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平成18年５月10日  
平成18年３月期 個別財務諸表の概要    

上 場 会 社 名        古河スカイ株式会社 上場取引所   東 

コード番号     ５７４１ 本社所在都道府県 東京都 

(URL http://www.furukawa-sky.co.jp/)       

代  表  者    役職名 代表取締役社長  氏名 原 正照     

問合せ先責任者    役職名 常務取締役     氏名 髙山 重憲  TEL (03) 5295 - 3800  

決算取締役会開催日 平成18年５月10日   

配当支払開始予定日 平成18年６月29日    中間配当制度の有無   有 

      単元株制度採用の有無 有（１単元1,000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   (注)記載金額は百万円未満を四捨五入して表示しております。  

  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   180,787 △1.4 12,758 △15.9 11,321 △18.1   

17年３月期   183,420   - 15,173 - 13,830 -   

         

  潜在株式調整後 株主資本 総資本 売上高 

  
当期純利益 １株当たり当期純利益

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 ％ ％ ％

18年３月期 6,555 △12.4 31  42   － 11.9 5.5 6.3

17年３月期 7,485  -   74  85   － 16.7 7.0 7.5

(注)①期中平均株式数   18年３月期 208,616,625株  17年３月期   100,000,000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  

    円 銭   円  銭 円  銭 百万円 ％ ％  

18年３月期  10  71  7  41  3  30 2,231 34.0 3.5  

17年３月期  37  42 15  00 22  42 3,742 50.0 7.9  

平成17年８月12日に株式１株につき２株の株式分割を行っております。当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前事業年度の１

株当たりの配当金はそれぞれ以下のとおりとなります。 

 年間配当金 18円71銭 中間 7円50銭 期末 11円21銭 

         

(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 212,765   62,990   29.6   277 37   

17年３月期 200,159   47,136   23.5   471 36   

(注)①期末発行済株式数  18年３月期 227,099,500株 17年３月期 100,000,000株 

    ②期末自己株式数    18年３月期         500株  17年３月期         - 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 105,600  6,900  4,100 4.00 - - 

通 期 211,100   15,000   8,800 - 4.00 8.00 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  38円75銭         

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等

は、業況の変化等により、上記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］ 

(1）貸借対照表 
  

             （単位：百万円）

科目 前事業年度 当事業年度 増減 科目 前事業年度 当事業年度 増減 

  (17.３.31) (18.３.31)     (17.３.31) (18.３.31)  

   (A) (B) (B-A)   (A) (B) (B-A) 

 （資産の部）   （負債の部）   

 流動資産 94,473 101,605 7,132 流動負債 92,312 95,579 3,267

 現金及び預金 1,597 1,931 334 支払手形 61 3,962 3,901

 受取手形 8,026 10,290 2,264 買掛金 33,701 33,343 △358

 売掛金 45,798 45,655 △142 短期借入金 30,870 26,720 △4,150

 
たな卸資産 24,065 26,652 2,587

１年以内返済予定

の長期借入金 
5,852 9,900 4,048

 前渡金 5,479 6,167 688 未払金 2,899 8,306 5,407

 未収入金 6,254 7,966 1,713 未払費用 13,427 9,375 △4,052

 短期貸付金 1,924 1,884 △41 未払法人税等 4,136 3,405 △731

 前払費用 108 76 △32 未払消費税等 889 121 △768

 繰延税金資産 712 783 72 その他 476 446 △30

 その他 534 201 △334     

 貸倒引当金 △23 － 23 固定負債 60,710 54,196 △6,514

     長期借入金 50,580 40,680 △9,900

 固定資産 105,685 111,160 5,474 退職給付引当金 9,879 12,460 2,581

 
有形固定資産 91,942 94,682 2,741

役員退職慰労引当

金 
119 155 35

 建物 18,393 18,105 △289 産廃処理引当金 132 - △132

 構築物 2,400 2,321 △79 環境対策引当金 - 503 503

 機械装置 30,054 29,956 △98 預り保証金 - 399 399

 車両運搬具 190 169 △20     

 工具器具備品 1,773 2,148 375 負債合計 153,022 149,775 △ 3,248

 土地 37,829 38,245 415     

 建設仮勘定 1,302 3,739 2,436 （資本の部）   

     資本金 11,000 16,528 5,528

 無形固定資産 1,713 1,940 228 資本剰余金 27,721 35,184 7,463

     資本準備金 27,721 35,184 7,463

 投資その他の資

産 
12,031 14,537 2,506 利益剰余金 7,925 10,859 2,933

 投資有価証券 2,612 2,118 △494 利益準備金 23 125 102

 関係会社株式 4,269 4,147 △122 当期未処分利益 7,902 10,733 2,831

 関係会社出資金 - 1,436 1,436     

 
繰延税金資産 4,408 5,945 1,536

その他有価証券評

価差額金 
490 419 △71

 その他 814 970 157 自己株式 － △0 △0

 貸倒引当金 △71 △78 △7 資本合計 47,136 62,990 15,854

 資産合計 200,159 212,765 12,606 負債・資本合計 200,159 212,765 12,606
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(2）損益計算書 
   （単位：百万円） 

