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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、百万円未満を切り捨て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 975,464 7.0 8,771 3.5 8,301 3.9
17年３月期 911,735 21.1 8,476 43.9 7,993 50.0

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

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年３月期 3,468 48.3 24.44  － 15.0 2.7 0.9
17年３月期 2,338 13.4 16.13  － 12.3 2.8 0.9

(注）①期中平均株式数（個別）及び１株当たり当期純利益の算式については33ページをご参照下さい。

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、対前期増減率であります。

(2) 配当状況  

１株当たり年間配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
株主資本
配当率中間 期末

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年３月期 3.00 0.00 3.00 404 12.3 1.6
17年３月期 0.00 0.00 0.00 0 0.0 0.0
（注）上記は普通株式（種類株式Ａを含む）の配当状況を記載しております。

種類株式Ｂにつきましては33ページをご参照ください。

(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 302,676 25,327 8.4 152.71
17年３月期 307,966 20,776 6.7 125.13
(注)①期末発行済株式数（個別）及び１株当たり株主資本の算式については33ページをご参照ください。

②期末自己株式数 18年３月期 100,944株 17年３月期 78,888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）  

売上高 経常利益 当期純利益
１株当たり年間配当金

中間 期末

百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭

中間期 470,000 3,300 1,500 0.00 　－ 　－

通　期 980,000 7,500 3,500 　－ 5.00 5.00 
（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　24円68銭
＊　上記の予想は本資料の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。
なお、上記業績予想に関する事項は、７ページを、１株当たり予想当期純利益（通期）の算式については33ページを
ご参照ください。
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 「期中平均株式数（個別）」（自己株式数控除後のものです。）

 17年3月期 18年3月期

 普通株式 117,777,044 株 117,746,480 株 

 種類株式Ａ

 （無議決権・普通株式転換予約権付株式）
16,963,000 株 16,963,000 株 

 種類株式Ｂ

（無議決権・配当優先株式）
1,500,000 株 1,500,000 株 

 
 「期末発行済株式数（個別）」（自己株式数控除後のものです。）

 17年3月期 18年3月期 

 普通株式 117,759,112 株 117,737,056 株

 種類株式Ａ

 （無議決権・普通株式転換予約権付株式）
16,963,000 株 16,963,000 株  

 種類株式Ｂ

 （無議決権・配当優先株式）
1,500,000 株 1,500,000 株  

 

 「１.18年3月期の業績」指標算式

 　　○1株当たり当期純利益

 普通株式に係る当期純利益 

 期中平均普通株式数＋期中平均種類株式Ａ株式数 

 　　○1株当たり株主資本

 普通株式に係る株主資本の額

 期末発行済普通株式数＋期末発行済種類株式Ａ株式数＋期末発行済種類株式Ｂ株式数×20 

 （注）　当社の発行している種類株式Ａは、普通株式転換予約権付株式であり、無議決権であることの他は普通株式と同
等の株式であるので、１株当たり株主資本の算定にあたっては、種類株式Ａの期末発行済株式数を普通株式の期末
発行済株式数に加算し、１株当たり当期純利益の算定にあたっては、種類株式Ａの期中平均株式数を普通株式の期
中平均株式数に加算しております。種類株式Ｂについても、配当優先株式であるものの、残余財産分配について普
通株式に優先するものではなく、また将来の一定利益の計上を条件として償還される株式であるので、その実態を
考慮し、１株当たり株主資本の算定にあたっては、普通株式と同等の株式として扱うことが妥当であると判断し、
種類株式Ｂの残余財産の分配に係る定款の定めに従い、種類株式Ｂの期末発行済株式数を20倍して普通株式の期末
発行済株式数に加算しております。

 
○配当状況

平成１７年３月期 平成１８年３月期 

一株当たり年間配当金  配当金総額 一株当たり年間配当金  配当金総額

 中間 期末  （年間）  中間  期末  （年間）

円　銭 円　銭 円　銭 百万円 円　銭 円　銭 円　銭 百万円

 普通株式 0.00 0.00 0.00 0 3.00 0.00 3.00 353

 種類株式Ａ 0.00 0.00 0.00 0 3.00 0.00 3.00 50

種類株式Ｂ 109.75 0.00 109.75 164 117.182 0.00 117.182 175

（注）　種類株式Ｂ１株当たりの優先配当の金額につきましては、定款の定めにより、種類株式Ｂ１株当たりの発行
価額（10,000円/1株）に本年３月31日の全国銀行協会が発表する６ヶ月物の東京日本円銀行間金利申込利率に
１パーセントを加えた利率を乗じた金額となっております。

