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代  表  者 役   職   名  代表取締役社長 
        氏    名  早川 富隆 
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        氏    名 山川 良三    ＴＥＬ（０３）５４９６－１０５１ 

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 

単元株制度採用の有無 有（１単元100株）    定時株主総会開催日  平成18年６月29日 

 

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                                （百万円未満切捨て） 

 売  上  高 営 業 利 益 経 常 利 益 

 
18年３月期 

17年３月期 

百万円   ％

65,146（△20.7）

     82,185（△13.0）

百万円   ％

       1,077 （△15.0）

     1,268 （ △3.3）

百万円   ％

1,287（△20.3）

1,616（  23.5）

 

 
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３月期 

17年３月期 

百万円   ％

          657（△17.7）

           798（  14.0）

円 銭

91  95

110 03

円 銭

－  －

－ －

％ 

10.3   

13.9  

％ 

4.3   

5.0  

％

2.0  

2.0 

(注) 1．期中平均株式数   18年３月期 7,148,184 株   17年３月期 7,148,196 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 

 
18年３月期 

17年３月期 

円 銭 

20  00 

15 00 

円 銭

0 00 

0 00 

円 銭

20  00 

15 00 

百万円

142 

107 

％ 

21.8 

13.6 

％

2.1 

1.8 

(注) 18年３月期期末配当金の内訳 普通配当15円00銭 特別配当５円00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

 
18年３月期 

17年３月期 

百万円 

29,568 

30,136 

百万円

6,664 

6,083 

％ 

22.5 

20.2 

円  銭

     932   39 

849  39 

(注) 1．期末発行済株式数   18年３月期 7,148,136 株   17年３月期 7,148,196 株 
2．期末自己株式数    18年３月期    264 株   17年３月期     204 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  

 
中 間 期 

通  期 

百万円 

33,500 

71,000 

百万円

450 

900 

百万円

250 

520 

円 銭

－  － 

－  － 

円 銭 

－  － 

15 00 

円 銭

－  － 

15 00 

(参考) 1株当たり予想当期純利益（通期） 72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

要素を含んでおります。実際に業績等は、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。 

   なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料の11ページを参照してください。 
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１．個別財務諸表等 
    （１）貸借対照表 

  
第44期 

（平成17年３月31日現在） 

第45期 

（平成18年３月31日現在） 
対前年比

区分 
注記 

番号 
金額（百万円） 

構成比

（％）
金額（百万円） 

構成比 

（％） 

増減 

（百万円）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  3,309 4,069  759

２．受取手形  2,046 2,114  68

３．売掛金 ＊２ 16,678 17,482  803

４．商品  1,899 1,909  10

５．前渡金  200       －  △200

６．前払費用  76 75  △1

７．繰延税金資産  217 208  △8

８．未収入金 ＊２ 534 534  △0

９．短期貸付金 ＊２ 1,400 －  △1,400

10．その他  75 40  △35

貸倒引当金  △ 14 △ 10  3

流動資産合計  26,425 87.7 26,424 89.4 △0

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

(1) 建物 ＊１ 768 599   

減価償却累計額  451 316 427 171  △144

(2) 車両運搬具  5 4   

減価償却累計額  4 0 3 0  0

(3) 工具器具及び備品  156 100   

減価償却累計額  116 39 74 26  △13

(4) 土地 ＊1＊3 429 405  △24

有形固定資産合計  785 2.6 603 2.0 △182

２．無形固定資産    

(1) 電話加入権  14 5  △9

(2) ソフトウェア  679 483  △195

無形固定資産合計  694 2.3 489 1.7 △205

３．投資その他の資産    

(1) 投資有価証券 ＊１ 497 512  15

(2) 関係会社株式  1,227 1,190  △37

(3) 破産・更生債権等           24 23  △0

(4) 長期前払費用  6 5  △0

(5) 繰延税金資産  308 227  △80

(6) 敷金及び保証金  166 100  △66

(7) 会員権  71 44  △27

(8) その他  29 28  △0

貸倒引当金  △ 101 △ 81  19

投資その他の資産合計  2,230 7.4 2,051 6.9 △179

固定資産合計  3,710 12.3 3,144 10.6 △566

資産合計  30,136 100.0 29,568 100.0 △567
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第44期 

