械及び装置   

    減価償却累計額  

102,591

60,423 42,167

102,591

66,970 35,620  

― 

6,546 △6,546

  (4) 工具器具及び備品   

    減価償却累計額  

660,185

472,860 187,324

672,517

506,808 165,708  

12,332 

33,948 △21,615

  (5) 土地 ※２ 2,745,774 2,745,774  ―

   有形固定資産合計  6,827,354 11.3 6,607,631 9.6 
 

△219,722

 ２ 無形固定資産    

  (1) ソフトウェア  639,676 552,031   △87,644

  (2) 電話加入権  8,563 8,563   ―

  (3) その他  1,549 1,419   △130

   無形固定資産合計  649,788 1.1 562,013 0.8  △87,774

 ３ 投資その他の資産    

  (1) 投資有価証券  919,201 890,251   △28,949

  (2) 関係会社株式  3,745,150 3,745,150   ―

  (3) その他の関係会社有価証券  232,383 589,080   356,697

  (4) 出資金  214,346 227,910   13,564

  (5) 関係会社出資金  50,378 50,378   ―

  (6) 長期前払費用  240,662 248,662   7,999

  (7) 繰延税金資産  604,136 594,853   △9,283

  (8) 敷金保証金  106,218 114,842   8,624

  (9) その他  38,738 68,451   29,712

  (10) 貸倒引当金  △6,895 △6,862   33

   投資その他の資産合計  6,144,320 10.2 6,522,719 9.4  378,399

   固定資産合計  13,621,463 22.6 13,692,365 19.8  70,901

   資産合計  60,394,992 100.0 69,309,883 100.0  8,914,891
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前事業年度 
(平成17年３月31日) 

当事業年度 
(平成18年３月31日) 

比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

 １ 支払手形  2,019,967 1,878,168   △141,799

 ２ 買掛金 ※１ 8,129,942 12,272,431   4,142,489

 ３ 短期借入金  2,000,000 3,000,000   1,000,000

 ４ １年以内返済予定 

   長期借入金 
※２ 25,000 25,000   ―

 ５ 未払金  590,246 638,803   48,556

 ６ 未払費用  69,652 94,143   24,491

 ７ 未払法人税等  84,778 340,845   256,067

 ８ 前受金  865,326 664,343   △200,982

 ９ 預り金  35,111 35,798   686

 10 賞与引当金  352,081 501,159   149,077

 11 その他  140,350 46,573   △93,777

   流動負債合計  14,312,458 23.7 19,497,268 28.1  5,184,809

Ⅱ 固定負債    

 １ 長期借入金 ※２ 112,500 3,687,500   3,575,000

 ２ 退職給付引当金  960,446 1,159,298   198,852

 ３ 役員退職慰労引当金  326,800 343,500   16,700

   固定負債合計  1,399,746 2.3 5,190,298 7.5  3,790,552

   負債合計  15,712,205 26.0 24,687,566 35.6  8,975,361

(資本の部)    

Ⅰ 資本金 ※３ 11,194,268 18.5 11,194,268 16.2  ―

Ⅱ 資本剰余金    

 １ 資本準備金  20,333,694 20,333,694   ―

 ２ その他資本剰余金    

  (1) 自己株式処分差益  440 440 451 451   10

   資本剰余金合計  20,334,134 33.7 20,334,145 29.3  10

Ⅲ 利益剰余金    

 １ 利益準備金  95,008 95,008   ―

 ２ 任意積立金    

  (1) 特別償却準備金  11,093 8,320  △2,773 

  (2) 別途積立金  12,500,000 12,511,093 12,700,000 12,708,320  200,000 197,226

 ３ 当期未処分利益  792,150 1,277,154   485,004

   利益剰余金合計  13,398,252 22.2 14,080,483 20.3  682,230

Ⅳ その他有価証券評価差額金  91,721 0.2 100,251 0.2  8,530

Ⅴ 自己株式 ※４ △335,589 △0.6 △1,086,831 △1.6  △751,242

   資本合計  44,682,787 74.0 44,622,317 64.4  △60,469

   負債及び資本合計  60,394,992 100.0 69,309,883 100.0  8,914,891
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② 損益計算書 

