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１. 18年 3月期の連結業績（平成 17年 4月 1日 ～ 平成 18年 3月 31日）

(1)連結経営成績 　　(金額表示は百万円未満切捨て)

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年 3月期
17年 3月期

百万円 ％ 円　　銭 円　　銭 ％ ％ ％

18年 3月期 -
17年 3月期 -

(注) ①持分法投資損益    18年 3月期       -        百万円   17年 3月期       -        百万円

     ②期中平均株式数（連結）　18年 3月期 18,523,517株　   17年 3月期　14,157,633株　

     ③会計処理の方法の変更　　 無

     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)連結財政状態 　　(金額表示は百万円未満切捨て)

百万円 百万円 ％ 円　　銭

18年 3月期
17年 3月期

(注)期末発行済株式数（連結）  18年 3月期  18,520,857株    17年 3月期 　15,438,474株

(3)連結キャッシュ･フローの状況 　　(金額表示は百万円未満切捨て)

百万円 百万円 百万円 百万円

18年 3月期
17年 3月期

(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項

   連結子会社数  3　社   持分法適用非連結子会社数　   -  　社   持分法適用関連会社数　   -  　社

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況

   連結（新規）  -  社  （除外）   -  　社   持分法（新規）   -  　社  （除外）　   -  　社

２. 19年 3月期の連結業績予想（平成 18年 4月 1日  ～  平成 19年 3月 31日）

　　(金額表示は百万円未満切捨て)

　

百万円 百万円 百万円

中間期
通　期

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）157円66銭

※上記の業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものです。実際の業績は、さまざまな重要な要素により、
　これらの業績予想とは大きく異なる結果となり得ることをご承知おきください。

　なお、上記予想に関する事項は添付資料の６ページを参照して下さい。

代表取締役社長

取締役管理本部長

株  主  資　本総  資  産

10.2
6.6

営　業　利　益売    上    高

当 期 純 利 益

１ 株 当 た り

2,938
△ 386

2,912

当　期　純　利　益

11,717△ 1,4882,247

売   上   高

2,920
1,870
5,000

20,720
44,540

キャッシュ・フロー 期　 末 　残 　高キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物財務活動による

1株当たり株主資本株主資本比率

65.8
63.6

1,495.54
1,658.54

総資本

4,784
4,518

5.44,711
4,471

5.9
9.2

売上高

経　常　利　益

1,110

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益

経　常　利　益

10.3

11,345△ 1,507

株主資本

9.0

米国会計基準採用の有無　

40,505
36,747

2,743

当期純利益

5.2

キャッシュ・フロー

42,215

営業活動による

30.22,608
144.84

40,343

180.28

投資活動による

27,759
25,661

経常利益率

11.6
12.2

経常利益率当期純利益率

11.4
12.011.4
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１．企業集団の状況 

 

 当社グループは、アズワン株式会社（以下当社という）及び連結子会社 3 社（井内物流

株式会社、三共医療機株式会社及び株式会社アーンスト・ハンセン商会）により構成され

ており、主に各種研究所、研究機関、生産施設、医療施設等において使用される科学機器、

備品等を取扱う専門商社であります。 

 なお、井内物流株式会社は当社の物流倉庫の運営等を受託し、三共医療機株式会社はレ

ントゲン撮影台の昇降機等附属品の製造・販売、株式会社アーンスト・ハンセン商会は理

化学機器の輸入販売等を行っております。 

商 商 商

品 品 品

商 製

品 品

商

製　　　品

品

倉庫管理 商品・材料

商　　　品

商 商

品 品

仕 入 先

得 意 先
得 意 先

仕 入 先

材
料

・
製
品

井内物流株式会社

三共医療機株式会社
（連結子会社）

（連結子会社）

株式会社
アーンスト・
ハンセン商会

仕 入 先

最終ユーザー 最終ユーザー 最終ユーザー

（連結子会社）

得 意 先
（ﾃﾞ ｨｰﾗｰ)（ ディーラー）
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２．経営方針 

(1)経営の基本方針 

 当社は、「革新と創造」という企業理念のもとで、「顧客満足度の追求」を徹底すること

により業績を拡大し、併せて業務の効率化を推進することによって収益力の強化・株主価

値の増大を図ることを経営の基本方針といたしております。 

 「顧客満足度の追求」につきましては、ユーザーニーズにきめ細かく対応するために、

幅広い品揃え、カタログやインターネット等による情報提供に加え、商品のクイックデリ

バリーなど、お客様の利便性向上が重要であると考えております。 

 

(2)利益配分に関する基本方針 

 当社は、当事業年度より連結当期純利益を基準に配当性向 30％を目標とする業績連動型

の利益配分を行うことを利益配分の基本といたしております。配当基準日に関しましては、

従来どおり毎年３月 31 日及び９月 30 日を基準日とする、年２回の配当を継続する方針で

あります。 

 内部留保につきましては、経営体質の一層の強化と将来の企業価値を高めるために活用

してまいります。 

なお、当事業年度の年間配当金は 1 株につき 43 円（前事業年度 30 円）とする予定であ

ります。中間配当を 1 株につき 21 円（前事業年度 10 円）といたしましたので、期末配当

金につきましては 1 株につき普通配当 22 円（前事業年度普通配当 10 円、記念配当 10 円、

合計 20 円）とする予定であります。 

 

(3)中長期的経営戦略並びに対処すべき課題 

 当社は、新分野の開拓、新商品の情報収集、新規取引先の開拓等によって業容の拡大を

図り、さらに情報サービスの提供、ロジスティクス機能の充実などによってお客様の利便

性を向上させるため、下記の課題に取り組んでまいります。 

 

① マーチャンダイジングの強化 

 当社の事業は、カタログ（紙媒体及び電子媒体）を通じた販売を主体としております。

そのため、魅力的な商品を多数掲載した競争力あるカタログを発刊することを、経営上

の重要な課題と考えております。具体的には、掲載商品の構成、品質及び機能の向上、

競争力ある価格設定、オリジナル商品開発等による他社との差別化などを進めてまいり

ます。 

新しい市場分野といたしましては、食品検査機器分野、バイオサイエンス関連商品分

野及び半導体製造関連商品分野への取組みに一層注力していくほか、市場ニーズを捉え

た各種専門カタログの発刊など、品揃えの充実に努めてまいります。 

また、主力のカタログであります「研究用総合機器カタログ」及び「サンクアスト研

究・産業用機器カタログ」につきましては、従来 2年毎の更新を行ってまいりましたが、

平成18年9月より発刊後1年で更新することとし、毎年発刊に変更する予定であります。

これにより、新商品の投入ペースを速め、市場の変化に機敏に対応してまいりたいと考
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えております。 

 

② グローバル化の推進 

今後も、世界で通用する商品の開拓・調達をアジア・米国・欧州等において推進して

まいる方針であります。 

  

③ ロジスティクス機能の強化 

 「ビーカー１つ」でもすぐに納入できるクイックデリバリー体制が当社の強みであり

ます。今後とも、一層のデリバリー機能強化を図るため、在庫・仕入管理体制並びに設

備・情報システム面の充実を図ってまいります。より細分化するお客様からのご要望に

応え、コスト削減とサービス向上を両立できるよう努力を継続してまいります。 

 

④ 情報機能の強化 

 当社は、紙媒体であるカタログに加え、インターネット上に商品情報を掲載し、紙媒

体では記載しきれない情報や在庫情報等をリアルタイムで提供しております。また、受

発注につきましては、インターネットを利用した受発注システム「I－COM Web」の利用

促進、ディーラー様及び仕入先様との情報伝達の効率化を図るなど、受注から出荷まで

の一連のシステム化を整備してまいりました。また、こうした電子媒体を利用した電子

取引による一括購買支援システム「OCEAN」を提供する等、お客様のご要望に応えられる

システム開発を常に行っております。一方で、電子媒体だけではなく、カスタマー相談

センターを設け電話やインターネット等によるより詳細なお問い合わせにお答えする体

制も整えてまいりました。今後も、ますますの効率化と情報提供機能の高度化を進めて

まいります。 

 

