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上場会社名 トランコム株式会社トランコム株式会社トランコム株式会社トランコム株式会社 上場取引所　東・名２部
コード番号 9058 本社所在都道府県 愛知県
（ＵＲＬ　http://www.trancom.co.jp）
代 表 者 取締役社長 氏名 清水　正久
問合せ先責任者 取締役 氏名 岩尾　徹 TEL.(052)202-1011

決算取締役会開催日 中間配当制度の有無　　　有
配当金支払開始予定日 定時株主総会開催日　
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]

％ ％ ％
18年3月期
17年3月期

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％
18年3月期 1,198 11.8 114 45 114 11
17年3月期 1,071 34.5 101 42 101 01

（注）1.期中平均株式数   18年3月期  10,283,723株  17年3月期  10,266,364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

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％
18年3月期 23 0 23 0
17年3月期 20 0 20 0

(3)財政状態

百万円 百万円 円 銭
18年3月期 97
17年3月期 42

（注）1.期末発行済株式数    18年3月期   10,287,956株 　17年3月期　10,280,956株
      2.期末自己株式数      18年3月期　     36,194株   17年3月期　    43,194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）

円 銭 円 銭 円 銭
中 間 期
通　　期 23 0 23 0

（参考）　１株当たり予想当期純利益（通期）　127円　25銭
　　　　　営業利益　　（中間期）998百万円　　（通期）2,305百万円
※業績予想につきましては、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数値と異なる場合があります。上記業績予想に関する
事項につきましては、添付資料の６ページをご参照ください。
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１．貸借対照表１．貸借対照表１．貸借対照表１．貸借対照表
単位未満切捨

期　　別
科　　目 構成比 構成比

(%) (%)

流　動　資　産
 現金及び預金 1,925,145 1,944,434
 受取手形 427,514 491,782
 営業未収入金 5,797,561 6,873,858
 貯蔵品 1,543 2,145
 前払費用 145,032 149,221
 繰延税金資産 134,500 134,649
 未収入金 305,996 285,835
 その他 12,944 25,157
 貸倒引当金 △ 16,610 △ 3,890
 流動資産合計 8,733,628 57.3 9,903,195 58.6

固　定　資　産
有形固定資産
 建物 ※1 2,722,699 3,057,460
 減価償却累計額 1,100,680 1,622,019 1,217,081 1,840,378
 構築物 273,255 315,709
 減価償却累計額 152,442 120,813 171,663 144,045
 機械装置 223,487 224,171
 減価償却累計額 115,065 108,421 133,130 91,041
 車両運搬具 ※1 2,557,976 2,493,729
 減価償却累計額 2,054,078 503,898 1,996,845 496,884
 工具器具備品 175,344 153,073
 減価償却累計額 110,010 65,333 99,268 53,804
 土地 1,740,153 1,740,153
 建設仮勘定 ― 142,952
 有形固定資産合計 4,160,640 27.3 4,509,261 26.7
無形固定資産
 借地権 10,694 9,658
 ソフトウェア 122,447 100,345
 施設利用権 352 264
 無形固定資産合計 133,493 0.9 110,268 0.7
投資その他の資産
 投資有価証券 232,677 365,151
 関係会社株式 329,140 309,140
 出資金 5,405 5,425
 従業員長期貸付金 3,254 ―
 関係会社長期貸付金 307,997 401,000
 破産債権等 12,417 11,678
 長期前払費用 1,334 1,020
 繰延税金資産 157,419 90,248
 差入保証金 910,997 940,462
 保険積立金 177,943 169,003
 会員権 113,440 113,228
 貸倒引当金 △ 36,269 △ 34,950
 投資その他の資産合計 2,215,755 14.5 2,371,407 14.0
 固 定 資 産 合 計 6,509,889 42.7 6,990,936 41.4
 資　産　合　計 15,243,518 100.0 16,894,132 100.0

金　額（千円）

（平成18年3月31日）（平成17年3月31日）

金　額（千円）

(資産の部)