 

  
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 

Ⅰ 売上高 ※４ 87,707,150 100.0 102,811,959 100.0  15,104,808

Ⅱ 売上原価    

 １ 商品期首たな卸高  10,055,466 11,004,649  949,183 

 ２ 当期商品仕入高  79,811,536 95,019,816  15,208,280 

    合計  89,867,002 106,024,465  16,157,463 

 ３ 他勘定振替高 ※１ 433,203 680,442  247,238 

 ４ 商品期末たな卸高  11,004,649 78,429,149 89.4 12,645,155 92,698,867 90.2 1,640,506 14,269,718

   売上総利益  9,278,001 10.6 10,113,091 9.8  835,090

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※2,3 7,136,130 8.1 8,433,551 8.2  1,297,421

   営業利益  2,141,870 2.5 1,679,539 1.6  △462,331

Ⅳ 営業外収益    

 １ 受取利息  94,971 162,062  67,091 

 ２ 有価証券利息  141 ―  △141 

 ３ 受取配当金 ※４ 30,730 851,297  820,567 

 ４ 受取賃貸料 ※４ 200,286 230,871  30,585 

 ５ その他  116,152 442,282 0.5 122,013 1,366,245 1.3 5,860 923,962

Ⅴ 営業外費用    

 １ 支払利息  16,402 30,710  14,308 

 ２ たな卸資産廃棄損  303,909 427,360  123,450 

 ３ 為替差損  180,324 147,819  △32,505 

 ４ 債権譲渡損  117,075 98,530  △18,544 

 ５ 投資事業組合投資損失  82,392 ―  △82,392 

 ６ 商品評価損  151,334 292,615  141,280 

 ７ その他  139,060 990,499 1.2 154,971 1,152,007 1.1 15,910 161,507

   経常利益  1,593,653 1.8 1,893,777 1.8  300,124

Ⅵ 特別利益    

 １ 固定資産売却益 ※５ 373 89  △283 

 ２ 投資有価証券売却益  1,956 98,039  96,083 

 ３ 貸倒引当金戻入益  ― 2,329 0.0 2 98,131 0.1 2 95,801

Ⅶ 特別損失    

 １ 固定資産除却損 ※６ 11,832 48,671  36,839 

 ２ 固定資産売却損 ※７ 75,715 41  △75,674 

 ３ 投資有価証券評価損  1,545 21,978  20,433 

 ４ 投資有価証券売却損  ― 984  984 

 ５ ゴルフ会員権評価損  350 89,443 0.1 250 71,925 0.0 △100 △17,517

   税引前当期純利益  1,506,540 1.7 1,919,983 1.9  413,443

   法人税、住民税及び事業税  600,809 780,337  179,528 

   法人税等調整額  144,262 745,071 0.8 △90,404 689,933 0.7 △234,667 △55,138

   当期純利益  761,468 0.9 1,230,050 1.2  468,582

   前期繰越利益  30,682 47,104   16,422

   当期未処分利益  792,150 1,277,154   485,004
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③ 利益処分案 

 

  
前事業年度 

(平成17年６月29日) 
当事業年度 

(平成18年6月29日) 
比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

(当期未処分利益の処分)    

Ⅰ 当期未処分利益  792,150 1,277,154  485,004

Ⅱ 任意積立金取崩額    

 １ 特別償却準備金 
   取崩額 

 2,773 2,773 2,773 2,773 △0 △0

   計  794,924 1,279,928  485,004

Ⅲ 利益処分額    

 １ 配当金  539,119 531,143  △7,975 

 ２ 役員賞与金  8,700 12,500  3,800 

   (うち監査役賞与金)  (600) (800)  (200) 

