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平成１８年３月期 個別財務諸表の概要 
平成１８年５月１１日 

上 場 会 社 名 イサム塗料株式会社 上場取引所 大  （市場第２部） 

コ ー ド 番 号 ４６２４ 本社所在都道府県 大阪府 

（URL http://www.isamu.co.jp/）   

代 表 者 役職名  代表取締役社長  氏名 塩 﨑 征 二  

問合せ先責任者 役職名  専務取締役     氏名 北 村   健 TEL（０６）６４５３－４５１１ 

決算取締役会開催日 平成１８年５月１１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 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）        （金額表示：百万円未満四捨五入） 

(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 ８，６７０ １．５ ４８４ △１０．７ ６０５ △９．７ 

１７年３月期 ８，５４６ △０．１ ５４３ １６．０ ６７０ １３．９ 
 
 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 ％ ％ ％ 

１８年３月期 ３４３ △４．２ ３０．８９ ―― ３．８ ４．９ ７．０ 

１７年３月期 ３５８ ９．５ ３１．９８ ―― ４．１ ５．４ ７．８ 

（注） ①期中平均株式数 18 年 3 月期 10,767,775 株 17 年 3 月期 10,874,611 株 

 ③会計処理の方法の変更 有  

 ④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 株主資本 

  中間 期末 （年間） 
配当性向 

配当率 

 円  銭 円  銭 円  銭 百万円 ％ ％ 

１８年３月期 １０．００ ５．００ ５．００ １０８ ３１．４ １．２ 

１７年３月期 １０．００ ５．００ ５．００ １０９ ３０．４ １．３ 

 

(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 １２，３９１ ８，９１１ ７１．９ ８３５．５２ 

１７年３月期 １２，３６０ ８，６９０ ７０．３ ７９９．４１ 

（注） ①期末発行済株式数 18 年 3 月期 10,664,985 株 17 年 3 月期 10,870,564 株 

 ②期末自己株式数 18 年 3 月期 1,335,015 株 17 年 3 月期 1,129,436 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 ４，５００ ２６０ １４０ ５．００ ―― ―― 

通 期 ８，８００ ５００ ２６０ ―― ５．００ １０．００ 

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期）   ２３円４４銭 

 

※ 上記の予想は、本資料発表日現在において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値と異なる可能性があります。 

 



 

24 

 

１． 個別財務諸表等 
 

（１） 財務諸表等 

① 貸借対照表 

 

  前事業年度 当事業年度 比較増減 

  （平成１７年３月３１日） （平成１８年３月３１日）  

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   2,946,770   2,640,035    

 2 受取手形   1,547,345   1,520,682    

 3 売掛金 ※1  1,325,983   1,321,416    

 4 有価証券   -   302,426    

 5 商品及び製品   1,017,138   981,474    

 6 仕掛品   67,163   55,554    

 7 原材料及び貯蔵品   169,960   177,051    

 8 繰延税金資産   104,296   96,279    

 9 その他 ※1  52,938   39,504    

   貸倒引当金   △62,000   △81,000    

流動資産合計   7,169,593 58.0  7,053,421 56.9  △116,172 

          

Ⅱ 固定資産          

 1 有形固定資産          

 (1) 建物及び構築物   872,193   817,199    

 (2) 機械装置及び運搬具   98,913   87,286    

 (3) 工具器具及び備品   78,864   68,552    

 (4) 土地 ※2  943,645   943,645    

   有形固定資産合計   1,993,615 16.1  1,916,682 15.5  △76,933 

          

 2 無形固定資産          

 (1) ソフトウエア   7,790   8,116    

 (2) 施設利用権   1,709   12,315    

 (3) 電話加入権   5,647   5,647    

   無形固定資産合計   15,146 0.1  26,078 0.2  10,932 

          

 3 投資その他の資産          

 (1) 投資有価証券 ※5  1,439,155   1,623,737    

 (2) 子会社株式   47,699   47,699    

 (3) 出資金   2,750   1,750    

 (4) 長期貸付金   2,532   1,585    

 (5) 保険積立金   1,351,081   1,461,756    

 (6) 繰延税金資産   306,012   178,900    

 (7) その他   42,501   80,258    

   貸倒引当金   △10,000   △1,000    

   投資その他の資産合計   3,181,730 25.8  3,394,685 27.4  212,955 

   固定資産合計   5,190,491 42.0  5,337,445 43.1  146,954 

   資産合計   12,360,084 100.0  12,390,866 100.0  30,782 
          

（注） 記載金額は千円未満を四捨五入して表示しております。 
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  前事業年度 当事業年度 比較増減 