(4) 親会社等に関する事項 

親会社等を有しておりませんので該当事項はありません。 

 

  

３．経営成績及び財政状態 

(1) 経営成績 

① 当連結会計年度の概況 

当連結会計年度におけるわが国経済は、大手製造業等を中心とした業績の回復が、雇

用面、所得環境の好転に波及し、力強い景況感のもとに推移いたしました。 

 

このような環境のもと、当社グループでは、カタログ発刊に向けたマーチャンダイジ

ングの強化と積極的な営業活動による業績拡大に注力いたしました。 

 

営業面では、平成 17 年 9 月に主力カタログで部数・頁数共に当社最大規模となる「研

究用総合機器カタログ№2006（24.5 万部・1704 頁）」及び「サンクアスト研究・産業用
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機器カタログ№2006（14.5 万部・1704 頁）」をリニューアルし、ナノテク関連機器・燃

料電池関連機器等の新分野商品、その他各品目で品揃えの強化を図り、積極的な販売促

進活動を実施いたしました。 

また、専門カタログとして、半導体産業向けに特にクリーン環境及び静電対策用の手

袋、ワイパーなどの消耗品を取扱う「アズピュアセレクション 2006」、バイオテクノロジ

ーの研究をサポートする機器を取扱う「ＢｉｏＬａｂ2006」を発刊するなど、専門分野

の強化を推進いたしました。 

 

  この結果、当連結会計年度の売上高は 405 億 5 百万円（前年同期比 10.2％増）、経常利

益は 47 億 11 百万円（前年同期比 5.4％増）、当期純利益は 27 億 43 百万円（前年同期比

5.2％増）となりました。 

 

なお、環境保全活動の一環として平成 15 年から実施いたしております旧カタログの回

収活動は、「研究用総合機器カタログ№80000」及び「サンクアスト研究・産業用機器カ

タログ№7000」（共に平成 15 年 10 月発刊）について継続実施いたしました。 

 

② 事業部門別の状況 

a．研究・産業機器部門 

研究者や技術者の皆様を主な対象ユーザーとする研究・産業機器部門におきまして

は、平成 17 年 1 月より連結子会社といたしました株式会社アーンスト・ハンセン商

会の当社グループ外売上高 6億 26 百万円が加わりました。また、前述の主力 2カタ

ログの発刊効果が下期に現れ、上期売上高 148 億 29 百万円（前年同期比 5.8％増）、

下期売上高 174 億 69 百万円（前年同期比 13.5％増）、通期売上高は 322 億 98 百万円

（前年同期比 9.8％増）となりました。 

 

ｂ．病院・介護部門 

看護師や介護関係者の皆様を主要ユーザーとする病院・介護部門におきましては、

当部門の主力カタログの発刊がない年度ながら、特に期初において前年下期から顕

在化してきたカタログ発刊効果が持続いたしました。更に、クリニック向けカタロ

グをＯＥＭ提供し、クリニック市場の強化を図りました。この結果、上期売上高 38

億 39 百万円（前年同期比 19.2％増）、下期売上高 39 億 98 百万円（前年同期比 4.8％

増）、通期売上高は 78 億 38 百万円（前年同期比 11.4％増）となりました。 

 

ｃ．その他部門 

 レントゲン撮影台の昇降機等附属品の製造・販売を行っております連結子会社三共

医療機株式会社の当社グループ外売上高は、上期売上高 1 億 68 百万円（前年同期比

15.7％増）、下期売上高 2億円（前年同期比 25.7％増）、通期売上高は 3億 69 百万円

（前年同期比 20.9％増）となりました。 

 



 
 
 

アズワン株式会社 

 6

 

③ 次期の見通し 

今後のわが国経済につきましては、企業収益の改善が継続する見通しの中で、雇用・

所得の改善を背景として消費及び設備投資は引続き増加し、民間需要中心の緩やかな成

長が続くものと期待されます。 

 

このような中、当社では経営方針として「顧客満足度の追求」を掲げ、お客様のニー

ズを捉え、一つ一つ誠実に応えていくことで、業容の拡大を図ってまいります。 

 

組織面では、商品本部を設置し、商品企画部、国際部、品質保証部、商品購買部、物

流部を傘下に置き、商品及び付随するサービスを総合的に統括し、今後の主力 2 カタロ

グの毎年更新を見据え、よりスピードをあげてマーチャンダイジングに取り組める体制

を整えました。 

 

カタログ展開面では、平成 18 年 5 月に「ナビス看護・医療用品総合カタログ№7000」

を発刊し、病院・介護部門主力カタログのリニューアルを図りました。「よりやさしく、

より安全に、より身近に」をテーマに医療現場に新しい提案をしてまいります。 

また、平成 18 年 9 月に当社の研究・産業機器部門を担う主力カタログである「研究用

総合機器カタログ」及び「サンクアスト研究・産業用機器カタログ」を更新する予定で

あります。毎年発刊方針のもと、初めての 2 年連続発刊となることから商品企画のペー

スを速め、より充実した内容とサービスを提供できるよう準備を進めてまいります。 

 

ロジスティクス機能面では、ますます細分化するお客様からのご要望に応え、コスト

を削減しながら差別化できるサービス向上を図る努力を継続してまいります。 

 

その他、カタログ発刊にあわせた新規取引先の開拓、実験室や食品検査室あるいは半

導体工場等への提案活動の展開、カタログとインターネットの連動による最新情報・詳

細情報のご提供、次期カタログ発刊に向けた新商品の企画、開発などを推進してまいり

ます。 

 

以上により、次期の連結業績予想は、売上高 445 億 40 百万円、経常利益 50 億円、当

期純利益 29 億 20 百万円を見込んでおります。 

 

 

(2) 財政状態 

① キャッシュ・フローの状況 

  当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、営業活動による資金収入が財務活動によ

る資金支出及び投資活動による資金支出を上回り、前連結会計年度末に比べ 3億 71 百万

円増加し、117 億 17 百万円となりました。 
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（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、22 億 47 百万円の資金

収入で、前連結会計年度に比べ収入が減少（6 億 65 百万円、22.9％減）となりました。

これは、年度末における売上増加に伴う売上債権の増加額が前連結会計年度に比べ 10 億

16 百万円多かったこと等が主な要因であります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、3 億 86 百万円の資金

支出で、前連結会計年度に比べ支出が減少（11 億 20 百万円、74.3％減）となりました。

当連結会計年度における主な支出は、情報機器や金型等の有形固定資産の取得、ソフト

ウェアの取得、投資有価証券の取得及び営業権の取得による支出であり、主な収入は保

険積立金解約による収入であります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、14 億 88 百万円の資金

支出（前連結会計年度は 29 億 38 百万円の資金収入）となりました。当連結会計年度に

おける主な支出は、長期借入金の返済、配当金の支払い等であります。 

 

② キャッシュ・フローの見通し 

  営業活動によるキャッシュ・フローのうち税金等調整前当期純利益は、約 50 億円を予

想しております。 

投資活動によるキャッシュ・フローのうち設備投資は、情報機器、ソフトウェア及び

金型等への投資を予定しております。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払い及び長期借入金の返済を見込

んでおります。 

以上の結果、次期の現金及び現金同等物の期末残高は、当連結会計年度末より増加す

る見込みで、約 126 億円を予想しております。 

 