 ３ 任意積立金    

  (1) 別途積立金  200,000 747,819 700,000 1,243,643 500,000 495,824

Ⅳ 次期繰越利益  47,104 36,284  △10,820

    

(その他資本剰余金の処分)    

Ⅰ その他資本剰余金  440 451  11

Ⅱ その他資本剰余金 
  次期繰越額 

 440 451  11

    

(注)日付は、株主総会承認日及びその予定日であります。 
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重要な会計方針 

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) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

① 子会社株式及び関連会社株式 

 移動平均法による原価法によって

おります。 

② その他有価証券 

 時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基づく時価

法によっております。(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。) 

 時価のないもの 

  移動平均法による原価法によって

おります。 

なお、投資事業有限責任組合および

それに類する組合への出資（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。 

① 子会社株式及び関連会社株式 

同左 

 

② その他有価証券 

同左 

 

２ 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によっており

ます。 

同左 

３ デリバティブ取引の評価

基準 

時価法によっております。 同左 

４ 固定資産の減価償却の方法 ① 有形固定資産 

  定率法によっております。ただ

し、平成10年４月１日以降取得した

建物(建物附属設備を除く)について

は定額法によっております。なお、

耐用年数及び残存価額については、

法人税法に規定する方法と同一の基

準によっております。 

① 有形固定資産 

同左 

 ② 無形固定資産 

  定額法によっております。なお、

耐用年数については、法人税法に規

定する方法と同一の基準によってお

ります。ただし、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)に基づく定額法に

よっております。また、市場販売目

的のソフトウェアについては、見込

有効期間(３年)に基づく定額法によ

っております。 

② 無形固定資産 

同左 

 ③ 長期前払費用 

 定額法によっております。なお、

耐用年数については、法人税法に規

定する方法と同一の基準によってお

ります。 

③ 長期前払費用 

同左 
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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) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

５ 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検

討し、回収不能見込額を計上してお

ります。 

① 貸倒引当金 

同左 

 ② 賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備えるた

め、支給見込額に基づき計上してお

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。ただし、総合設立型の厚生年金

基金制度については、当該年金基金

への要拠出額を退職給付費用として

処理しております。なお、当事業年

度 末 にお ける 年 金資 産の 額 は

1,823,990千円(加入人員比により算

定)であります。 

また、数理計算上の差異及び過去

勤務債務は、発生年度に全額を費用

処理しております。 

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。ただし、総合設立型の厚生年金

基金制度については、当該年金基金

への要拠出額を退職給付費用として

処理しております。なお、当事業年

度末における年金資産の額は      

2,449,774千円(加入人員比により算

定)であります。 

また、数理計算上の差異及び過去

勤務債務は、発生年度に全額を費用

処理しております。 

 ④ 役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給に備える

ため、役員退職慰労金規程に基づく

当事業年度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。 

同左 
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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) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

７ 重要なヘッジ会計の方法 ―――――――――― ① ヘッジ会計の方法 

特例処理の要件を満たす金利スワ

ップについては、特例処理によって

おります。 

② 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以下の

とおりであります。 

 （ヘッジ手段） （ヘッジ対象） 

  金利スワップ  借入金 

③ ヘッジ方針 

  借入金の金利変動によるリスク回

避を目的として、金利スワップ取引

を行っており、ヘッジ対象の識別は

個別契約毎に行っております。 

 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

特例処理の要件を満たす金利スワ

ップについては、決算日における有

効性の評価を省略しております。 

８ その他財務諸表作成のた

めの重要な事項 

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 

 
 
  （会計処理の変更） 

 
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

―――――――――― 当事業年度から「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))および

｢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。 



ファイル名:個別短信添付資料.doc 更新日時:2006/05/01 10:17 印刷日時:06/05/01 10:17 
 

― 48 ― 

(表示方法の変更) 