前事業年度 当事業年度

※1
※4
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単位未満切捨

期　　別
科　　目 構成比 構成比

(%) (%)

流  動  負  債
支払手形 436,351 438,768
営業未払金 4,891,537 5,946,821
一年内返済長期借入金 ※1 412,134 308,264
未払金 344,992 339,963
未払費用 244,132 301,596
未払法人税等 526,651 452,513
未払消費税等 139,556 107,631
前受金 82,192 78,068
預り金 29,394 42,840
賞与引当金 195,000 207,000
流動負債合計 7,301,942 47.9 8,223,468 48.7

固　定　負　債
長期借入金 ※1 611,334 303,070
再評価に係る繰延税金負債 ※4 40,678 40,678
退職給付引当金 50,732 62,078
役員退職引当金 107,965 115,828
預り保証金 331,219 319,246
固定負債合計 1,141,929 7.5 840,900 4.9
負債合計 8,443,871 55.4 9,064,369 53.6

資本金 ※2 1,080,047 7.1 1,080,047 6.4
資本剰余金
資本準備金 1,230,304 1,230,304
その他資本剰余金
　自己株式処分差益 9,312 9,312 9,598 9,598
資本剰余金合計 1,239,617 8.1 1,239,903 7.3

利益剰余金
利益準備金 81,629 81,629
任意積立金
　別途積立金 2,900,000 2,900,000 3,600,000 3,600,000
当期未処分利益 1,427,995 1,690,479
利益剰余金合計 4,409,624 29.0 5,372,108 31.8

土地再評価差額金 ※4 59,588 0.4 59,588 0.4
その他有価証券評価差額金 34,831 0.2 98,278 0.6
自己株式 ※3 △ 24,064 △ 0.2 △ 20,164 △ 0.1
資本合計 6,799,646 44.6 7,829,763 46.4
負債資本合計 15,243,518 100.0 16,894,132 100.0

(資本の部)

金　額（千円） 金　額（千円）

（平成17年3月31日） （平成18年3月31日）

(負債の部)

前事業年度 当事業年度
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２．損益計算書２．損益計算書２．損益計算書２．損益計算書
単位未満切捨

期　　別

科　　目 百分比 百分比

(%) (%)

営業収入
ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ事業収入 10,830,015 12,178,231
物流情報サービス事業収入 19,520,842 24,052,660
貨物自動車運送事業収入 7,311,171 37,662,029 100.0 7,908,882 44,139,773 100.0

営業原価
ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ事業原価 9,826,239 11,178,254
物流情報サービス事業原価 18,659,032 23,033,379
貨物自動車運送事業原価 6,507,379 34,992,652 92.9 7,094,679 41,306,313 93.6
営業総利益 2,669,376 7.1 2,833,460 6.4

販売費及び一般管理費
人件費 357,224 388,976
（うち賞与引当金繰入額） (11,739) (10,654)
（うち役員退職引当金繰入額） (9,500) (7,863)
減価償却費 21,069 28,399
保険料 10,815 13,807
施設使用料 34,270 36,111
リース料 20,932 20,921
保守料 51,893 68,150
事業税等 43,000 45,000
租税公課 6,419 6,362
旅費交通費 39,283 36,613
交際費 10,793 23,344
諸会費 5,023 6,386
その他 138,627 739,353 2.0 159,125 833,198 1.9
営業利益 1,930,023 5.1 2,000,262 4.5

自　平成16年4月 1日 自　平成17年4月 1日

金　額（千円）

至　平成17年3月31日 至　平成18年3月31日

金　額（千円）

前事業年度 当事業年度
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単位未満切捨

期　　別

科　　目 百分比 百分比

(%) (%)
営業外収益
受取利息 ※1 8,522 6,830
受取配当金 ※1 9,442 12,027
為替差益 491 2,846
助成金収入 95 1,730
補償金収入 1,754 ―
受取賠償金 24,750 2,291
その他 15,833 60,890 0.2 13,927 39,654 0.1