 ③ キャッシュ・フロー指標のトレンド 

キャッシュ・フロー指標のトレンドは、以下のとおりであります。 

指標 平成14年3月期 平成15年3月期 平成16年3月期 平成17年3月期 平成18年3月期

自己資本比率
（％）

58.9 59.5 59.7 63.6 65.8

時価ベースの
自己資本比率

（％）
65.1 60.4 112.8 112.5 131.2

債務償還年数
（年）

13.3 1.0 2.0 1.2 1.2

インタレスト
・カバレッジ

・レシオ
（倍）

14.9 110.2 80.7 67.2 52.9
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ａ．各指標の算出方法は以下のとおりであります。 

 自 己 資 本 比 率：自己資本／総資産 

     時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

債 務 償 還 年 数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

     インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

  ｂ．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

ｃ．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（期末自己株式数控除後）に

より算出しております。ただし、平成 15 年 3 月期の期末発行済株式数には株式分

割により平成 15 年 5 月 20 日に発行された株式数 1,288,439 株を、平成 17 年 3 月

期の期末発行済株式数には株式分割により平成 17 年 5 月 20 日に発行された株式

数 3,134,566 株を加算しております。 

ｄ．営業キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローを使用しており

ます。 

ｅ．利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用してお

ります。 

ｆ．有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている

全ての負債を対象としております。 

 

（3）事業等のリスク 

 当社グループの経営成績、財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスク及び変動要因

と、その他重要と考えられる事項を以下のとおり記載いたします。当社グループでは、こ

れらリスクの発生を十分に認識した上で、発生を極力回避し、また発生した場合に的確な

対応を行うための努力を継続してまいります。 

 

① 当社グループの事業内容について 

当社グループは、各種研究所、研究機関、生産施設、医療施設などにおいて使用され

る科学機器、備品の卸売を主たる事業としております。事業の形態としましては約 4,000

社の科学機器や医療及び介護関係機器のディーラー様に対し商品カタログ等を提供し、

ディーラー様がこのカタログをユーザー様に配布して営業を行い、ディ－ラー様が当社

に注文を出し、当社からディーラー様へ商品を届けるカタログ販売の形態が主要な事業

となっております。 

  また、商品の仕入れは、1,000 社を超えるメ－カ－様、商社様から仕入れ、一部商品に

ついては、当社ブランドの商品を生産委託しております。 

  このように、当社グループの事業はディーラー様、仕入先様などの多くの取引先様の

協力によって支えられております。従って、取引会社様の経営状況の変化等によって取

引先様から協力が得られない事態になった場合は、販売チャンスを逸したり商品の仕入

れに支障を来たしたりするなど、当社グループの事業運営に影響を与える可能性があり

ます。 
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② 情報システムについて 

  当社グループは、受注から出荷までを一連の情報システムによって運営しております。

また、受注の約 4 割をインターネットをはじめとする電磁的方法によりディーラー様等

からの注文を受け、受注業務の効率化を図っております。情報システム関連の技術革新

は著しい変化があり、その変化に適応すべく、当社では継続的に投資を実施しておりま

す。また、万一の事態に備え、不正アクセスやコンピュータウィルスを防御するセキュ

リティー対策も講じております。 

  しかし、基幹システム、ネットワークの障害及び情報の改ざん・破壊・漏洩等を完全

に予防または回避することが困難な場合もあり、万が一そのようなことが生じた場合、

当社の事業運営に重大な支障を及ぼす可能性があります。 

 

③ 競合について 

  科学機器、備品を取扱うわが業界は、局所的には大小さまざまなメ－カ－、商社が激

しい競争を行っております。当社といたしましても、カタログを通じた幅広い品揃え、

「ビーカー１つ」でもすぐに納入できるクイックデリバリー体制の構築及び情報機能強

化等を図り、競合他社との差別化に努め、売上の拡大を図っております。しかしながら、

競合先も、価格、サービス等それぞれの得意分野を活かした業容拡大を図っており、当

社が即応できないサービスを提供する競合先が現れる可能性があり、その場合は当社の

業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

④ 商品について 

当社グループは、商社という特性から大半の取扱商品は他社ブランド品であり、さら

に、一部当社グループが輸入した商品及び自社ブランド商品を取扱っております。当社

は、ISO9001 を取得し、品質マネジメント体制を構築しており、また、製造物責任賠償に

ついては、保険に加入しております。しかしながら、予想外のリコールや製造物責任賠

償につながるような問題が生じた場合は、この保険が最終的に負担する賠償額を充分に

カバーできない場合もあり、多額のコストや当社グループの評価に重大な影響を与え、

それにより売上高が低下し、当社グループの業績に影響が及ぶ可能性があります。 

 

⑤ 災害や停電について 

当社は、埼玉県北葛飾郡と大阪市に物流センターを設置しております。これらの施設

で災害、停電またはその他の中断事象による影響を完全に防止または軽減できる保証は

ありません。仮にこれらの施設で地震やその他の操業を中断する事象が発生した場合、

商品の出荷能力が著しく低下する可能性があります。 

 

⑥ 海外展開に潜在するリスクについて 

当社は、香港に事務所を設置し、駐在員を派遣しております。また、中国・東南アジ

アを中心とした協力メ－カ－様からの一部商品の供給を受けております。これらの海外

への事業展開には以下に掲げるようなリスクが内在しております。 
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a. 予期しない法律または規制の変更 

b. 不利な、政治または経済要因 

c. 人材の採用と確保の難しさ 

d. 未整備の技術インフラが、当社グループの商品やサービスに対する顧客の支持を

低下させる可能性 

e. テロ、戦争、その他の要因による社会的混乱 

  これらにより、商品の供給等に支障が生じた場合、当社グループの業績に影響が及ぶ

可能性があります。 

 

（注）文中における将来に関する記載事項は、本決算発表日（平成 18 年 5 月 11 日）現在

において入手可能な情報に基づき当社が判断したものでありす。 

以上 
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４. 連結財務諸表等 
（１）連結貸借対照表 （単位：千円、端数切捨て）

前連結会計年度 
（平成１７年３月３１日） 

当連結会計年度 
（平成１８年３月３１日） 

期   別

    

        