   前事業年度 当事業年度  

   （自16.４.１ （自17.４.１ 増減 

    至17.３.31）   至18.３.31）  

科 目 (A) (B) (B-A) 

        

 売上高 183,420 180,787 △ 2,633 

 売上原価 157,734 157,015 △   719 

 売上総利益 25,686 23,772 △ 1,914 

    

 販売費及び一般管理費 10,514 11,014 501 

 営業利益 15,173 12,758 △ 2,415 

    

 営業外収益 362 400 38 

    

 営業外費用 1,705 1,836 131 

    

 経常利益 13,830 11,321 △ 2,508 

    

特別利益  

 前期損益修正益 - 55 55 

 投資有価証券売却益 40 1,367 1,328 

 貸倒引当金戻入益 - 67 67 

 補助金収入 79 134 55 

 その他 － 2 2 

 計 119 1,625 1,506 

    

特別損失  

 前期損益修正損 - 294 294 

 固定資産除却損 1,148 429 △719 

 減損損失 - 438 438 

 貸倒引当金繰入額 23 － △ 23 

 廃棄物処理費用 297 － △297 

 環境対策費用 - 468 468 

 事業撤退関連損失 217 66 △151 

 その他 221 328 106 

 計 1,906 2,023 116 

    

 税引前当期純利益 12,042 10,924 △1,118 

 法人税、住民税及び事業税 5,222 5,830 608 

 法人税等調整額 △ 665 △1,462 △797 

 当期純利益 7,485 6,555 △929 

 前期繰越利益 1,918 5,660 3,743 

 中間配当額 1,500 1,482 △18 

 当期未処分利益 7,902 10,733 2,831 
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［重要な会計方針］ 

 

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 

(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（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・・・・移動平均法による原価法 

 

２．デリバティブの評価基準 

時価法 

 

３．たな卸資産の評価基準及び評価方法 

月次総平均法に基づく原価法 

従来、製品及び仕掛品の評価基準及び評価方法について半期別総平均法に基づく原価法を採用しておりましたが、当事業年

度より月次総平均法に基づく原価法に変更いたしました。 

この変更は、昨今、主要原材料であるアルミニウム地金の市場価格が急騰していることに伴い、地金の市場価格に連動した

製品の売価と従来の評価方法による製品の原価とが適切に対応しなくなってきたため、アルミニウム地金の市場価格の変動を

売上原価並びに製品及び仕掛品の貸借対照表価額に適切に反映させることで、財政状態及び経営成績をより適正に表示するた

めに行ったものであります。 

この変更により、従来と同一の方法によった場合と比較して、製品および仕掛品はそれぞれ60百万円、615百万円増加し、

営業利益、経常利益および税引前当期純利益はそれぞれ675百万円増加しております。 

なお、この変更は当下期においてアルミニウム地金の市場価格が過去に例を見ないほど急騰したために行ったものであり、

当中間期は従来の方法によっております。従って、当中間期は、変更後の方法によった場合と比較して製品および仕掛品はそ

れぞれ14百万円、114百万円少なく、営業利益、経常利益および税引前中間純利益はそれぞれ128百万円多く計上されており

ます。 

 

４．固定資産の減価償却の方法 

(1）有形固定資産：定額法 

     なお、耐用年数は以下のとおりであります。 

建物・・・・・８～47年 

構築物・・・・３～50年 

機械装置・・・７～12年 

車輌運搬具・・４～７年 

工具器具備品・３～20年 

（2）無形固定資産：定額法 

なお、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）に基づく定額法を採用しています。 

 

５．繰延資産の処理方法 

 新株発行費・・・支出時に全額費用処理する方法を採用しております。 

 

６．引当金の計上基準 

(1)貸倒引当金 

売上債権・貸付金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検討し、回収不能見込額を計上しています。 

   (2)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います。

なお、会計基準変更時差異（3,536百万円）は、15年による均等額を費用処理しています。但し平成15年10月に古河電

気工業株式会社軽金属部門の吸収分割により承継した退職給付引当金（8,114 百万円）は会計基準変更時差異を過年度に

おいて一括費用処理した後の金額であります。数理計算上の差異については、発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一
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定の年数（10～14年）で、発生時の翌事業年度から定額法により償却を行なっています。過去勤務債務の額は、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～14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することとしています。 

     (3）役員退職慰労引当金 

      役員の退職慰労金の支出に備えるため内規に基づく期末要支給額を計上しています。 

(4）環境対策引当金 

  工場近郊に現存している複合廃棄物や屋根断熱材に含まれているアスベスト等について将来発生すると見込まれる処理費

用を引当計上しております。 

 