営業外費用
支払利息 15,822 10,323
リース違約金 31,966 1,320
割増保険料 ― 5,827
支払補償金 ― 2,500
債権譲渡損 ― 2,744
その他 10,469 58,258 0.2 1,259 23,974 0.0
経常利益 1,932,654 5.1 2,015,942 4.6

特別利益
固定資産売却益 ※2 290 7,985
貸倒引当金戻入益 ― 13,387
投資有価証券売却益 534 824 0.0 ― 21,372 0.0

特別損失
固定資産売却損 ※3 ― 1,331
固定資産廃棄損 ※4 64,574 12,113
退職給付費用 ― 4,864
会員権評価損 500 ―
貸倒引当金繰入額 3,083 ―
電話加入権評価損 15,748 ―
その他 8,403 92,310 0.2 ― 18,309 0.0
税引前当期純利益 1,841,168 4.9 2,019,005 4.6
法人税、住民税及び事業税 808,000 797,000
法人税等調整額 △ 38,493 769,506 2.1 23,502 820,502 1.9
当期純利益 1,071,661 2.8 1,198,502 2.7
前期繰越利益 356,334 491,976
当期未処分利益 1,427,995 1,690,479

金　額（千円） 金　額（千円）

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 当事業年度
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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
１.有価証券の評価基準及び 子会社株式及び関連会社株式 子会社株式及び関連会社株式
　 評価方法 　移動平均法に基づく原価法によっております。 　　　　同　　　左

その他有価証券 その他有価証券
　時価のあるもの 　時価のあるもの
　　期末日の市場価格等に基づく時価法によっ 　　　　同　　　左
　　ております。
　　なお、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 　時価のないもの
　　移動平均法に基づく原価法によっております。 　　　　同　　　左

２.たな卸資産の評価基準及び 　先入先出法に基づく原価法によっております。 　　　　同　　　左
   評価方法 　　

３．固定資産の減価償却の方法 有形固定資産 有形固定資産
　定率法によっております。 　　　　同　　　左
　ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物
　（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、主な科目の耐用年数は次のとおりであ
　ります。
　　建物　　　　2～47年
　　機械装置　　8～17年

無形固定資産 無形固定資産
　定額法によっております。 　　　　同　　　左
　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。

長期前払費用 長期前払費用
　均等償却によっております。 　　　　同　　　左

４．引当金の計上基準 貸倒引当金 貸倒引当金
　債権の貸倒れに備えるため、一般債権につい 　　　　同　　　左
　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。

賞与引当金 賞与引当金
　従業員の賞与の支払に備えるため、支給見込 　　　　同　　　左
　額基準により計上しております。

退職給付引当金 退職給付引当金
　従業員の退職給付に備えるため、期末退職給 　従業員の退職給付に備えるため、期末退職給
　付債務を計上しております。なお、退職給付 　付債務に基づき計上しております。
　引当金の対象従業員が300名未満であるため、 （追加情報）
　簡便法によっており、退職給付債務の金額は 　当事業年度から退職給付の算定方法を簡便法
　期末自己都合要支給額（特定退職金共済制度 　から原則法に変更しております。この変更は
　により支給される部分を除く）としておりま 　当事業年度末における退職給付計算の対象と
　す。 　なる従業員数が300人を超えた為であります。

　この変更による退職給付債務の増加額4,864
　千円は特別損失に計上しております。この結
　果、従来の方法によった場合に比べ、営業利
　益及び経常利益は1,745千円増加し、税引前
　当期純利益は3,118千円減少しております。

役員退職引当金 役員退職引当金
　役員の退職金の支払に備えるため、内規に基 　　　　同　　　左
　づく期末要支給額を計上しております。

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 　　　　同　　　左
　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。

３．財務諸表作成の基本となる重要な事項３．財務諸表作成の基本となる重要な事項３．財務諸表作成の基本となる重要な事項３．財務諸表作成の基本となる重要な事項
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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