（平成17年３月31日現在） 

第45期 

（平成18年３月31日現在） 
対前年比

区分 
注記 

番号 
金額（百万円） 

構成比

（％）
金額（百万円） 

構成比 

（％） 

増減 

（百万円）

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．支払手形 ＊１ 676 477  △198

２．買掛金 ＊1＊2 15,709 13,808  △1,900

３．短期借入金 ＊１ 1,000 352  △647

４．一年以内返済予定の長期借入金 ＊１ 1,000 742  △258

５．未払金  242 216  △25

６．未払費用  35 44  8

７．未払法人税等  267 357     90

８．前受金  77 27  △50

９．預り金  10 17  7

10．賞与引当金  175 231  55

11. 役員賞与引当金  － 16  16

12．その他  67 45  △21

流動負債合計  19,260 63.9 16,336 55.3 △2,923

Ⅱ 固定負債     

１．社債  3,200 5,700  2,500

２．長期借入金 ＊１ 1,201 459  △742

３．退職給付引当金  349 348  △1

４．役員退職慰労引当金  41 59  18

固定負債合計  4,791 15.9 6,566 22.2 1,775

負債合計  24,052 79.8 22,903 77.5 △1,148

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金 ＊４ 1,433 4.8 1,433 4.8 －

Ⅱ 資本剰余金    

１．資本準備金  1,571 1,571   

資本剰余金合計  1,571 5.2 1,571 5.3 －

Ⅲ  利益剰余金    

１．利益準備金  139 139   

２．任意積立金    

(1) 別途積立金  2,325 2,325   

３．当期未処分利益  1,686 2,202   

利益剰余金合計  4,150 13.8 4,666 15.8 516

Ⅳ 土地再評価差額金 ＊3＊8 △ 1,200 △4.0 △1,178 △4.0 21

Ⅴ その他有価証券評価差額金 ＊８ 128 0.4 171 0.6 43

Ⅵ 自己株式 ＊５ △ 0 △0.0 △0 △0.0 －

資本合計  6,083 20.2 6.664 22.5 581

負債・資本合計  30,136 100.0 29,568 100.0 △567
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  （２）損益計算書 

  
第44期 

（自 平成16年４月１日 
    至 平成17年３月31日）

第45期 
（自 平成17年４月１日 

    至 平成18年３月31日） 
対前年比

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

増減 
（百万円）

Ⅰ 売上高    

１．商品売上高 ＊７ 79,449 65,146   

２．製品売上高  2,363 －   

３．その他売上高  372 82,185 100.0 ― 65,146 100.0 △17,039

Ⅱ 売上原価    

１．商品売上原価    

期首商品棚卸高  2,579 1,899   

当期商品仕入高 ＊７ 73,026 60,084   

合計  75,606 61,984   

他勘定振替高 ＊１ 44 －   

期末商品棚卸高  1,899 1,909   

商品売上原価  73,662 60,074   

２．製品売上原価    

期首製品棚卸高  － －   

当期製品製造原価  2,070 －   

合計  2,070 －   

期末製品棚卸高  － －   

製品売上原価  2,070 －   

３．その他売上原価  284 76,017 92.5 ― 60,074 92.2 △15,943

売上総利益  6,168 7.5 5,072 7.8 △1,095

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

１．荷造運賃  215 109   

２．販売手数料  88 105   

３．貸倒引当金繰入額  0 7   

４．役員報酬  101 113   

５．給与・賞与  1,668 1,290   

６．賞与引当金繰入額  175 221   

７. 役員賞与引当金繰入額  － 16   

８．退職給付費用  229 152   

９．役員退職慰労引当金繰入額  19 22   

10．福利厚生費  241 190   

11．旅費交通費  256 235   

12．地代家賃  309 244   

13．支払リース料  126 79   

14．減価償却費  277 323   

15．業務委託費  327 261   

16．その他 ＊２ 860 4,899 6.0 619 3,994 6.1 △905

営業利益  1,268 1.5 1,077 1.7 △190
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第44期 