科   目 金   額 構成比 金   額 構成比

増減金額 

（資産の部） ％ ％

Ⅰ 流動資産  ３１，７１４，４２０ 78.6 ３３，８００，９３２ 80.1 ２，０８６，５１２

 １． 現金及び預金  １３，５７４，３７１ １３，９５２，１０８ ３７７，７３７

 ２． 受取手形及び売掛金  １４，４４４，８９９ １５，９３９，８８０ １，４９４，９８１

 ３． たな卸資産  ３，３１２，３８８ ３，１４０，４１６ △１７１，９７２

 ４． 繰延税金資産  ２７５，６２５ ２９５，２８８ １９，６６３

 ５． その他  １５３，６４９ ５２５，４８９ ３７１，８４０

 ６． 貸倒引当金  △４６，５１３ △５２，２５０ △５，７３７

Ⅱ 固定資産  ８，６２９，２３１ 21.4 ８，４１４，３５３ 19.9 △２１４，８７７

 １． 有形固定資産  ５，６９６，３０６ 14.1 ５，５２５，４５４ 13.1 △１７０，８５２

 (1) 建物及び構築物  ２，５７９，１０４ ２，４１０，０６８ △１６９，０３５

 (2) 機械装置及び運搬具  ７１，８３１ ６１，７８６ △１０，０４５

 (3) 工具・器具及び備品  ３３７，１３５ ３３１，７４１ △５，３９３

 (4) 土地  ２，７０８，２３４ ２，７０８，２３４ －

 (5) 建設仮勘定  － １３，６２２ １３，６２２

 ２． 無形固定資産  ６６５，９１７ 1.7 ７０１，５０９ 1.6 ３５，５９１

 (1) ソフトウェア  ５０２，６４４ ４５８，８４５ △４３，７９９

 (2) ソフトウェア仮勘定  ５，１４５ － △５，１４５

 (3) 営業権  － １０８，６６６ １０８，６６６

 (4) 連結調整勘定  １１９，５７１ ９５，６５７ △２３，９１４

 (5) 電話加入権  ３８，５５６ ３８，３４０ △２１６

 ３． 投資その他の資産  ２，２６７，００７ 5.6 ２，１８７，３８９ 5.2 △７９，６１７

 (1) 投資有価証券  ７００，０２７ １，０５０，９６３ ３５０，９３６

 (2) 繰延税金資産  ４３１，９３３ ３５４，８１８ △７７，１１４

 (3) 投資不動産  ３３７，１０５ ３３１，７１２ △５，３９２

 (4) その他  ８７４，９８１ ５３１，２７１ △３４３，７１０

 (5) 貸倒引当金  △７７，０３９  △８１，３７６ △４，３３６

 資産合計 ４０，３４３，６５１ 100.0 ４２，２１５，２８６ 100.0 １，８７１，６３４
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（単位：千円、端数切捨て）

前連結会計年度 
（平成１７年３月３１日） 

当連結会計年度 
（平成１８年３月３１日） 

  期   別

 

 

科   目 金   額 構成比 金   額 構成比

増減金額 

（負債の部）  ％ ％

Ⅰ 流動負債  １２，１３７，９８９ 30.1 １２，２３９，９００ 29.0 １０１，９１１

 １． 支払手形及び買掛金  ８，４９５，１７８ ８，８９９，３１９ ４０４，１４１

 ２． 短期借入金  １，５００，０００ １，０２０，０００ △４８０，０００

 ３． 未払法人税等  １，０８１，１８２ １，０９１，４６６ １０，２８４

 ４． 賞与引当金  ２２２，５５６ １８７，７９３ △３４，７６２

 ５． その他  ８３９，０７２ １，０４１，３２０ ２０２，２４８

Ⅱ 固定負債  ２，５４２，０９４ 6.3 ２，２１３，９３５ 5.2 △３２８，１５９

 １． 長期借入金  １，９５０，０００ １，６５０，０００ △３００，０００

 ２． 退職給付引当金  １９４，６８５ １８２，９９９ △１１，６８５

 ３． 役員退職慰労引当金  ２６８，６４０ ２５５，０１６ △１３，６２３

 ４． その他  １２８，７６９ １２５，９１９ △２，８５０

 負債合計 １４，６８０，０８４ 36.4 １４，４５３，８３６ 34.2 △２２６，２４７

（少数株主持分） 

 少数株主持分 ２，３９２ 0.0 １，８０７ 0.0 △５８４

（資本の部） 

Ⅰ 資本金  ５，０７５，０００ 12.6 ５，０７５，０００ 12.0 －

Ⅱ 資本剰余金  ５，４６９，５００ 13.6 ５，４６９，５００ 13.0 －

Ⅲ 利益剰余金  １５，６２４，５１６ 38.7 １７，６１４，８０４ 41.7 １，９９０，２８７

Ⅳ その他有価証券評価差額金  １６７，７２６ 0.4 ２８８，１９４ 0.7 １２０，４６８

Ⅴ 自己株式  △６７５，５６７ △1.7 △６８７，８５６ △1.6 △１２，２８８

 資本合計 ２５，６６１，１７５ 63.6 ２７，７５９，６４２ 65.8 ２，０９８，４６６

 
負債、少数株主持分及び 

資本合計 
 ４０，３４３，６５１ 100.0 ４２，２１５，２８６ 100.0 １，８７１，６３４
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（２）連結損益計算書 （単位：千円、端数切捨て）

前連結会計年度 

自 平成１６年４月 １日 

至 平成１７年３月３１日 

当連結会計年度 

自 平成１７年４月 １日 

至 平成１８年３月３１日 

期   別 

 

 

 

科   目 金   額 百分比 金   額 百分比

増減金額 

 ％ ％

Ⅰ 売上高 36,747,492 100.0 40,505,503 100.0 3,758,011

Ⅱ 売上原価 25,136,702 68.4 27,768,151 68.6 2,631,449

  売上総利益 11,610,790 31.6 12,737,352 31.4 1,126,562

Ⅲ 販売費及び一般管理費 

１． 運賃 971,554 1,112,882 141,328

２． カタログ費 264,698 487,834 223,135

３． 貸倒引当金繰入額 - 21,847 21,847

４． 役員報酬・給与及び賞与 1,848,580 2,146,836 298,255

５． 賞与引当金繰入額 217,318 182,144 △35,173

６． 退職給付費用 56,646 65,089 8,443

７． 役員退職慰労引当金繰入額 16,183 17,583 1,400

８． 福利厚生費 375,783 401,689 25,906

９． 通信費 153,030 145,728 △7,302

10． 減価償却費 294,464 297,651 3,186

11． リース・コンピューター料 203,425 245,659 42,234

12． 不動産賃借料 321,478 322,250 772

13． ソフトウェア償却 213,256 232,356 19,099

14． その他 2,156,324 7,092,745 19.3 2,273,293 7,952,848 19.6 116,968 860,102

  営業利益 4,518,044 12.3 4,784,504 11.8 266,459

Ⅳ 営業外収益 

１． 受取利息 7,047 6,238 △809

２． 受取配当金 595 829 234

３． 為替差益 13,297 － △13,297

４． 投資不動産賃貸料 16,962 23,848 6,885

５． 保険配当金等収入 5,284 － △5,284

６． その他 5,430 48,618 0.1 5,289 36,205 0.1 △140 △12,413

Ⅴ 営業外費用 

１． 支払利息 41,452 39,654 △1,798

２． 為替差損 - 15,802 15,802

３． 投資不動産賃貸原価 10,571 9,352 △1,218

４． 固定資産除却損 - 37,548 37,548

５． リース解約損 1,016 － △1,016

６． 新株発行費 31,158 － △31,158

７． その他 10,688 94,888 0.2 6,949 109,307 0.3 △3,739 14,419

  経常利益 4,471,774 12.2 4,711,401 11.6 239,626
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（単位：千円、端数切捨て） 

前連結会計年度 

自 平成１６年４月 １日 

至 平成１７年３月３１日 

当連結会計年度 

自 平成１７年４月 １日 

至 平成１８年３月３１日 

期   別 

 

 

 

科   目 金   額 百分比 金   額 百分比

増減金額 

  ％  ％

Ⅵ 特別利益  

１． 貸倒引当金戻入額 22,570 22,570 0.1 － － － △22,570 △22,570

Ⅶ 特別損失  

１． 会員権評価損 700 200 △500

２． 物流センター移転費用 23,683 24,383 0.1 － 200 0.0 △23,683 △24,183

 税金等調整前当期純利益 4,469,961 12.2  4,711,201 11.6 241,239

 法人税、住民税及び事業税 1,892,736 1,993,078 100,342

 法人税等調整額 △30,956 1,861,779 5.1 △25,016 1,968,062 4.9 5,940 106,282

 少数株主損失 － －  783 0.0 783

 当期純利益 2,608,181 7.1  2,743,922 6.7 135,741

 

（３）連結剰余金計算書 （単位：千円、端数切捨て）

前連結会計年度 

自 平成１６年４月 １日 

至 平成１７年３月３１日 

当連結会計年度 

自 平成１７年４月 １日 

至 平成１８年３月３１日 

 

 期   別 

 

 