６．ヘッジ会計の方法 ヘッジ会計の方法 ヘッジ会計の方法
　ヘッジ会計の要件を満たし、かつ、想定元本、 　　　　同　　　左
　利息の受払条件及び契約期間がヘッジ対象借
　入金とほぼ同一である金利スワップについて
　は特例処理を採用しております。

ヘッジの手段とヘッジ対象 ヘッジの手段とヘッジ対象
　　・ヘッジ手段…金利スワップ取引 　　　　同　　　左
　　・ヘッジ対象…変動金利借入金

ヘッジ方針 ヘッジ方針
　金利スワップ取引で、変動金利を固定化する 　　　　同　　　左
　ことにより将来の金利上昇リスクを回避する
　ものであります。

ヘッジの有効性評価の方法 ヘッジの有効性評価の方法
　特例処理の適用要件を充足しているため、ヘ 　　　　同　　　左
　ッジ有効性の評価を省略しております。

その他リスク管理方法のうちヘッジ会計に係るもの その他リスク管理方法のうちヘッジ会計に係るもの
　当社は、取引に係る基本方針を取締役会にお 　　　　同　　　左
　いて決定しております。また、取引の実行及
　び管理は管理グループにおいて行い、結果は
　適宜、取締役会に報告しております。

７．その他財務諸表作成のための 消費税等の会計処理方法 消費税等の会計処理方法
　基本となる重要な事項 　税抜方法によっております。 　　　　同　　　左

財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更

（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）
　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）が平成16年３月31日に終了する事業年度に係る財
　務諸表から適用できることに伴い、当事業年度から同会計
　基準および同適用指針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。

表示方法の変更

（貸借対照表） （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６月９日公
布）により、前事業年度まで投資その他の資産の「出資金」
に含めて表示しておりました「投資事業有限責任組合」への
出資金を、「投資有価証券」に含めて表示しております。
　なお、前事業年度の投資その他の資産の「出資金」に含ま
れておりました出資金は46,052千円であります。
　また、当事業年度の投資その他の資産の「出資金」に含ま
れております出資金は42,627千円であります。

（損益計算書） （損益計算書）
　前事業年度まで営業外費用の「その他」に含めて表示して
おりました「債権譲渡損」は､営業外費用の100分の10を超え
ることとなったため、区分掲記することと致しました。
　なお、前事業年度の営業外費用の「その他」に含まれてお
りました「債権譲渡損」は2,633千円であります。

―

―

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

至　平成17年3月31日

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18年3月31日
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注　記　事　項　注　記　事　項　注　記　事　項　注　記　事　項　
（貸借対照表関係）

※1 担保資産
道路交通事業財団に属している資産
建 物 32,805 千円 30,066 千円
車 両 運 搬 具 674 532
土 地 310,920 310,920

計 344,400 341,519

道路交通事業財団に属していない資産
建 物 196,725 千円 181,462 千円
土 地 506,560 506,560

計 703,286 688,022

上記に対応する債務
一年内返済長期借入金 210,150 千円 116,280 千円
長 期 借 入 金 301,280 185,000

計 511,430 301,280

※2 会社が発行する株式の総数 40,000,000 株 40,000,000 株

発行済株式総数 10,324,150 10,324,150

ただし、定款の定めにより株式の消却
が行われた場合には、会社が発行する
株式の総数について、これに相当する
株式数を減ずることとなっております。

※3 自己株式 　当社が保有する自己株式は、普通株式 　当社が保有する自己株式は、普通株式
43,194株であります。 36,194株であります。

※4 土地の再評価 土地の再評価に関する法律（平成10 同　　左
年3月31日公布法律第34号）に基づき
事業用土地の再評価を行い、評価差
額に係る税金相当額の回収可能性を
勘案し、これを控除した金額を「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 再評価の方法
｢土地の再評価に関する法律施行令｣ 同　　左
（平成10年3月31日公布政令第119
号）第2条第3号に定める固定資産税
評価額に合理的な調整を行って算出
する方法によっております。