（自 平成16年４月１日 
    至 平成17年３月31日）

第45期 
（自 平成17年４月１日 

    至 平成18年３月31日） 
対前年比

区分 
注記 
番号 金額（百万円） 

百分比
（％） 金額（百万円） 

百分比 
（％） 

増減 
（百万円）

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  6 4   

２．受取配当金 ＊７ 439 153   

３．関係会社業務受託収入  105 100   

４. 為替差益  － 63   

５．雑収入  56 608 0.8 49 370 0.5 △237

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  79 56   

２．社債利息  ― 19   

３．売上債権売却損  67 37   

４．社債発行費  40 29   

５．デリバティブ損失  34 －   

６．為替差損  15 －   

７．雑損失  22 260 0.3 17 160 0.2 △99

経常利益  1,616 2.0 1,287 2.0 △328

Ⅵ 特別利益    

１.固定資産売却益 ＊３ － 0   

２.投資有価証券売却益  － 98   

３．貸倒引当金戻入額  13 12   

４．大量退職に伴う退職給付債務戻入益  46 －   

５．会員権売却益  1 62 0.0 － 111 0.1 48

Ⅶ 特別損失    

１．固定資産売却損 ＊５ 5 9   

２．固定資産除却損 ＊４ 75 20   

３．固定資産臨時償却費 ＊６ 38 －   

４．投資有価証券売却損  － 0   

５．関係会社株式評価損 ＊７ － 65   

６．会員権評価損  3 2   

７．特別退職金  245 56   

８. 減損損失 ＊８ － 368 0.4 43 198 0.3 △169

税引前当期純利益  1,309 1.6 1,200 1.8 △109

法人税、住民税及び事業税  316 482   

法人税等調整額  194 511 0.6 59 542 0.8 31

当期純利益  798 1.0 657 1.0 △141

前期繰越利益  890 1,567  

土地再評価差額金取崩額  △2 △21  

当期未処分利益  1,686 2,202  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
   製造原価明細書 

  
第44期 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

第45期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ 材料費  1,541 86.3 － － 

Ⅱ 外注加工費  222 12.5 － － 

Ⅲ 労務費  21 1.2 － － 

Ⅳ 経費  0 0.0 － － 

当期総製造費用  1,786 100.0 － － 

期首仕掛品棚卸高  284  －  

計  2,070  －  

期末仕掛品棚卸高  －  －  

当期製品製造原価  2,070  －  

      

 
脚注 

第44期 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

第45期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

原価計算の方法 
 

 個別原価計算方式を採用しております。  

（注）平成16年10月１日に実施された共信コミュニケーションズ株式会社への営業譲渡により、第45期以降の当社に帰属する 

製品売上高並びに製品売上原価及び関連勘定項目について、該当事項はありません。 

 

 （３）利益処分案 

  
第44期 

平成17年３月期 
第45期 

平成18年３月期 
対前年比 

区分 注記 
番号 金額（百万円） 金額（百万円） 増減 

（百万円） 

Ⅰ 当期未処分利益  1,686 2,202 516 

Ⅱ 利益処分額     

１．配当金  107 142 35 

  １株につき  15円 １株につき  20円  5円 

２．役員賞与金     

（1）取締役賞与金  12 － △12 

Ⅲ 次期繰越利益     1,567 2,059 492 
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重要な会計方針 

項目 
第44期 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

第45期 
（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 

 総平均法による原価法 

(1)子会社株式及び関連会社株式 

             同左 

 (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 

(2)その他有価証券 

時価のあるもの 

         同左 

 

 

 

時価のないもの 

         同左 

２．デリバティブの評価基準

及び評価方法 

時価法              同左 

３．棚卸資産の評価基準及び

評価方法 

(1）商品 

 移動平均法による原価法 

(1)商品 

同左 

 (2）仕掛品 

 個別法による原価法 

 

４．固定資産の減価償却の方

法 

(1)有形固定資産 

定率法 

なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

建物       ７～50年 

工具器具及び備品 ２～20年 

(1)有形固定資産 

定率法 

なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

建物       ３～50年 

工具器具及び備品 ２～20年       

  (追加情報) 