  （平成１７年３月３１日） （平成１８年３月３１日）  

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 ※1  646,787   703,250    

 2 買掛金 ※1  1,386,073   1,412,804    

 3 未払金 ※1  163,599   174,759    

 4 未払法人税等   203,236   38,954    

 5 未払消費税等   -   30,347    

 6 預り金 ※1  46,470   45,220    

 7 賞与引当金   115,000   112,000    

 8 設備関係支払手形   23,477   9,064    

   流動負債合計   2,584,642 20.9  2,526,398 20.4  △58,244 

          

Ⅱ 固定負債          

 1 退職給付引当金   686,277   576,128    

 2 役員退職慰労引当金   183,785   169,430    

 3 預り保証金 ※1  215,355   208,090    

   固定負債合計   1,085,417 8.8  953,648 7.7  △131,769 

   負債合計   3,670,059 29.7  3,480,046 28.1  △190,013 

          

（資本の部）          

Ⅰ 資本金 ※3  1,290,400 10.4  1,290,400 10.4  - 

Ⅱ 資本剰余金          

 1 資本準備金  1,209,925   1,209,925     

   資本剰余金合計   1,209,925 9.8  1,209,925 9.8  - 

Ⅲ 利益剰余金          

 1 利益準備金  331,500   331,500     

 2 任意積立金          

 (1) 配当準備積立金  108,000   108,000     

 (2) 別途積立金  4,800,000   5,000,000     

 3 当期未処分利益  1,259,340   1,283,311     

   利益剰余金合計   6,498,840 52.6  6,722,811 54.3  223,971 

Ⅳ その他有価証券評価差額金 ※6  102,523 0.8  217,067 1.7  114,544 

Ⅴ 自己株式 ※4  △411,663 △3.3  △529,383 △4.3  △117,720 

   資本合計   8,690,025 70.3  8,910,820 71.9  220,795 

負債、資本合計   12,360,084 100.0  12,390,866 100.0  30,782 
          

（注） 記載金額は千円未満を四捨五入して表示しております。 
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② 損益計算書 

 

  前事業年度 当事業年度 比較増減 

  （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）  

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 ※1  8,546,319 100.0  8,670,468 100.0  124,149 

Ⅱ 売上原価 ※3  6,049,562 70.8  6,309,269 72.8  259,707 

   売上総利益   2,496,757 29.2  2,361,199 27.2  △135,558 

          

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※2  1,954,232 22.9  1,876,952 21.6  △77,280 

   営業利益   542,525 6.3  484,247 5.6  △58,278 

          

Ⅳ 営業外収益          

 1 受取利息  6,807   6,967   160  

 2 有価証券利息  13,592   14,914   1,322  

 3 受取配当金 ※1 8,641   9,549   908  

 4 受取賃借料 ※1 17,650   20,673   3,023  

 5 その他  90,311 137,001 1.6 77,951 130,054 1.5 △12,360 △6,947 

          

Ⅴ 営業外費用          

 1 支払利息  2,155   1,979   △176  

 2 その他  6,895 9,050 0.1 6,847 8,826 0.1 △48 △224 

   経常利益   670,476 7.8  605,475 7.0  △65,001 

          

Ⅵ 特別利益          

 1 有価証券償還益  4,524 4,524 0.1 - - - △4,524 △4,524 

          

Ⅵ 特別損失          

 1 役員退職慰労金  -   13,135   13,135  

 2 会員権償却損  -   1,500   1,500  

 3 新支店建設関連費用  11,245   -   △11,245  

 4 支店竣工記念事業費  2,091   -   △2,091  

 5 固定資産除却損  11,916 25,252 0.3 - 14,635 0.2 △11,916 △10,617 

  税引前当期純利益   649,748 7.6  590,840 6.8  △58,908 

  法人税、住民税及び事業税  296,000   191,000     

  法人税等調整額  △4,032 291,968 3.4 57,190 248,190 2.8  △43,778 

  当期純利益   357,780 4.2  342,650 4.0  △15,130 

  前期繰越利益   955,933   994,988   39,055 

  中間配当額   54,373   54,327   △46 

  当期未処分利益   1,259,340   1,283,311   23,971 
          

（注） 記載金額は千円未満を四捨五入して表示しております。 
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③ 利益処分案 

 

  前事業年度 当事業年度 比較増減 

  （平成１７年３月期） （平成１８年３月期） （△印減） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益   1,259,340  1,283,311  23,971 

        