 「２.19年3月期の連結業績予想」指標算式（通期）

 　　○1株当たり予想当期純利益（通期）

 普通株式に係る予想当期純利益 

 期末発行済普通株式数＋期末発行済種類株式Ａ株式数 

 

○１株当たり年間配当金（予想）

１株当たり年間配当金（予想）

期 末

 円 銭 円 銭

 普通株式 5.00 5.00

 種類株式Ａ 5.00 5.00

種類株式Ｂ 117.182 117.182  *種類株式Ｂの１株当たり発行価額は10,000円
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５．個別財務諸表等

(1) 貸借対照表

  
前事業年度

(平成17年3月31日)
当事業年度

(平成18年3月31日)
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   8,100   9,014  913

２　受取手形 ※２  71,446   74,982  3,536

３　売掛金 ※２  160,619   158,881  △1,737

４　商品   14,184   8,362  △5,822

５　前渡金   6,814   6,876  61

６　前払費用   82   109  27

７　繰延税金資産   2,417   2,499  82

８　未収収益   398   392  △6

９　短期貸付金   998   947  △51

10　関係会社短期貸付金   6,375   5,721  △653

11　未収入金   1,278   2,529  1,250

12　その他   534   314  △219

13　貸倒引当金   △1,134   △1,798  △664

流動資産合計   272,116 88.4  268,834 88.8 △3,282

Ⅱ　固定資産         

１　有形固定資産         

(1) 建物   1,436   1,389  △47

(2) 構築物   94   87  △6

(3) 機械装置   19   13  △5

(4) 車両運搬具   2   1  △0

(5) 器具備品   24   42  17

(6) 土地   4,194   4,067  △126

有形固定資産合計   5,771 1.9  5,602 1.8 △169

２　無形固定資産         

(1) ソフトウェア   1,224   1,063  △160

(2) その他   37   35  △1

無形固定資産合計   1,261 0.4  1,099 0.4 △161

３　投資その他の資産         

(1) 投資有価証券 ※１  7,391   8,280  889

(2) 関係会社株式   6,964   7,509  545

(3) 出資金   365   420  54

(4) 関係会社出資金   2,388   2,697  309

(5) 長期貸付金   140   132  △7

(6) 従業員長期貸付金   1   1  △0

(7) 関係会社長期貸付金   4,152   4,156  4

(8) 固定化営業債権 ※４  1,061   885  △175

(9) 長期前払費用   1,793   1,963  170

(10) 繰延税金資産   2,666   ―  △2,666

(11) 差入保証金   3,391   3,037  △354

(12) その他   1,511   1,293  △217

(13) 貸倒引当金   △3,011   △3,240  △229

投資その他の資産合計   28,817 9.3  27,139 9.0 △1,677

固定資産合計   35,850 11.6  33,841 11.2 △2,008

資産合計   307,966 100.0  302,676 100.0 △5,290

－ 34 －



  
前事業年度

(平成17年3月31日)
当事業年度

(平成18年3月31日)
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 ※２  33,040   31,040  △2,000

２　買掛金 ※２  157,839   156,457  △1,382

３　短期借入金   56,713   58,965  2,252

４　未払金   880   649  △230

５　未払費用   1,345   1,371  25

６　未払法人税等   69   121  52

７　前受金   4,424   5,432  1,007

８　預り金   1,071   836  △235

９　前受収益   105   116  11

10　賞与引当金   416   556  140

11　本社移転損失引当金   262   ―  △262

12　延払販売利益繰延金   17   9  △7

13　その他   221   93  △127

流動負債合計   256,408 83.3  255,652 84.4 △756

Ⅱ　固定負債         

１　長期借入金   28,085   18,012  △10,072

２　繰延税金負債   ―   1,094  1,094

３　債務保証損失引当金   82   188  106

４　長期預り金   2,585   2,278  △306

５　その他   28   121  93

固定負債合計   30,781 10.0  21,696 7.2 △9,085

負債合計   287,190 93.3  277,348 91.6 △9,841

(資本の部)         