上記建物等のうち物流業務施設の一

部については、従来採用していた耐用年

数から残存見積使用期間に合わせた耐

用年数に変更いたしました。 

この変更は、当期に当該資産を売却す

る方針を決定したため耐用年数を短縮

したものであり、この結果、従来の方法

に比較して、営業利益、経常利益及び税

引前当期純利益が66百万円それぞれ減

少しております。 

 (2)無形固定資産 

定額法 

なお、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）に基づいております。

(2)無形固定資産 

定額法 

同左 

 (3）長期前払費用 

 定額法 

(3)長期前払費用 

同左 
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項目 
第44期 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

第45期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

５．繰延資産の処理方法 (1)社債発行費 

支出時に全額費用として処理して

おります。 

(1)社債発行費 

同左 

６．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 

 債権の貸倒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勘案

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、将来の支給見込額のうち当期の

負担額を計上しております。 

(2)賞与引当金 

同左 

  (3)役員賞与引当金 

役員に対する賞与の支給に備える

ため、支給見込額を計上しておりま

す。 

（追加情報） 

「役員賞与の会計処理に関する当

面の取り扱い」（企業会計基準委員会

実務対応報告第13号）に基づき、従来、

株主総会決議時に未処分利益の減少

として会計処理していた役員賞与を、

当期から発生時に費用処理しており

ます。この結果、従来の方法と比較し

て、営業利益、経常利益及び税金等調

整前当期純利益が、それぞれ16百万円

減少しております。 



 

項目 
第44期 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

第45期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 (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（10年）による定額法により

費用処理しております。 

数理計算上の差異は、各期の発生

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

により按分した額をそれぞれ発生の

翌期から費用処理しております。 

なお、執行役員等の部分について

は、執行役員等の退職慰労金の支出

に備えるため、内規に基づく期末要

支給額を計上しております。 

（追加情報） 

当社は当期における希望退職の実

施及び当期中に実施された新規設立

子会社である共信コミュニケーショ

ンズ株式会社への従業員の転籍に伴

う大量退職を受けて、「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

適用いたしました。これにより退職

給付債務の減少額（32百万円）に未

認識過去勤務債務のうち当該退職者

にかかる部分（15百万円）を加算し、

未認識数理計算上の差異のうち当該

退職者にかかる部分（0百万円）を差

し引いた額（46百万円）を特別利益

として計上しております。 

(4) 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（10年）による定額法により

費用処理しております。 

数理計算上の差異は、各期の発生

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

により按分した額をそれぞれ発生の

翌期から費用処理しております。 

なお、執行役員等の部分について

は、執行役員等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、内規に基づく期末要支給額を

計上しております。 

(5) 役員退職慰労引当金 

同左 

７．収益及び費用の計上基準 工事を伴う売上の計上基準は、工事

完成基準によっております。 

 

８．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 
第44期 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

第45期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

９．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっておりま

す。なお、為替予約等が付されてい

る外貨建金銭債権債務等について

は、振当処理を行っております。 

(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 

為替予約及び金利スワップ 

・ヘッジ対象 

相場変動等による損失の可能性が

ある外貨建金銭債権債務等及び将

来の借入金利息等 

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 

・ヘッジ手段 

為替予約 

・ヘッジ対象 

相場変動等による損失の可能性が

ある外貨建金銭債権債務等 

 (3)ヘッジ方針 

事業活動及び財務活動に伴う為替

相場などの相場変動によるリスク及

び借入金等の金利変動リスクを低減

させる目的においてのみデリバティ

ブ取引を利用しております。 

(3)ヘッジ方針 

事業活動及び財務活動に伴う為替

相場などの相場変動によるリスクを

低減させる目的においてのみデリバ

ティブ取引を利用しております。 

 (4)ヘッジの有効性評価の方法 

為替予約については、ヘッジ手段

とヘッジ対象の資産・負債等に関す

る重要な条件が同一であり、有効性

がおおむね100％であることが明ら

かであるため、有効性の判定は省略

しております。 

金利スワップについては、ヘッジ

開始時から有効性判定時点までの

期間において、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

を比較し、両者の変動額等を基礎と

して判定しております。 

(4)ヘッジの有効性評価の方法 

為替予約については、ヘッジ手

段とヘッジ対象の資産・負債等に

関する重要な条件が同一であり、

有効性がおおむね100％であるこ

とが明らかであるため、有効性の

判定は省略しております。 

10．その他財務諸表作成のた

めの重要な事項 

(1)消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

(1)消費税等の会計処理 

同左 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

会計処理方法の変更 

第44期 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

第45期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 （固定資産の減損に係る会計基準） 

当期より、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43百万円減少しております。

なお、減損損失累計額につきましては、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。 
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表示方法の変更 