科  目 
金   額 金   額 

増減金額 

(資本剰余金の部)  

Ⅰ 資本剰余金期首残高 3,441,500  5,469,500 2,028,000

Ⅱ 資本剰余金増加高  

１． 増資による新株の発行 2,028,000 2,028,000 － － △2,028,000 △2,028,000

Ⅲ 資本剰余金期末残高 5,469,500  5,469,500 －

  

(利益剰余金の部)  

Ⅰ 利益剰余金期首残高 13,498,755  15,624,516 2,125,761

Ⅱ 利益剰余金増加高  

１．当期純利益 2,608,181 2,608,181 2,743,922 2,743,922 135,741 135,741

Ⅲ 利益剰余金減少高  

１． 配当金 422,720 697,735 275,014

２． 役員賞与 59,700 55,900 △3,800

 （うち監査役賞与） (1,000) 482,420 (2,000) 753,635 (1,000) 271,214

Ⅳ 利益剰余金期末残高 15,624,516  17,614,804 1,990,287
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書                           （単位：千円、端数切捨て） 

前連結会計年度 

自 平成１６年４月 １日

至 平成１７年３月３１日

当連結会計年度 

自 平成１７年４月 １日

至 平成１８年３月３１日

                 

              期   別

 

 

科   目 金   額 金   額 

増減金額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

 １． 税金等調整前当期純利益 4,469,961 4,711,201 241,239 

 ２． 為替差損益 △16,361 △594 15,767 

 ３． 減価償却費 569,548 560,650 △8,898 

 ４． 連結調整勘定償却額 － 23,914 23,914 

 ５． 新株発行費 31,158 － △31,158 

 ６． 会員権評価損 700 200 △500 

 ７． 貸倒引当金の増減額 △43,816 10,073 53,890 

 ８． 賞与引当金の増減額 54,734 △34,762 △89,497 

 ９． 退職給付引当金の増減額 △12,936 △11,685 1,250 

 10. 有形固定資産除却損 8,317 16,221 7,904 

 11. その他の非資金項目 49,432 16,007 △33,425 

 12. 受取利息及び受取配当金 △7,643 △7,067 575 

 13. 支払利息 41,452 39,654 △1,798 

 14. 売上債権の増減額 △478,321 △1,494,981 △1,016,659 

 15. たな卸資産の増減額 △325,151 171,972 497,124 

 16. 仕入債務の増減額 235,295 404,141 168,846 

 17. 未払消費税等の増減額 19,482 △10,970 △30,453 

 18. 役員賞与の支払額 △59,700 △55,900 3,800 

 19. その他の増減額 138,060 △97,358 △235,419 

  小計 4,674,215 4,240,717 △433,498 

 20. 利息及び配当金の受取額 7,807 6,484 △1,322 

 21. 利息の支払額 △43,338 △42,444 893 

 22. 法人税等の支払額 △1,725,913 △1,957,653 △231,739 

   営業活動によるキャッシュ・フロー 2,912,770 2,247,103 △665,666 
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                                         （単位：千円、端数切捨て） 

前連結会計年度 

自 平成１６年４月 １日

至 平成１７年３月３１日

当連結会計年度 

自 平成１７年４月 １日

至 平成１８年３月３１日

                 

               期   別

 

 

科   目 金   額 金   額 

増減金額 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

 １． 定期預金の預入による支出 △806,000 △6,000 800,000 

 ２． 投資有価証券の取得による支出 △172,000 △151,200 20,800 

 ３． 有形固定資産の取得による支出 △215,908 △175,763 40,144 

 ４． 無形固定資産の取得による支出 △207,020 △161,243 45,776 

 ５． 営業権の取得による支出 － △135,832 △135,832 

 ６． 
連結の範囲の変更を伴う子会社 

株式の取得による支出 
△129,004 － 129,004 

 ７． 貸付金の回収による収入 2,689 9,698 7,008 

 ８． 建設協力金の回収による収入 19,920 19,920 － 

 ９． 保険積立金の解約による収入 19,645 228,035 208,389 

 10. その他の投資収支 △20,041 △14,366 5,675 

   投資活動によるキャッシュ・フロー △1,507,719 △386,753 1,120,966 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

 １． 短期借入金の純増減額 － 270,000 270,000 

 ２． 長期借入れによる収入 1,000,000 － △1,000,000 

 ３． 長期借入金の返済による支出 △1,000,000 △1,050,000 △50,000 

 ４． 株式の発行による収入 4,028,511 － △4,028,511 

 ５． 自己株式の取得による支出 △666,155 △12,288 653,866 

 ６． 配当金の支払額 △423,656 △696,699 △273,043 

   財務活動によるキャッシュ・フロー 2,938,699 △1,488,988 △4,427,688 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 16,262 375 △15,886 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 4,360,012 371,737 △3,988,274 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 6,985,358 11,345,371 4,360,012 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 11,345,371 11,717,108 371,737 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 

前連結会計年度 

自 平成１６年４月 １日 

至 平成１７年３月３１日 

当連結会計年度 

自 平成１７年４月 １日 

至 平成１８年３月３１日 

１．連結の範囲に関する事項 子会社は、井内物流株式会社、三共医療機株

式会社及び株式会社アーンスト・ハンセン商

会の３社であり、当該子会社を連結の範囲と

しております。 

なお、株式会社アーンスト・ハンセン商会に

ついては、新たに株式を取得したことから、

当連結会計年度より連結の範囲に含めており

ます。 

子会社は、井内物流株式会社、三共医療機株

式会社及び株式会社アーンスト・ハンセン商

会の３社であり、当該子会社を連結の範囲と

しております。 

 

２．持分法の適用に関する事

項 

該当事項はありません。 

 

同左 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

すべての連結子会社の決算日は連結会計年度

末日と一致しております。 

同左 

４．会計処理基準に関する事

項 

  

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

連結会計年度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、売却原価は移動

平均法により算定しております。) 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

 時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

 ② デリバティブ 

時価法  

② デリバティブ 

同左 

 ③ たな卸資産 

商品  移動平均法による原価法、但し

加工商品については主として総

平均法による原価法 

③ たな卸資産 

商品     同左 

 貯蔵品 先入先出法による原価法 貯蔵品    同左 

(2）重要な減価償却資産の

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。 

なお、耐用年数については法人税法の規

定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 

自社利用のソフトウェアについては、社

内における見込利用可能期間（５年）に

基づく定額法を採用しております。 

② 無形固定資産 

営業権については５年、自社利用のソフ

トウェアについては社内における見込

利用可能期間（５年）に基づく定額法を

採用しております。 

 ③ 投資不動産 

定率法によっております。 

なお、耐用年数については法人税法の規

定と同一の基準によっております。 

③ 投資不動産 

同左 
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項目 

前連結会計年度 

自 平成１６年４月 １日 

至 平成１７年３月３１日 

当連結会計年度 

自 平成１７年４月 １日 

至 平成１８年３月３１日 

 ④ 長期前払費用 

毎期均等償却しております。 

④ 長期前払費用 

同左 

(3) 繰延資産の処理方法  新株発行費 

 発行時に全額費用として処理しております。

(追加情報) 

平成17年３月１日及び平成17年３月24日

に、引受証券会社の発行価額2,705円、発行価

格2,840円として、一般募集及び第三者割当に

より、新株式1,500千株の発行を行いました。

本発行にかかる引受契約においては、発行価

格の総額と発行価額の総額の差額202,500千

円は引受証券会社の手取金とし、引受手数料

は支払われないこととされております。 

従って、新株発行費には本発行にかかる引

受手数料は含まれておりません。よって、引

受証券会社が発行価格で引受を行い、これを

一般投資家に販売する買取引受契約に比べ、

新株発行費と資本金及び資本剰余金の合計額

とが、それぞれ202,500千円少なく計上され、

経常利益及び税金等調整前当期純利益は、そ

れぞれ同額多く計上されております。 

また、発行価額のうち、1,353円は資本金に、

1,352円は資本剰余金に組み入れております。

 