再評価を行った年月日 再評価を行った年月日
平成14年3月31日 平成14年3月31日

再評価を行った土地の期末における時価 再評価を行った土地の期末における時価
と再評価後の帳簿価額との差額 と再評価後の帳簿価額との差額

　　 △ 177,371千円 　　 △ 231,180千円

  5 当座借越契約 当社においては運転資金の効率的な調 当社においては運転資金の効率的な調
達を行うため、取引銀行と当座借越契 達を行うため、取引銀行と当座借越契
約を締結しております。これらの契約 約を締結しております。これらの契約
に基づく当事業年度末の借入未実行残 に基づく当事業年度末の借入未実行残
高は次のとおりであります。 高は次のとおりであります。

当座借越契約の総額 7,100,000 千円 当座借越契約の総額 7,100,000 千円
借入実行残高 ― 借入実行残高 ―
差引額 7,100,000 差引額 7,100,000

普通株式

普通株式

普通株式

普通株式

当事業年度

（平成18年3月31日現在）
項　　目

前事業年度

（平成17年3月31日現在）
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  7 配当制限 商法施行規則第124条第3号に規定する 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 資産に、時価を付したことにより増加
した純資産額は94,420千円（土地再評 した純資産額は157,867千円（土地再
価差額金を含む）であります。 評価差額金を含む）であります。

（損益計算書関係）

※1 営業外収益のうち関係会社との取引
に関わるもの
受 取 利 息 5,360 千円 4,391 千円
受 取 配 当 金 7,800 10,400

※2 固定資産売却益の内訳
車 両 運 搬 具 290 千円 7,985 千円

※3 固定資産売却損の内訳
車 両 運 搬 具 ― 千円 1,331 千円

※4 固定資産廃棄損の内訳
建 物 49,856 千円 4,578 千円
車 両 運 搬 具 7,466 5,122
工 具 器 具 備 品 595 2,412
ソ フ ト ウ ェ ア 6,655 ―

計 64,574 12,113

項　　目 前事業年度
（平成18年3月31日現在）

至　平成18年3月31日至　平成17年3月31日

当事業年度前事業年度
自　平成17年4月 1日自　平成16年4月 1日

当事業年度
（平成17年3月31日現在）
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①リース取引関係①リース取引関係①リース取引関係①リース取引関係

1. リース物件の所有権が借主に移転すると認められ 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 るもの以外のファイナンス・リース取引

（借主側） （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 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 当額及び期末残高相当額

取得価額 取得価額
相当額 相当額
千円 千円

331,715 360,860

435,728 234,378

58,549 72,199

825,993 667,438

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

千円 千円

③ 支払リース料、減価償却費相当額 ③ 支払リース料、減価償却費相当額
及び支払利息相当額 及び支払利息相当額

千円 千円
減価償却費相当額 減価償却費相当額
支払利息相当額 支払利息相当額

④ 減価償却費相当額の算定方法 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 　　同　左
定額法によっております。

⑤ 利息相当額の算定方法 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の差 　　同　左
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。