第44期 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

第45期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（貸借対照表） 

前期まで流動資産の「その他」に含めて表示しており

ました「短期貸付金」は、重要性が高まったため、当期

より区分掲記することに変更いたしました。なお、前期

における「短期貸付金」の金額は62百万円であります。

 

 

（損益計算書） 

前期まで販売費及び一般管理費に区分掲記しており

ました「研究開発費」は、金額が僅少であるため「その

他」に含めて表示することに変更しました。なお、当期

における「研究開発費」の金額は21百万円であります。

 

 

 

 

注記事項 

（貸借対照表関係） 

第44期 
（平成17年３月31日現在） 

第45期 
（平成18年３月31日現在） 

＊１．担保に供している資産 ＊１．担保に供している資産 
 

建物 158百万円

土地 390百万円

投資有価証券 48百万円

計 597百万円

上記に対する債務額 

支払手形 8百万円

短期借入金 440百万円

長期借入金 
（一年以内返済分を含む） 

325百万円

計 773百万円
  

 
建物 84百万円

土地 390百万円

投資有価証券 13百万円

計 488百万円

上記に対する債務額 

支払手形 18百万円

買掛金 70百万円

長期借入金 
（一年以内返済分を含む） 

225百万円

計 314百万円
   

＊２．関係会社に対する資産及び負債 
 
＊２．関係会社に対する資産及び負債 

 
売掛金 

短期貸付金 

1,736百万円

 1,400百万円

買掛金 12,293百万円
  

 
売掛金 2,740百万円

未収入金 140百万円

買掛金 10,802百万円
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第44期 
（平成17年３月31日現在） 

第45期 
（平成18年３月31日現在） 

＊３．事業用土地の再評価 

土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公

布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を

行い、当該評価差額を「土地再評価差額金」として

資本の部に計上しております。 

再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３

月31日公布政令第119号）第２条第５号に定める

不動産鑑定士が行った鑑定評価により算出して

おります。 

再評価を行った年月日      平成14年３月31日 

なお、再評価した土地の当期末における時価の合

計額は再評価後の帳簿価額を下回っておりません。

＊３．事業用土地の再評価 

土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公

布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を

行い、当該評価差額を「土地再評価差額金」として

資本の部に計上しております。 

再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３

月31日公布政令第119号）第２条第５号に定める

不動産鑑定士が行った鑑定評価により算出して

おります。 

再評価を行った年月日      平成14年３月31日 

    なお、再評価した土地の当期末における時価の合

計額は再評価後の帳簿価額を下回っておりません。

＊４．会社が発行する株式及び発行済株式の総数 ＊４．会社が発行する株式及び発行済株式の総数 
 

授権株式総数  普通株式 28,296,000株

発行済株式総数 普通株式 7,148,400株
  

 
授権株式総数  普通株式 28,296,000株

発行済株式総数 普通株式 7,148,400株
  

＊５．自己株式 ＊５．自己株式 

当社が保有する自己株式の数は、普通株式で204

株であります。 

   当社が保有する自己株式の数は、普通株式で264 

  株であります。 

 ６．債権流動化に伴う買戻義務 956百万円
  
   ７．偶発債務 

 ６．債権流動化に伴う買戻義務 752百万円

 ７．偶発債務 
  

 次のとおり金融機関からの借入金に対し債務保証

を行っております。 

 次のとおり金融機関からの借入金に対し債務保証

を行っております。 
 

KYOSHIN 
TECHNOSONIC 
(ASIA) LTD. 