７．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います。 

 

８.ヘッジ会計の方法 

 ①ヘッジ会計の方法 

   繰延ヘッジ処理を採用しております。また、振当処理の要件を充たしている外貨建取引および外貨建債権債務には振当処理

を、特例処理の条件を充たしている金利スワップには特例処理を採用しております。 

   

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

   当期にヘッジ会計を適用したヘッジ対象とヘッジ手段は以下の通りであります。 

a.通貨関連 

ヘッジ手段・・・為替予約 

ヘッジ対象・・・外貨建債権債務及び外貨建予定取引 

b.金利関連 

ヘッジ手段・・・金利スワップ 

ヘッジ対象・・・借入金の支払金利 

c.商品関連 

ヘッジ手段・・・アルミニウム地金先渡取引 

ヘッジ対象・・・アルミニウム地金の購入および販売取引 

   

③ヘッジ方針 

    当社の社内規定に基づき、金利変動リスク、為替変動リスク及びアルミニウム地金に係る価格変動リスクをヘッジしておりま

す。なお、当該規定にてデリバティブ取引は実需に伴う取引に限定し実施することとしており、売買益を目的とした投機的な取

引は一切行わない方針としております。 

 

  ④ヘッジ有効性評価の方法 

    ヘッジ対象の相場変動の累計とヘッジ手段の相場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。ただし、振当処理によっている為替予約及び、特例処理によっている金利スワップについては、有効性

の評価を省略しております。 

 

９．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方法 

  税抜き方式によっています。 
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［会計処理方法の変更］ 

固定資産の減損に係る会計基準 

 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。 

 これにより税引前当期純利益は438百万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各資産の金額から直接控除しております。 

 

［表示方法の変更］ 

 （貸借対照表関係） 

   前事業年度まで区分掲記していた「産廃処理引当金」（当事業年度132百万円）は、当事業年度より「環境対策引当金」に含め

て表示しております。 

 

［注記事項］ 

 

（貸借対照表関係） 

                ＜前事業年度末＞          ＜当事業年度末＞                                            

1.有形固定資産の減価償却累計額              188,433百万円          190,697百万円  

2.保証債務総額                                  581 百万円                857 百万円  

（うち当社負担分）                             (442百万円)                  (607百万円)  

 

（損益計算書関係） 

                   ＜前事業年度末＞                 ＜当事業年度末＞  

1.減価償却実施額 

  有形固定資産                 8,316百万円                     6,417百万円    

無形固定資産                    259百万円                       454百万円         

 

2.営業外収益の主要項目 

  受取利息                     26百万円                   16百万円     

  受取配当金                    21百万円                       126百万円        

 

3.営業外費用の主要項目 

  支払利息                   1,352百万円                1,244百万円    

 

4.減損損失 

当事業年度において、当社は以下の資産について減損損失を計上しました。 

場所 用途 種類 減損損失(百万円) 

福井県坂井市 工場用地の一部 土地 365 

福井県坂井市 未利用地 土地  70 

栃木県日光市 未利用地 土地   2 

当社は、事業用資産についてはキャッシュ・フローを生み出す独立した事業所単位毎に、また、賃貸資産及び遊休資産については、

物件単位毎にグル－ピングを実施しております。上記の土地については、市場価格の下落が著しく、減損の兆候が認められたため、

減損損失の認識の判定をした上、減損損失を認識しました。 

 なお、回収可能価額の算定方法については、正味売却価額を適用し、正味売却価額の評価にあたっては主に不動産鑑定評価基準に

基づく鑑定評価額等を使用しております。 

 

5.環境対策費用 

 環境対策費用に含まれる環境対策引当金繰入額は371百万円です。 
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（リ-ス取引関係） 

ＥＤＩＮＥＴによる開示を行なうため記載を省略しております。 

 

（有価証券関係） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

  平成17年３月31日 平成18年３月31日 

  
貸借対照表計上額 

（百万円） 

時価 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

貸借対照表計上額

（百万円） 

時価 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

子会社株式 706 3,286 2,580 706 2,462 1,756

 

（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    471.36円 

１株当たり当期純利益   74.85円 

１株当たり純資産額    277.37円 

１株当たり当期純利益   31.42円 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益の金額について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益の金額について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 当社は、平成17年８月12日付で株式１株につき２株の株式

分割を行っております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前

事業年度における１株当たり情報については、以下のとおり

となります。 

   前事業年度 

１株当たり純資産額 235.68円

１株当たり当期純利益 37.42円 
   なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益の金額につい

ては、記載しておりません。 

 （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） 

当期純利益（百万円） 7,485 6,555

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 7,485 6,555

期中平均株式数 100,000,000 208,616,625

 