2. オペレーティング・リース取引 2. オペレーティング・リース取引
(借主側） (借主側）
未経過リース料 未経過リース料

千円 千円

(貸主側） (貸主側）
未経過リース料 未経過リース料

千円 千円

前事業年度
自　平成16年4月 1日

214,222

減価償却 　期末残高

至　平成17年3月31日

　期末残高減価償却
累計相当額 　相当額

107,171

機 械 装 置

当事業年度
自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日

千円 千円

工具器具備品

311,852 355,586

ソフトウェア 38,007 34,192

合 計

127,207

　１　年　超 629,097

　合　　　計 784,527

141,601

10,541

　合　　　計 2,223,474

　１　年　内

累計相当額 　相当額
千円 千円

工具器具備品 276,438 159,289

機 械 装 置 100,528 231,187

9,712
131,840 130,653

支払リース料　139,564

155,430

　１　年　超 2,008,988
　１　年　内 257,207
　１　年　超 2,224,752

　１　年　内 214,485

ソフトウェア 23,987

　合　　　計

合 計

支払リース料　

　合　　　計

400,953

　１　年　超
　１　年　内

365,336402,034

　１　年　内 118,378
277,611 　１　年　超 246,957
124,422

　合　　　計

146,637

34,562

425,039

　合　　　計 525,064

2,481,959

　１　年　内 154,044
　１　年　超 371,020
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②有価証券関係②有価証券関係②有価証券関係②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）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）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。

③税効果会計関係③税効果会計関係③税効果会計関係③税効果会計関係

繰延税金資産及び繰延税金負債
の発生の主な原因別内訳

繰延税金資産
　投資有価証券評価損  千円  千円
  会員権評価損
  未払事業税
　貸倒引当金
　賞与引当金
　賞与社会保険料
　退職給付引当金
　役員退職引当金
  その他
繰延税金資産合計

繰延税金負債
　その他有価証券評価差額金  千円  千円

繰延税金資産(負債)の純額

なお、この他に土地再評価に係る なお、この他に土地再評価に係る
繰延税金負債が40,678千円ありま 繰延税金負債が40,678千円ありま
す。 す。

④継続企業の前提④継続企業の前提④継続企業の前提④継続企業の前提
　　　該当事項はありません。

79,111

20,582
43,801

29,852
34,785

29,852

当事業年度
平成18年3月31日

前事業年度
平成17年3月31日項　　目

39,151
6,400
83,979

25,112

14,348
291,987

46,991

34,785

224,897

△ 67,090

11,365

291,920

44,727
10,617

42,072

△ 23,570

9,939

315,490
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⑤１株当たり情報⑤１株当たり情報⑤１株当たり情報⑤１株当たり情報

１株当たり純資産額　　　　　　658円42銭 １株当たり純資産額　　　　　　758円97銭

１株当たり当期純利益金額　　　101円42銭 １株当たり当期純利益金額　　　114円45銭

潜在株式調整後１株当たり当期 潜在株式調整後１株当たり当期
純利益金額　　　　　　　　　　101円01銭 純利益金額　　　　　　　　　　114円11銭

 （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、以下のとおりであります。

至 平成17年3月31日 至 平成18年3月31日

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

当事業年度
自 平成17年4月 1日
至 平成18年3月31日

前事業年度
自 平成16年4月 1日
至 平成17年3月31日

1,071,661 1,198,502
30,400 21,500
(30,400) (21,500)

1,041,261 1,177,002
10,266,364 10,283,723

　　　　　　　 　－ 　　　　　　　 　－
　　　　　　　　(－) 　　　　　　　　(－)

　　　　　　　 　－ 　　　　　　　 　－

41,469 30,841
　　　　　　　　(－) 　　　　　　　　(－)

１株当たり当期純利益金額
　当期純利益（千円）
　普通株主に帰属しない金額（千円）
　　（うち利益処分による役員賞与金）
　普通株主に係る当期純利益（千円）
　期中平均株式数（株）

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額
　当期純利益調整額（千円）
　　（うち支払利息（税額相当額控除後））
　普通株式増加数（株）
　　（うち転換社債）
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
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⑥ 利益処分案⑥ 利益処分案⑥ 利益処分案⑥ 利益処分案

単位 : 千円
項　　目 前事業年度 当事業年度 比較増減（△）

これを次のとおり処分します。

当 期 未 処 分 利 益 1,427,995 1,690,479 262,483

  
利 益 準 備 金 ― ―
利 益 配 当 金 205,619 236,622 31,003

（１株につき20円） （１株につき23円）
取 締 役 賞 与 金 29,000 20,000 △ 9,000
監 査 役 賞 与 金 1,400 1,500 100
任 意 積 立 金 700,000 900,000 200,000

次 期 繰 越 利 益 491,976 532,356 40,379
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