Ⅱ 利益処分額        

 1 配当金  54,353  53,325  △1,028  

 2 役員賞与金  10,000  10,000  -  

 （うち監査役賞与金）  （1,000）  （1,000）  （-）  

 3 任意積立金        

 (1) 別途積立金  200,000 264,353 200,000 263,325 - △1,028 

        

Ⅲ 次期繰越利益   994,987  1,019,986  24,999 
        

（注） １． 平成 17 年 9 月 30 日現在、株主名簿記載の株主に対し平成 17 年 12 月 6 日、１株につき 5 円 00 銭、 

総額 54,327 千円（前中間期総額 54,373 千円）の中間配当を実施いたしました。 

 ２． 配当金は、自己株式 1,335,015 株（前事業年度 1,129,436 株）を除いて計算しております。 

 ３． 記載金額は千円未満を四捨五入して表示しております。 
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財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 

 前事業年度 当事業年度 

項目 （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） 

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（定額法） 

子会社株式及び関連会社株式 

 総平均法による原価法 

その他有価証券 

 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、売却原価は総

平均法により算定） 

 時価のないもの 

 総平均法による原価法 

満期保有目的の債券 

同左 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

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 

評価基準 ： 原価法 

評価方法 

 製品・仕掛品 ：総平均法 

 商品・原材料・貯蔵品  

：先入先出法 

同左 

3 固定資産の減価償却の

方法 

有形固定資産  ：定率法 

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。 

ただし、平成 10 年 4 月 1日以降

取得した建物（建物付属設備を除

く）については、定額法によっており

ます。 

有形固定資産 

同左 

 

 無形固定資産及び長期前払費用 

：定額法 

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。 

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）に基づく定額法に

よっております。 

無形固定資産及び長期前払費用 

同左 

4 引当金の計上基準 

 

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。 

貸倒引当金 

同左 

 賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、支給見込額に

基づき計上しております。 

賞与引当金 

同左 
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 前事業年度 当事業年度 

項目 （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） 

 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、当事業年度末において発

生していると認められる額を計上し

ております。 

なお、会計基準変更時差異

（565,229 千円）については、10 年

による按分額を費用処理しておりま

す。 

退職給付引当金 

同左 

 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に備

えて、役員退職慰労金規程（内規）

に基づく期末要支給額を計上して

おります。 

役員退職慰労引当金 

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 消費税等の会計処理の

方法 

消費税及び地方消費税の会計処

理は、税抜方式によっております。 

同左 

   

 

 

会計処理の変更 

 

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） 

―――――― （固定資産の減損に係る会計基準） 

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））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）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。 

―――――― （退職給付に係る会計基準） 

当事業年度より「『退職給付に係る会計基準』の一部改正」

（企業会計基準委員会 平成17年 3月16日企業会計基準第

3 号）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」（企業会計基準委員会 平成 17 年 3 月 16 日企業

会計基準適用指針第 7 号）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。 
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追加情報 

 

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） 

「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。 

 

―――――― 

 

 

注記事項 

 

（貸借対照表関係） 

 

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） 

※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。 

（資産） 売掛金 34,828 千円 

 未収入金 369 千円 

（負債） 支払手形 31,040 千円 

 買掛金 51,821 千円 

 未払金 5,106 千円 

 預り金 3,000 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。 

（資産） 売掛金 40,560 千円 

 未収入金 434 千円 

（負債） 支払手形 24,899 千円 

 買掛金 60,256 千円 

 未払金 5,219 千円 

 預り保証金 3,000 千円  
※2 （担保資産） 

滋賀工場の土地の一部に根抵当権を設定しており

ますがこれを担保とする債務はありません。 

――――― 

※3 会社が発行する株式 普通株式 48,000,000 株 

 発行済株式総数 普通株式 12,000,000 株 

※3 会社が発行する株式 普通株式 48,000,000 株 

 発行済株式総数 普通株式 12,000,000 株 

※4 （自己株式の保有数）  

普通株式 1,129,436 株  

※4 （自己株式の保有数） 

普通株式 1,335,015 株  
※5 投資有価証券に含まれる関連会社に対するものは

次のとおりです。 

株式 28,068 千円  

※5 投資有価証券に含まれる関連会社に対するものは

次のとおりです。 

株式 28,068 千円  
※6 （配当制限） 

 有価証券の時価評価により、純資産額が 102,523

千円増加しております。 

なお、当該金額は商法第 290条第1項第 6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。 

※6 （配当制限） 

 有価証券の時価評価により、純資産額が 217,067

千円増加しております。 

なお、当該金額は商法第 290条第1項第 6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。 
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（損益計算書関係） 

 