（重要な後発事象） 

該当事項ありません。 
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［役員の異動］ 

 

平成18年6月28日付 

 

(1) 新任取締役候補者 

取締役       雄谷 助十紀 （製板事業部福井工場長） 

取締役（非常勤）  和田 紘   （古河電気工業株式会社専務取締役兼執行役員専務） 

 

(2) 退任予定取締役 

取締役相談役    加藤 仁   （相談役就任予定） 

取締役       宇多田 元 

取締役（非常勤）  佐藤 修   （監査役就任予定） 

 

(3) 昇格予定 

専務取締役     髙山 重憲  （常務取締役） 

常務取締役     岩田 匡弘  （取締役） 

 

(4) 新任監査役候補者 

監査役（常勤）   佐藤 修   （取締役） 

監査役（非常勤）  櫻 日出雄  （古河電気工業株式会社取締役兼執行役員） 

監査役（非常勤）  山崎 明彦  （新日本製鐵株式会社経営企画部関連会社グループ部長） 

監査役（非常勤）  菅野 幹宏  （元東京大学教授） 

 

(5) 退任予定監査役 

監査役（常勤）   荻野 晴光  （顧問就任予定） 

監査役（非常勤）  田 政雄 

監査役（非常勤）  野村 一郎 
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新任取締役候補者の略歴 

 

雄谷 助十紀（おおや すけとき） 

 昭和２４年８月１１日生  石川県出身  満５６歳 

 

 昭和５０年 ３月   上智大学大学院理工学研究科機械工学科修士課程修了 

    同年 ４月   古河電気工業株式会社入社 

 平成１０年 ９月   同社軽金属事業本部福井事業所製造部長 

 平成１１年 ６月   同社軽金属カンパニー福井事業所製造部長 

 平成１５年 ６月   同社軽金属カンパニー福井事業所長 

 平成１５年１０月   当社製板事業部福井工場長 

 

和田 紘（わだ ひろし） 

 昭和１８年７月３０日生  鹿児島県出身  満６２歳 

 

 昭和４４年 ６月   東京大学法学部政治学科卒業 

    同年 ７月   古河電気工業株式会社入社 

平成 ５年 ６月   同社情報通信事業本部企画部長 

平成 ９年 ６月   同社人事部長 

平成１０年 ６月   同社取締役人事部長兼経営企画室長 

平成１３年 ６月   同社常務取締役 

平成１５年 ６月   同社専務取締役兼執行役員専務、輸出管理室長 

平成１６年 ４月   同社専務取締役兼執行役員専務、情報通信カンパニー長兼CAO 

平成１６年 ６月   同社専務取締役兼執行役員専務、情報通信カンパニー長 

 

 

 

新任監査役候補者の略歴 

 

佐藤 修（さとう おさむ） 

 昭和２１年１０月５日生  大阪府出身  満５９歳 

 

 昭和４５年 ３月   京都大学法学部卒業 

    同年 ４月   古河電気工業株式会社入社 

 平成 ２年 ９月   同社資材部長 

 平成 ７年 ６月   同社人事部長 

 平成 ９年 ６月   同社経理部長 

 平成１１年 ６月   同社取締役経理部長 

 平成１３年 ９月   同社取締役米国光事業推進室長 

 平成１４年 ６月   同社常務取締役米国光事業推進室長 

平成１５年 ６月   同社常務取締役兼執行役員常務 

 平成１６年 ６月   同社顧問 

 平成１７年 ６月   当社取締役（非常勤） 
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櫻 日出雄（さくら ひでお） 

 昭和２６年７月１９日生  東京都出身  満５４歳 

 

 昭和５０年 ３月   慶應義塾大学経済学部卒業 

    同年 ４月   古河電気工業株式会社入社 

平成１２年 ６月   同社経営企画室関連会社部長 

平成１５年 ４月   同社経営管理部長 

平成１６年 １月   同社経理部長 

平成１６年 ６月   同社執行役員、経理部長 

平成１７年 ６月   同社取締役兼執行役員、CFO兼経理部長 

 
山崎 明彦（やまざき あきひこ） 

 昭和３０年1月８日生  東京都出身  満５１歳 

 

 昭和５３年 ３月   早稲田大学政治経済学部卒業 

    同年 ４月   新日本製鐵株式会社入社 

 平成１２年 ７月   同社室蘭製鐵所総務部長 

 平成１８年 ４月   同社経営企画部関連会社グループ部長 

 

菅野 幹宏（かんの もとひろ） 

 昭和１８年７月１２日生  東京都出身  満６２歳 

 

 昭和４４年 ３月   東京大学大学院工学系研究科修士課程修了 

 昭和５７年 ３月   東京大学助教授 

 平成 ２年 ７月   同校教授 

 平成１８年 ３月   退職 

 

以上 

 

 