  1,350百万円

平成堂株式会社   76百万円

計   1,426百万円
  

 
KYOSHIN 
TECHNOSONIC 
(ASIA) LTD. 

  912百万円

SHANGHAI KYOTEC 
ELECTRONIC 
TRADING CO.,Ltd.

  29百万円

平成堂株式会社   100百万円

共信コミュニケー

ションズ株式会社

 
 1,225百万円

計   2,266百万円
  

 次のとおり仕入債務に対し債務保証を行っており

ます。 

 次のとおり仕入債務に対し債務保証を行っており

ます。 
 

KYOSHIN 
TECHNOSONIC (S) 
PTE LTD 

  37百万円

KYOSHIN 
TECHNOSONIC 
(ASIA) LTD. 

  1,500百万円

計   1,537百万円
  

 
KYOSHIN 
TECHNOSONIC (S) 
PTE LTD 

  22百万円

KYOSHIN 
TECHNOSONIC 
(ASIA) LTD. 

  957百万円

計   980百万円
  

＊８．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128百万

円であります。 

＊８．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171百万

円であります。 

 

 

 



（損益計算書関係） 

＊２．研究開発費の総額 ＊２．研究開発費の総額 
 

一般管理費に含まれる研究開

発費 

21百万円

  

 
一般管理費に含まれる研究開

発費 

10百万円

 
 ＊３．固定資産売却益の内訳 
 

 
  

 
建物 0百万円

 

第44期 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

第45期 
（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  
 

販売費及び一般管理費へ振替 15百万円

未収入金へ振替 18百万円

有形固定資産へ振替 10百万円

計 44百万円
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44期 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

第45期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

          
＊４．固定資産除却損の内訳 ＊４．固定資産除却損の内訳 
 

建物 40百万円

工具器具及び備品 21百万円

電話加入権 5百万円

ソフトウエア 8百万円

計 75百万円
  

 
建物 5百万円

工具器具及び備品 10百万円

ソフトウエア 4百万円

計 20百万円
  

＊５．固定資産売却損の内訳 ＊５．固定資産売却損の内訳 
    

建物 5百万円

 

 

 

＊６．固定資産臨時償却費の内訳 

建物 9百万円

車両運搬具 0百万円

計 9百万円
 

 
建物 38百万円

  

 
 

     
    上記臨時償却費は、翌期に当社が所有する社宅を売却

処分する予定であるため、実施したものであります。 
 

 
     

＊７．関係会社に対する事項  
＊７．関係会社に対する事項 

     
 

当期商品仕入高 44,064百万円

受取配当金 435百万円
  

 
売上高 

当期商品仕入高 

7,462百万円

39,677百万円

受取配当金 148百万円

関係会社株式評価損 65百万円
   

  ＊８．減損損失 

  
当期において、当社は以下の資産グループについて減損

損失を計上しております。 
 

  

 
  

 

場所及び用途 種類 
金額 

（百万円） 

社宅 
（神奈川県川
崎市他） 

建物 
及び 
構築物 

34 

電話加入権 
その他 

（無形固定
資産） 

9 

計 43 
   

当社は営業部門ごとに継続的な収支の把握を行なってい

ることから各営業部門をグルーピングの 小単位としてお

ります。ただし、処分予定資産及び稼動休止資産について

は、各資産をグルーピングの 小資産としております。 
上記各資産グループについては、帳簿価額に比し時価が

著しく下落しているため、帳簿価額を回収可能価額まで減

額し、当該減少額を減損損失（43百万円）として特別損失

に計上しております。 
なお、当該資産グループの回収可能価額は、正味売却価

額により測定しており、路線価を合理的に調整した評価額

または売却価格等により評価しております。 
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（リース取引関係） 

第44期 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

第45期 
（自 平成17年４月１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 

 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
当
（

計
得価額相
額 

減

百万円） （

価償却累
額相当額
百万円） 

期
当
（

末残高相
額 
百万円）

工
備

2 2 6
具器具及び
品 

85 20 4

ソ 2 1 3フトウェア 04 72 2

合 4 3 9計 90 93 6

  

 