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） 

※1 関係会社との取引に係わるものが次のとおり含まれ

ております 

売上高 364,412 千円 

仕入高 547,986 千円 

受取配当金 4,797 千円 

受取賃借料 7,429 千円  

※1 関係会社との取引に係わるものが次のとおり含まれ

ております 

売上高 381,038 千円 

仕入高 494,645 千円 

受取配当金 4,797 千円 

受取賃借料 7,429 千円  
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金

額は次のとおりであります。 

荷造運賃 174,462 千円 

宣伝費 119,096 千円 

役員報酬 66,092 千円 

従業員給料 613,380 千円 

賞与及び賞与引当金繰入額 166,364 千円 

退職給付費用 66,844 千円 

福利費 141,280 千円 

役員退職慰労引当金繰入額 14,102 千円 

減価償却費 45,770 千円 

   

※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金

額は次のとおりであります。 

荷造運賃 172,321 千円 

宣伝費 127,611 千円 

役員報酬 62,828 千円 

従業員給料 587,483 千円 

賞与及び賞与引当金繰入額 154,771 千円 

退職給付費用 21,874 千円 

福利費 140,037 千円 

役員退職慰労引当金繰入額 18,837 千円 

減価償却費 65,769 千円 

   
※3 当期製造費用に含まれる研究開発費は182,402千

円であります。 

※3 当期製造費用に含まれる研究開発費は196,923千

円であります。 
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（２） リース取引 

 

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） 

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 

（借主側） 

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 

 工具器具 

及び備品 

（千円） 

ソフト 

ウエア 

（千円） 

 

合計 

（千円） 

取得価額 

相当額 
67,758 44,815 112,573 

減価償却 

累計額 

相当額 

48,590 26,543 75,133 

期末残高 

相当額 
19,168 18,272 37,440 

 

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 

（借主側） 

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 

 工具器具 

及び備品 

（千円） 

ソフト 

ウエア 

（千円） 

 

合計 

（千円） 

取得価額 

相当額 
129,741 33,011 162,752 

減価償却 

累計額 

相当額 

28,940 22,806 51,746 

期末残高 

相当額 
100,801 10,205 111,006 

 
② 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 19,914 千円 

１年超 18,231 千円 

合計 38,145 千円  

② 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 30,926 千円 

１年超 80,795 千円 

合計 111,721 千円  
③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 

支払リース料 38,271 千円 

減価償却費相当額 36,530 千円 

支払利息相当額 782 千円  

③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 

支払リース料 26,617 千円 

減価償却費相当額 25,391 千円 

支払利息相当額 1,246 千円  
④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

 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。 

 利息相当額の算定方法 

リース料総額とリー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。 

④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 

 利息相当額の算定方法 

同左 

 

 

 

 

（３） 有価証券関係 

 

前事業年度 （平成１７年３月３１日現在） 

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。 

 

当事業年度 （平成１８年３月３１日現在） 

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。 
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（４） 税効果会計関係 

 

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） 

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 

繰延税金資産  

貸倒引当金損金算入限度超過額 26,195 千円 

賞与引当金限度超過額 46,552 千円 

未払事業税否認 16,889 千円 

退職給付引当金否認 277,805 千円 

退職給与引当金損金算入限度超

過額 
74,396 千円 

その他 38,792 千円 

繰延税金資産小計 480,629 千円 

評価性引当金 - 千円 

繰延税金資産合計 480,629 千円 

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △70,321 千円 

繰延税金負債合計 △70,321 千円 

繰延税金資産の純額 410,308 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 

繰延税金資産  

貸倒引当金損金算入限度超過額 29,182 千円 

賞与引当金限度超過額 45,349 千円 

未払事業税否認 5,880 千円 

退職給付引当金否認 233,274 千円 

退職給与引当金損金算入限度超

過額 
68,602 千円 

その他 40,551 千円 

繰延税金資産小計 422,838 千円 

評価性引当金 - 千円 

繰延税金資産合計 422,838 千円 

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △147,659 千円 

繰延税金負債合計 △147,659 千円 

繰延税金資産の純額 275,179 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（％） 40.5 

（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損金に算入さ

れない項目 
△0.4 

 住民税均等割等 0.7 

 その他 2.2 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 44.9  

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（％） 40.5 

（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損金に算入さ

れない項目 
△0.5 

 住民税均等割等 0.7 

 その他 △0.4 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 42.0  
  

 

 

 

 

２． 役員の異動 
 

（１） 代表者の異動 

該当事項はありません。 

 

（２） その他役員の異動 

該当事項はありません。 

 