 
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

（貸借対照表） 

 「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年法

律第97号）が平成16年６月９日に公布され、平成16年12

月１日より適用となること及び「金融商品会計に関する

実務指針」（会計制度委員会報告第14号）が平成17年２

月15日付で改正されたことに伴い、当事業年度から投資

事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（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）

を「投資有価証券」及び「その他の関係会社有価証券」

として表示する方法に変更いたしました。 

なお、当事業年度の「投資有価証券」及び「その他の関

係会社有価証券」に含まれる当該出資の金額は、それぞ

れ404,496千円及び232,383千円であり、前事業年度にお

ける投資その他の資産「出資金」及び「関係会社出資

金」に含まれている当該出資の金額は、それぞれ

336,023千円及び123,023千円であります。 

 

 

―――――――――― 

 

(追加情報) 

 
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３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、販売費及び一般管理費が85,774千円増加

し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が、

85,774千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17年３月31日) 
当事業年度 

(平成18年３月31日) 

※１ 関係会社に対する資産及び負債 

    区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているも

のは次のとおりであります。 

売掛金 5,307,107千円

短期貸付金 10,450,000千円

買掛金 768,975千円
 

※１ 関係会社に対する資産及び負債 

    区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているも

のは次のとおりであります。 

売掛金 5,712,548千円

短期貸付金 12,215,000千円

上記以外の流動資産 1,080,065千円

買掛金 783,532千円
 

 

※２ 担保提供資産 

    (担保に供している資産) 

 建物 1,283,125千円

 土地 805,494千円

 合計 2,088,619千円

    (上記に対応する債務) 

 １年以内返済予定長期借入金 25,000千円

 長期借入金 112,500千円

 合計 137,500千円

  

 

※２ 担保提供資産 

    (担保に供している資産) 

 建物 1,238,215千円

 土地 805,494千円

 合計 2,043,710千円

    (上記に対応する債務) 

 １年以内返済予定長期借入金 25,000千円

 長期借入金 87,500千円

 合計 112,500千円

  

※３ 会社が発行する株式の総数 

    普通株式 70,000,000株

   発行済株式の総数 

    普通株式 18,110,252株

  

※３ 会社が発行する株式の総数 

    普通株式 70,000,000株

   発行済株式の総数 

    普通株式 18,110,252株

  

※４ 自己株式の保有数 

 当社が保有する自己株式の数は、以下の通りで

あります。 

    普通株式 139,602株

  

※４ 自己株式の保有数 

 当社が保有する自己株式の数は、以下の通りで

あります。 

    普通株式 405,458株

  

 ５ 保証債務 

(1)下記の関係会社の金融機関からの借入金に対

し、経営指導念書の差し入れを行なっておりま

す。 

MACNICA SHANGHAI, LIMITED 132,000千円

(2)下記の関係会社の金融機関からの借入金に対

し、債務保証を行なっております。 

MACDRAGON TECHNOLOGIES 
(SHENZHEN), LTD. 

19,470千円
 

 ５ 保証債務 

(1)下記の関係会社の金融機関からの借入金に対

し、債務保証を行なっております。 

株式会社ｱｰﾆｽ･ｻｳﾝﾄﾞ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ 94,000千円

(2)下記の関係会社の取引先に対する仕入債務に対

し、債務保証を行なっております。 

株式会社エルセナ 409,850千円
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前事業年度 
(平成17年３月31日) 

当事業年度 
(平成18年３月31日) 

 ６ コミットメントライン契約 

 当社においては、運転資金の安定的及び効率的

な調達を行うため、15の金融機関とコミットメン

トライン契約を締結しております。この契約に基

づく当期末における借入金未実行残高等は以下の

とおりであります。 

 貸出コミットメントの総額 10,000,000千円

 借入実行残高 ―千円

 差引額 10,000,000千円

 

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、31,304

千円であります。 

 

 ６ コミットメントライン契約 

 当社においては、運転資金の安定的及び効率的

な調達を行うため、12の金融機関とコミットメン

トライン契約を締結しております。この契約に基

づく当期末における借入金未実行残高等は以下の

とおりであります。 

 貸出コミットメントの総額 10,000,000千円

 借入実行残高 ―千円

 差引額 10,000,000千円

 