 
取
当
（

計
得価額相
額 

減

百万円） （

価償却累
額相当額
百万円） 

期
当
（

末残高相
額 
百万円）

工
備

1 8 5
具器具及び
品 

39 8 0

ソ 6 4 1フトウェア 1 6 5

合 2 1 6計 01 35 5

  
(2)未経過リース料期末残高相当額 (2)未経過リース料期末残高相当額 
 

１年内 68百万円

１年超 34百万円

計 102百万円
  

 
１年内 33百万円

１年超 40百万円

計 73百万円
  

(3)支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

(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 125百万円

減価償却費相当額 118百万円

支払利息相当額 3百万円
  

 
支払リース料 58百万円

減価償却費相当額 54百万円

支払利息相当額 3百万円
  

(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 

(5)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との

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。 

(5)利息相当額の算定方法 

同左 

 

 

(減損損失について) 

リース資産に配分された減損損失はありません。 

（有価証券関係） 

第44期（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日）及び第45期（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）

における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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（税効果会計関係明細） 

第44期 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

第45期 
（自 平成17年４月１日 
至 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 

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 

商品評価損否認 104百万円

賞与引当金損金算入限度超過額 71百万円

未払事業税否認 16百万円

貸倒引当金損金算入限度超過額 38百万円

研究開発費等否認 9百万円

会員権評価損否認 29百万円

役員退職慰労引当金繰入額否認 16百万円

退職給付引当金損金算入限度超過
額 

139百万円

投資有価証券評価損否認 114百万円

繰越外国税額控除 30百万円

その他 43百万円

繰延税金資産計 614百万円

繰延税金負債 

その他有価証券評価差額金 △88百万円

繰延税金資産の純額 525百万円
  

 
繰延税金資産 

商品評価損否認 55百万円

賞与引当金損金算入限度超過額 94百万円

未払事業税否認 25百万円

貸倒引当金損金算入限度超過額 30百万円

減価償却超過額 27百万円

研究開発費等否認 5百万円

会員権評価損否認 26百万円

役員退職慰労引当金繰入額否認 24百万円

退職給付引当金損金算入限度超過
額 

141百万円

投資有価証券評価損否認 

関係会社株式評価損 

50百万円

26百万円

減損損失否認 12百万円

繰越外国税額控除 25百万円

その他 35百万円

繰延税金資産小計 582百万円

 評価性引当額 △28百万円

繰延税金資産計 554百万円

繰延税金負債 

その他有価証券評価差額金 △117百万円

繰延税金資産の純額 436百万円
  

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 

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 40.7％

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されない
項目 

4.1％

外国税額控除 △6.1％

ＩＴ投資税制による税額控除 △0.3％

その他 0.6％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 39.0％
  

 
法定実効税率 40.7％

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されない
項目 

7.0％

外国税額控除 △3.0％

ＩＴ投資税制による税額控除 △0.2％

評価性引当額 2.4％

その他 △1.7％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 45.2％
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（１株当たり情報） 

第44期 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

第45期 
（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 849円39銭 １株当たり純資産額 932円39銭

１株当たり当期純利益 110円03銭 １株当たり当期純利益 91円95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、希薄化効果を有している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について

は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

記載しておりません。 

 

 

 

（注）１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
第44期 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

第45期 
（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） 798 657 

普通株主に帰属しない金額（百万円） 12 － 

（うち利益処分による役員賞与金） （12） （－） 

普通株式に係る当期純利益（百万円） 786 657 

普通株式の期中平均株式数（千株） 7,148 7,148 

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めなかっ

た潜在株式の概要 

旧商法第280条ノ19の規定に基づ

く新株引受権１種類。 

 

同左 

 

 

 
２．役員の異動（平成18年６月29日付予定） 

 

(１) 役員の異動 

①新任取締役候補者 

取締役      櫛山 寿夫（現 販売推進部門 部門長） 

 

②退任予定取締役 

    松本 茂生（現 常務取締役 テクノロジーセンター長） 

 

③新任監査役候補者 

 監査役（常勤）  冨岡 博行（現 執行役員 社長室長） 

     

④退任予定監査役 

八木 忠則（現 社外監査役（非常勤）） 

 
 

 