(4）重要な引当金の計上基

準 

① 貸倒引当金 

売上債権等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

見込額の当連結会計年度負担額を計上し

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、当連結

会計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おりま

す。 

なお、数理計算上の差異は、その発生時

において一括して処理しております。 

③ 退職給付引当金 

同左 

 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、

役員退職慰労金の内規に基づく当連結会

計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 
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項目 

前連結会計年度 

自 平成１６年４月 １日 

至 平成１７年３月３１日 

当連結会計年度 

自 平成１７年４月 １日 

至 平成１８年３月３１日 

(5) 重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、連結会計年度末日の

直物為替相場により円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しております。 

同左 

(6) 重要なリース取引の処

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 

(7) 重要なヘッジ会計の方

法 

① ヘッジ会計の方法 

金利スワップについては特例処理の要件

を満たしているため特例処理を、為替予

約については振当処理の要件を満たして

いるため振当処理を採用しております。

① ヘッジ会計の方法 

同左 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

a ヘッジ手段・・・金利スワップ 

ヘッジ対象・・・長期借入金利息 

b ヘッジ手段・・・為替予約 

ヘッジ対象・・・外貨建仕入債務 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

a ヘッジ手段・・・同左 

ヘッジ対象・・・同左 

b ヘッジ手段・・・同左 

  ヘッジ対象・・・同左 

 ③ ヘッジ方針 

金利及び為替相場の市場変動リスクの回

避とキャッシュ・フローの固定化を目的

にしており、投機的なデリバティブ取引

は行っておりません。 

③ ヘッジ方針 

同左 

 ④ ヘッジ有効性評価の方法 

金利スワップはキャッシュ・フロー変動

を完全に相殺するものと想定することが

できるため、ヘッジ有効性の判定は省略

しております。 

また、為替予約はヘッジ手段とヘッジ対

象となる外貨建仕入債務に関する重要な

条件が同一であるため、ヘッジに高い有

効性があるものと判断しております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(8）その他連結財務諸表作

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 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

全面時価評価法を採用しております。 同左 

６．連結調整勘定の償却に関

する事項 

当連結会計年度において取得（みなし取得日

平成17年３月31日）した連結子会社株式会社

アーンスト・ハンセン商会は、５年間の均等

償却を行っております。 

なお、従来は金額が少額であったため、発生

時に一括償却しておりました。 

連結子会社株式会社アーンスト・ハンセン商

会については、５年間の均等償却を行ってお

ります。 

 

７．利益処分項目等の取扱い

に関する事項 

連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分に

ついて当連結会計年度中に確定した利益処分

に基づいて作成しております。 

同左 
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項目 

前連結会計年度 

自 平成１６年４月 １日 

至 平成１７年３月３１日 

当連結会計年度 

自 平成１７年４月 １日 

至 平成１８年３月３１日 

８．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易

に換金可能であり、かつ、価値の変動につい

て僅少なリスクしか負わない取得日から３カ

月以内に償還期限の到来する短期投資からな

っております。 

同左 

 

   

表示方法の変更 

前連結会計年度 

自 平成１６年４月 １日 

至 平成１７年３月３１日 

当連結会計年度 

自 平成１７年４月 １日 

至 平成１８年３月３１日 

(連結貸借対照表) 

「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)により、証券取引法第２条第２項において、投

資事業有限責任組合及びこれに類する組合への出資を有

価証券とみなすこととされたことに伴い、前連結会計年

度まで投資その他の資産の「その他」に含めていた投資

事業有限責任組合への出資金を、当連結会計年度より「投

資有価証券」に計上しております。 

この変更により、「投資有価証券」は 34,706 千円増加し

ております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(連結損益計算書) 

「固定資産除却損」は従来、営業外費用の「その他」に含

めて表示しておりましたが、当連結会計年度より営業外費

用の 100 分の 10 以上となったため、区分掲記することとい

たしました。 

 なお、前連結会計年度の営業外費用の「その他」に含め

て表示しておりました「固定資産除却損」は 4,930 千円で

あります。 

 

追加情報 

前連結会計年度 

自 平成１６年４月 １日 

至 平成１７年３月３１日 

当連結会計年度 

自 平成１７年４月 １日 

至 平成１８年３月３１日 

（外形標準課税） 

「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日以後に開始する連結会計年度より外形標準課税制度

が導入されたことに伴い、当連結会計年度から「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 53,685 千円増加し、

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 53,685 千円減少しております。 
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  注記事項 

 （連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 

（平成１７年３月３１日） 

当連結会計年度 

（平成１８年３月３１日） 

１．減価償却累計額 

    有形固定資産             2,344,921千円 

    投資その他の資産            203,129千円 

２．偶発債務 

    受取手形割引高              19,870千円 

３．発行済株式総数    普通株式      15,672,830株 

４．自己株式数 当社   普通株式       234,356株 

１．減価償却累計額 

    有形固定資産             2,572,484千円 

    投資その他の資産            208,521千円 

２．偶発債務 

    受取手形割引高              10,335千円 

３．発行済株式総数    普通株式      18,807,396株 

４．自己株式数 当社   普通株式       286,539株 

 

 （連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 

自 平成１６年４月 １日 

至 平成１７年３月３１日 

当連結会計年度 

自 平成１７年４月 １日 

至 平成１８年３月３１日 

１．研究開発費の総額 

  一般管理費に含まれる研究開発費       161,581千円 

１．研究開発費の総額 

  一般管理費に含まれる研究開発費       126,595千円 

２．物流センター移転費用の主な内訳 

    

    固定資産除却損              5,013 千円 

    商品等移転費用              18,669 千円 

２． 

 

 

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度 

自 平成１６年４月 １日 

至 平成１７年３月３１日 

当連結会計年度 

自 平成１７年４月 １日 

至 平成１８年３月３１日 

１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記載されて

いる科目の金額との関係 
１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記載されて

いる科目の金額との関係 
（平成17年3月31日現在） （平成18年3月31日現在） 

 
 千円

現金及び預金勘定 13,574,371 

預入期間が３カ月を超える定期預金 △2,229,000 

現金及び現金同等物の期末残高 11,345,371 
 

 
 千円

現金及び預金勘定 13,952,108 

預入期間が３カ月を超える定期預金 △2,235,000 

現金及び現金同等物の期末残高 11,717,108 
  

２．株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負

債の主な内訳 
２． 

株式の取得により新たに株式会社アーンスト・ハンセン商会を連

結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式

会社アーンスト・ハンセン商会株式の取得価額と株式会社アーン

スト・ハンセン商会取得のための支出（純額）との関係は次のと

おりであります。 

 

                         千円  

416,071 

39,412 

119,571 

△415,096 

△16,465 

△2,392 

141,102 

 

△12,097 

 

 

 

 

 

 

流動資産 

固定資産 

連結調整勘定 

流動負債 

固定負債 

少数株主持分 

株式会社アーンスト・ハンセン商会株式

の取得価額 

株式会社アーンスト・ハンセン商会現金

及び現金同等物 

差引：株式会社アーンスト・ハンセン商

会取得のための支出 

 

129,004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３． 
 

 

 

３．営業の譲受けにより増加した資産の主な内訳 

    営業権                 135,832千円 
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(リース取引関係) 