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、83,286

千円であります。 
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(損益計算書関係) 

 
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 他勘定振替高の内訳は、次のとおりであります。

  工具器具及び備品 11,779千円

  販売費及び一般管理費 △33,820千円

  営業外費用 455,243千円

  (たな卸資産廃棄損等) 

  合計 433,203千円

  

※１ 他勘定振替高の内訳は、次のとおりであります。

  工具器具及び備品 3,758千円

  販売費及び一般管理費 △43,291千円

  営業外費用 719,975千円

  (たな卸資産廃棄損等) 

  合計 680,442千円

  

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

 販売費に属する費用のおおよその割合は86％で

あり、一般管理費に属する費用のおおよその割合

は14％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。

  旅費交通費 586,797千円

  給与及び賞与 3,310,984千円

  福利厚生費 515,597千円

  支払手数料 836,886千円

  賞与引当金繰入額 320,831千円

  退職給付引当金繰入額 128,518千円

  役員退職慰労引当金 
  繰入額 

14,000千円

  減価償却費 548,860千円

    顧問料報酬等 384,338千円

  業務委託料 △1,527,807千円
 

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

 販売費に属する費用のおおよその割合は88％で

あり、一般管理費に属する費用のおおよその割合

は12％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。

  旅費交通費 673,436千円

  給与及び賞与 3,464,903千円

  福利厚生費 592,156千円

  支払手数料 1,253,275千円

  賞与引当金繰入額 479,891千円

  退職給付引当金繰入額 241,266千円

  役員退職慰労引当金 
  繰入額 

16,700千円

  減価償却費 550,628千円

  業務委託料 △1,586,175千円

 
 

※３ 研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる研究開発費 102,193千円

  

※３ 研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる研究開発費 296,146千円

  

※４ 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 87,897千円

  受取賃貸料 196,603千円

  その他 45,645千円

  

※４ 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。 

売上高 23,759,239千円

  受取配当金 834,890千円

  受取賃貸料  223,500千円

  

※５ 固定資産売却益の内容は、次のとおりでありま

す。 

  工具器具及び備品 373千円

  合計 373千円
 

※５ 固定資産売却益の内容は、次のとおりでありま

す。 

  工具器具及び備品 89千円

  合計 89千円
 

※６ 固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま

す。 

  建物 2,989千円

  工具器具及び備品 1,238千円

その他の有形固定資産 1,286千円

除却費用 4,642千円

  ソフトウエア 1,675千円

  合計 11,832千円
 

※６ 固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま

す。 

  建物 43,606千円

  工具器具及び備品 4,065千円

除却費用 1,000千円

  合計 48,671千円
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前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※７ 固定資産売却損の内容は、次のとおりでありま

す。 

  土地 59,711千円

  建物 16,004千円

  合計 75,715千円
 

※７ 固定資産売却損の内容は、次のとおりでありま

す。 

  工具器具及び備品 41千円

  合計 

   

41千円
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(リース取引関係) 
 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18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 

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) 

工具器具 
及び備品 

 339,419 142,002 197,417

 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。 

 

 
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) 

工具器具 
及び備品 

385,153 164,722 220,431

同左 

 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 79,136千円

１年超 118,281千円

合計 197,417千円

 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。 

 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 92,748千円

１年超 127,682千円

合計 220,431千円

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 60,919千円

減価償却費相当額 60,919千円

  

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 97,256千円

減価償却費相当額 97,256千円

  

(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。 

  

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 

(有価証券関係) 

前事業年度(自平成16年４月１日 至平成17年３月31日) 

１ 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

時価のある子会社株式及び関連会社株式は保有しておりません。 

 

当事業年度(自平成17年４月１日 至平成18年３月31日) 

１ 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

時価のある子会社株式及び関連会社株式は保有しておりません。 
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(税効果会計関係) 