前連結会計年度 

自 平成１６年４月 １日 

至 平成１７年３月３１日 

当連結会計年度 

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、減損

損失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）

機械装置及び運

搬具 
905,408 277,466 627,942

工具・器具及び

備品 
58,038 29,709 28,328

合計 963,447 307,176 656,270

  

 

 

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）

機械装置及び運

搬具 
902,069 414,712 487,357

工具・器具及び

備品 
58,038 38,000 20,037

合計 960,107 452,713 507,394

  
 (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等 

     未経過リース料期末残高相当額 
 

１年内 145,986千円

１年超 528,323 

合計 674,309  
   

 
１年内 147,493千円

１年超 380,347 

合計 527,840 
  

 (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、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相

当額、支払利息相当額及び減損損失 
 

支払リース料 117,816千円

減価償却費相当額 117,894 

支払利息相当額 9,010 
  

 
支払リース料 156,239千円

減価償却費相当額 148,208 

支払利息相当額 9,860  
  

 (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、各連結会計年度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 

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 

  未経過リース料 未経過リース料 
 

１年内 1,212千円

１年超 1,616 

合計 2,828  
  

 
１年内 1,212千円

１年超 404 

合計 1,616  
     

（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。 
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(有価証券関係) 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

                                   （単位：千円、端数切捨て） 

前連結会計年度 
（平成１７年３月３１日） 

当連結会計年度 
（平成１８年３月３１日） 

区分 種類 

取得原価 
連結貸借対照表
計上額 

差額 取得原価 
連結貸借対照表
計上額 

差額 

(1）株式 200,751 485,395 284,643 208,756 697,697 488,940
(2）債券   

国債・地方債等 － － － － － －
社債 － － － － － －
その他 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

連結貸借対照
表計上額が取
得原価を超え
るもの 

小計 200,751 485,395 284,643 208,756 697,697 488,940

(1）株式 8,287 7,925 △362 282 243 △38
(2）債券   

国債・地方債等 － － － － － －
社債 － － － － － －
その他 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

連結貸借対照
表計上額が取
得原価を超え
ないもの 

小計 8,287 7,925 △362 282 243 △38

合計 209,038 493,320 284,281 209,038 697,941 488,902

 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

                                   （単位：千円、端数切捨て） 

前連結会計年度 

(平成１７年３月３１日) 

当連結会計年度 

(平成１８年３月３１日) 区分 

連結貸借対照表計上額 連結貸借対照表計上額 

その他有価証券   

非上場株式 172,000 223,200 

投資事業有限責任組合 34,706 129,822 

合計 206,706 353,022 

 

 

(デリバティブ取引関係) 

 デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

  １．通貨関連 

    （単位：千円、端数切捨て） 

前連結会計年度 

（平成１７年３月３１日） 

当連結会計年度 

（平成１８年３月３１日） 

  

区 

分 
種   類 

契約額 等 
うち１年超

時価 評価損益 契約額 等
うち１年超 

時価 評価損益

市場取

引以外

の取引 

通貨オプション取引 

買建 

 コール 

米ドル  

 売建 

  プット 

   米ドル  

9,802 
  

 

9,802 

 

－ 

 

 

－ 

－ 

△806

－ 

△806

－ 

 

 

－ 

－ 

 

 

－ 

－ 

 

 

－ 

－ 

 

 

－ 

合 計 － － － △806 － － － － 

（注） １．時価の算定方法は取引先金融機関から提示された価格等に基づいております。 

 ２．前連結会計年度の為替予約取引についてはヘッジ会計を適用しているため、当連結会計年度の通貨オプション取引及び為替予約

取引については当連結会計年度末に取引がないため、記載すべきデリバティブ取引はありません。 

 

  ２．金利関連 

 

前連結会計年度（平成１７年３月３１日） 当連結会計年度（平成１８年３月３１日） 

金利スワップ取引については、ヘッジ会計を適用しているため、記

載すべきデリバティブ取引はありません。   

同左 
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（退職給付関係） 
１．採用している退職給付制度の概要 

   当社並びに連結子会社井内物流株式会社及び株式会社アーンスト・ハンセン商会は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度及び退

職一時金制度を設けており、連結子会社三共医療機株式会社は、退職一時金制度を設けております。また、従業員の退職等に際して割増

退職金を支払う場合があります。 
 
２．退職給付債務に関する事項 

 
 

前連結会計年度 

（平成１７年３月３１日） 

当連結会計年度 

（平成１８年３月３１日） 

 イ．退職給付債務 △407,407千円 △453,729千円 

 ロ．年金資産 212,722 270,729 

 ハ．未積立退職給付債務（イ＋ロ） △194,685 △182,999 

 ニ．会計基準変更時差異の未処理額 － － 

 ホ．未認識数理計算上の差異 － － 

 ヘ．未認識過去勤務債務（債務の減額） － － 

 ト．連結貸借対照表計上額純額（ハ＋ニ＋ホ＋ヘ） △194,685 △182,999 

 チ．前払年金費用 － － 

 リ．退職給付引当金（ト－チ） △194,685 △182,999 

    
 （注） 連結子会社三共医療機株式会社及び株式会社アーンスト・ハンセン商会は、退職給付債務の算定に当たり、簡便法を

採用しております。 
 

３．退職給付費用に関する事項 

 

 

前連結会計年度 

自 平成１６年４月 １日 

至 平成１７年３月３１日 

当連結会計年度 

自 平成１７年４月 １日 

至 平成１８年３月３１日 

 イ．勤務費用 39,352千円 40,312千円 

 ロ．利息費用 5,353 5,890 

 ハ．期待運用収益 △2,454 △3,190 

 ニ．会計基準変更時差異の費用処理額 － － 

 ホ．数理計算上の差異の費用処理額 14,867 22,305 

 ヘ．過去勤務債務の費用処理額 － － 

 ト．退職給付費用（イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ＋ヘ） 57,119 65,317 

    
      （注） 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「イ．勤務費用」に計上しております。 

 
４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 

 

前連結会計年度 

自 平成１６年４月 １日 

至 平成１７年３月３１日 

当連結会計年度 

自 平成１７年４月 １日 

至 平成１８年３月３１日 

 イ．退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準によっております。 同左 

 ロ．割引率 1.5％ 1.5％ 

 ハ．期待運用収益率 1.5％ 1.5％ 

 ニ．過去勤務債務の額の処理年数 該当事項はありません。 同左 

 ホ．数理計算上の差異の処理年数 発生時において一括処理してお

ります。 

同左 

 ヘ．会計基準変更時差異の処理年数 該当事項はありません。 同左 
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(税効果会計関係) 

前連結会計年度 

（平成１７年３月３１日） 

当連結会計年度 

（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 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 千円

減損損失 229,824 

賞与引当金 148,117 

役員退職慰労引当金 110,184 

未払事業税 81,099 

退職給付引当金 77,165 

貸倒引当金 8,163 

その他 241,807 

繰延税金資産小計 896,361 

評価性引当額 △67,072 

繰延税金資産合計 829,288 
  

 
繰延税金資産 千円

減損損失 229,033 

賞与引当金 141,928 

役員退職慰労引当金 104,608 

未払事業税 84,612 

退職給付引当金 73,892 

貸倒引当金 19,342 

その他 260,756 

繰延税金資産小計 914,175 

評価性引当額 △60,215 

繰延税金資産合計 853,959 
   

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △116,758 

特別償却準備金 △5,025 

繰延税金負債小計 △121,784 

繰延税金資産（負債）の純額 707,504 
  

 
繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △200,578 

その他 △4,813 

繰延税金負債小計 △205,391 

繰延税金資産（負債）の純額 648,567 
  

(注)連結貸借対照表に含まれる繰延税金資産及び繰延税金負債の純額 (注)連結貸借対照表に含まれる繰延税金資産及び繰延税金負債の純額 
 

流動資産－繰延税金資産 275,625 千円

固定資産－繰延税金資産 431,933  

固定負債－その他 54  
  

 
流動資産－繰延税金資産 295,288千円 

固定資産－繰延税金資産 354,818  

固定負債－その他 1,539  
 

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要

因 

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要

因 
 

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

の差異が法定実効税率の100分の５以下であるため注記を省

略しております。 
 

 
同左 

 

 

(セグメント情報) 

１．事業の種類別セグメント情報 

   当連結会計年度及び前連結会計年度において科学機器商品等の卸売事業の売上高、営業利益及び資産の金額が、全セグメントの売上高の

合計、営業利益及び全セグメント資産の金額のいずれも 90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

２．所在地別セグメント情報 

   当連結会計年度及び前連結会計年度において、当社グループは本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないた

め該当事項はありません。 

３．海外売上高 

   当連結会計年度及び前連結会計年度において海外売上高が、連結売上高の 10％未満のため、記載を省略しております。 
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 （関連当事者との取引） 

  前連結会計年度（自平成１６年４月１日 至平成１７年３月３１日） 

  役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 会社等の名称 住所 
資本金又 
は出資金 
(千円) 

事業の内
容又は職
業 

議決権等
の所有（被
所有）割合

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容 
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円)

役員及びその近
親者が議決権の
過半数を所有し
ている会社等
（当該会社等の
子会社を含む） 

株式会社 
岩上建設 

大阪府
東大阪市 

10,000 建設業

当 社 役 員
井 内 美 佐
子 の 近 親
者が100％
を 直 接 所
有 

なし 
建築物の
建設及び
営繕 

物流セン
ター等の
営繕 

20,521 未払金 3,590

（注） １．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。 

 ２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

 一般の取引と同様に決定しております。 

 

 

 

 

  当連結会計年度（自平成１７年４月１日 至平成１８年３月３１日） 

  役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 会社等の名称 住所 

資本金又 

は出資金 

(千円) 

事業の内容

又は職業

議決権等の

所有（被所

有）割合
役員の

兼任等

事業上 

の関係 

取引の内容 
取引金額 

(千円) 
科目 

期末残高

(千円)

役員及びその近
親者が議決権の
過半数を所有し
ている会社等
（当該会社等の
子会社を含む） 

株式会社 
岩上建設 

大阪府
東大阪市 

10,000 建設業

当社役員 
井内英夫の
近 親 者 が
100％を直
接所有 

なし 
建築物の建
設及び営繕

Ｒ＆Ｄセ
ンター等
の営繕 

7,247 未払金 5,089

（注） １．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。 

 ２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

   一般の取引と同様に決定しております。 

 

(１株当たり情報) 

前連結会計年度 

自 平成１６年４月 １日 

至 平成１７年３月３１日 

当連結会計年度 

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 1,658円54銭

１株当たり当期純利益金額 180円28銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  

 
１株当たり純資産額 1,495円54銭

１株当たり当期純利益金額 144円84銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、

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5月20日付で株式１株につき1.2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連結

会計年度における１株当たり情報については、以下のとおりであり

ます。 

  

１株当たり純資産額  1,382円12銭

１株当たり当期純利益金額 150円23銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。 
 

 

（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。 

 

 前連結会計年度 

自 平成１６年４月 １日 

至 平成１７年３月３１日 

当連結会計年度 

自 平成１７年４月 １日 

至 平成１８年３月３１日 

 当期純利益（千円） 2,608,181 2,743,922 

 普通株主に帰属しない金額（千円） 55,900 61,000 

    （うち利益処分による役員賞与） （ 55,900） （ 61,000）

 普通株式に係る当期純利益（千円） 2,552,281 2,682,922 

 普通株式の期中平均株式数（株） 14,157,633 18,523,517 
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(重要な後発事象) 

前連結会計年度 

自 平成１６年４月 １日 

至 平成１７年３月３１日 

当連結会計年度 

自 平成１７年４月 １日 

至 平成１８年３月３１日 

  

 

 株式分割 

 

 平成 17 年 2 月 10 日開催の当社取締役会の決議に基づき、次のと

おり株式分割による新株式を発行しております。 

 

１.平成 17 年 5月 20 日付をもって、普通株式１株を 1.2 株に分割す

る。 

（1）分割により増加する株式数 

普通株式     3,134,566 株 

（2）分割方法 

平成 17年 3月 31日 終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又

は記録された株主の所有株式数を、１株につき 1.2 株の割合を

もって分割する。 

但し、分割の結果生ずる１株未満の端数株式は、これを一括売

却し、その処分代金を端数の生じた株主に対し、その端数に応

じて分配する。 

（3）配当起算日 

平成 17 年 4 月 1 日 

 

 当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前連結

会計年度における１株当たり情報及び当期首に行われたと仮

定した場合の当連結会計年度における１株当たり情報は、それ

ぞれ以下のとおりであります。 

 

前連結会計年度 当連結会計年度 

 

１株当たり純資産額 

1,190 円 13 銭 

１株当たり当期純利益金額 

       114 円 30 銭 

 

１株当たり純資産額 

1,382 円 12 銭

１株当たり当期純利益金額 

   150 円 23 銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について 

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 
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部門別売上高 

                                                 （単位：千円、端数切捨て）  

前連結会計年度 

自 平成１６年４月 １日 

至 平成１７年３月３１日 

当連結会計年度 

自 平成１７年４月 １日 

至 平成１８年３月３１日 

                

              期   別 

 

 

 

部   門 金   額 構 成 比 金   額 構 成 比 

 

研 究 ・ 産 業 機 器 部 門 

病 院 ・ 介 護 部 門 

そ の 他 部 門 

２９，４０６，５９２

７，０３５，７００

３０５，１９９

%

80.0

19.2

0.8

３２，２９８，４２５

７，８３８，０６４

３６９，０１４

%

79.7

19.4

0.9

合 計 ３６，７４７，４９２ 100.0 ４０，５０５，５０３ 100.0

 （注）金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

品目別売上高 

（単位：千円、端数切捨て） 

前連結会計年度 

自 平成１６年４月 １日 

至 平成１７年３月３１日 

当連結会計年度 

自 平成１７年４月 １日 

至 平成１８年３月３１日 

                

              期   別 

 

  

 

品   目 金   額 構 成 比 金   額 構 成 比 

 %  %

汎 用 科 学 機 器 ・ 装 置             ６，０９２，５４３ 16.6 ６，９７４，８４４ 17.2

分析、特殊機器・装置             ４，３０２，８１０ 11.7 ４，５９６，２４４ 11.3

物理、物性測定機器・装置             ２，４７３，８８４ 6.7 ２，６５３，９９０ 6.6

実 験 用 設 備 機 器             ３，４８６，８３４ 9.5 ３，７１４，３４２ 9.2

科
学
機
器
・
装
置 

小 計             １６，３５６，０７２ 44.5 １７，９３９，４２１ 44.3

汎 用 器 具 ・ 消 耗 品             １１，２７７，５０５ 30.7 １２，３９２，０２９ 30.6

半 導 体 関 係 特 殊 器 具             ３，５２１，３５８ 9.6 ４，０７３，５４９ 10.1

科
学
器
具
・
消
耗
品 小 計             １４，７９８，８６３ 40.3 １６，４６５，５７８ 40.7

看 護 ・ 介 護 用 品             ５，２８７，３５５ 14.4 ５，７３１，４８９ 14.1

そ の 他             ３０５，１９９ 0.8 ３６９，０１４ 0.9

合 計               ３６，７４７，４９２ 100.0 ４０，５０５，５０３ 100.0

 （注）金額には、消費税等は含まれておりません。 