 
前事業年度 

(平成17年３月31日) 
当事業年度 

(平成18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

の内訳 

(流動資産) 

繰延税金資産 

 賞与引当金繰入限度超過額 143,086千円

 商品評価損 160,375千円

 未払事業税 25,587千円

 賞与引当金社会保険料 15,406千円

 一括償却資産償却限度超過額 6,446千円

 未払事業所税 6,888千円

 その他 11,999千円

繰延税金資産小計 369,789千円

評価性引当額 ―千円

繰延税金資産合計 369,789千円

 

(固定資産) 

繰延税金資産 

 退職給付引当金繰入限度超過額 390,325千円

 投資有価証券評価損 2,189千円

 役員退職慰労引当金 132,811千円

 ゴルフ会員権評価損 31,707千円

 投資事業組合損失取込否認額 108,275千円

 その他 7,318千円

繰延税金資産小計 672,628千円

評価性引当額 ―千円

繰延税金資産合計 672,628千円

繰延税金負債 

 その他有価証券評価差額金 62,795千円

 特別償却準備金 5,696千円

繰延税金負債合計 68,492千円

繰延税金資産の純額 604,136千円

  

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 

(流動資産) 

繰延税金資産 

 賞与引当金繰入限度超過額 203,671千円

 商品評価損 161,776千円

 未払事業税 51,701千円

 賞与引当金社会保険料 25,548千円

 未払事業所税 6,841千円

 一括償却資産償却限度超過額 5,732千円

 その他 8,365千円

繰延税金資産小計 463,636千円

評価性引当額 ―千円

繰延税金資産合計 463,636千円

 

(固定資産) 

繰延税金資産 

 退職給付引当金繰入限度超過額 471,138千円

 役員退職慰労引当金 139,598千円

 投資事業組合損失取込否認額 128,526千円

 減価償却資産償却限度超過額 53,472千円

 ゴルフ会員権評価損 31,808千円

 その他 16,966千円

繰延税金資産小計 841,511千円

評価性引当額 △174,224千円

繰延税金資産合計 667,287千円

繰延税金負債 

 その他有価証券評価差額金 68,636千円

 特別償却準備金 3,797千円

繰延税金負債合計 72,433千円

繰延税金資産の純額 594,853千円

  

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の内訳 

法定実効税率 40.6%

（調整） 

前期見積実績誤差 4.8%

交際費等永久に損金に算入されない項目 3.4%

その他 0.7%

税効果会計適用後の法人税等の負担率 49.5%

  
 

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 40.6%

（調整） 

受取配当金の益金不算入額 △17.3%

評価性引当額 9.1%

交際費等永久に損金に算入されない項目 3.4%

その他 0.1%

税効果会計適用後の法人税等の負担率 35.9%
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(１株当たり情報) 

 
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額 2,485円95銭

 

１株当たり純資産額 2,519円65銭

 

１株当たり当期純利益 42円70銭

 

 

１株当たり当期純利益 68円34銭

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 
68円30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、潜在株式が希薄化効果を有しないため記載して

おりません。 

 

        

(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、次のとおり

であります。 

 
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり当期純利益   

当期純利益 761,468千円 1,230,050千円 

普通株主に帰属しない金額 8,700千円 12,500千円 

  うち利益処分による役員賞与金 8,700千円 12,500千円 

普通株式に係る当期純利益 752,768千円 1,217,550千円 

普通株式の期中平均株式数 17,628,300株 17,816,256株 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

 当期純利益調整額 ― ― 

 普通株式増加数 ― 11,493株 

  うち新株予約権 ― 11,493株 

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まれな

かった潜在株式の概要 

自己株式取得方式によるストッ

クオプション 
普通株式     84,200株 

自己株式取得方式によるストッ

クオプション 
普通株式    78,000株 

 

 

(重要な後発事象) 

   該当事項はありません。 

 

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 

      該当事項はありません。 