Ⅰ　資本金 ※３  8,750 2.8  8,750 2.9 ―

Ⅱ　資本剰余金         

資本準備金  8,750   8,750    

資本剰余金合計   8,750 2.8  8,750 2.9 ―

Ⅲ　利益剰余金         

当期未処分利益  2,075   5,378    

利益剰余金合計   2,075 0.7  5,378 1.8 3,303

Ⅳ　その他有価証券評価差額金   1,213 0.4  2,468 0.8 1,254

Ⅴ　自己株式   △12 △0.0  △20 △0.0 △7

資本合計   20,776 6.7  25,327 8.4 4,550

負債及び資本合計   307,966 100.0  302,676 100.0 △5,290
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(2) 損益計算書

  
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)

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  911,735 100.0  975,464 100.0 63,728

Ⅱ　売上原価 ※１  881,573 96.7  944,330 96.8 62,756

Ⅲ　延払販売利益戻入額   25 0.0  17 0.0 △8

Ⅳ　延払販売利益繰延額   17 0.0  9 0.0 △7

売上総利益   30,170 3.3  31,141 3.2 971

Ⅴ　販売費及び一般管理費   21,694 2.4  22,369 2.3 675

営業利益   8,476 0.9  8,771 0.9 295

Ⅵ　営業外収益         

１　受取利息 ※１ 366   288    

２　受取配当金 ※１ 177   261    

３　賃貸収入 ※１ 390   362    

４　その他  186 1,120 0.1 274 1,186 0.1 66

Ⅶ　営業外費用         

１　支払利息 ※１ 1,079   1,141    

２　債権譲渡損  257   326    

３　その他  266 1,603 0.1 189 1,657 0.1 53

経常利益   7,993 0.9  8,301 0.9 308

Ⅷ　特別利益         

１　関係会社株式売却益  ―   132    

２　償却債権取立益 ※２ ―   106    

３　投資有価証券売却益  264   32    

４　過去勤務債務償却益  788   ―    

５　固定資産売却益 ※３ 3 1,057 0.1 ― 271 0.0 △785

Ⅸ　特別損失         

１　貸倒引当金繰入額 ※４ 1,654   811    

２　減損損失 ※８ 143   385    

３　投資有価証券評価損  30   342    

４　商品評価損  ―   223    

５　役員退職慰労金制度廃止　　
に伴う打切り支給額

※５ ―   177    

６　債務保証損失引当金繰入額 ※６ 82   106    

７　投資有価証券売却損  19   95    

８　訴訟和解金  ―   45    

９　関係会社株式売却損  ―   42    

10　関係会社株式評価損  860   24    

11　関係会社整理損  270   ―    

12　本社移転損失 ※７ 262   ―    

13　補償損失  59   ―    

14　ゴルフ会員権評価損  37 3,421 0.4 ― 2,255 0.2 △1,166

税引前当期純利益   5,628 0.6  6,317 0.7 688

法人税、住民税及び事業税  31   32    

法人税等調整額  3,259 3,290 0.3 2,817 2,849 0.3 △441

当期純利益   2,338 0.3  3,468 0.4 1,130

前期繰越利益   ―   1,910  1,910

前期繰越損失   263   ―  △263

当期未処分利益   2,075   5,378  3,303
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(3) 利益処分案

 

  
前事業年度

(平成17年3月期)
当事業年度

(平成18年3月期）

区分
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ　当期未処分利益   2,075  5,378

Ⅱ　利益処分額      

普通株式配当金  ―  
353

（1株につき3円） 
 

種類株式Ａ配当金  ―  
50

（1株につき3円） 
 

種類株式Ｂ配当金  
164

（1株につき109.75円）
164

175
（1株につき117.182円）

579

Ⅲ　次期繰越利益   1,910  4,798

　（注）１．普通株式に対する利益配当金は、自己株式を除いて計算している。

２．種類株式Ｂ１株当たりの優先配当の金額については、定款の定めにより、種類株式Ｂ１株当たりの発行価

額（10,000円／１株）に本年３月31日の全国銀行協会が発表する6ヶ月物の東京日本円銀行間金利申込利率

（6ヶ月物円TIBOR）に１パーセントを加えた利率1.17182パーセントを乗じた金額となっている。
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重要な会計方針

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　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によっている。

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によっている。

(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)によっている。

(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)によっている。

時価のないもの

　移動平均法による原価法によっている。

時価のないもの

　移動平均法による原価法によっている。

２　たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品……移動平均法による原価法(一部の商品につい

ては個別法による原価法)によっている。

２　たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品……移動平均法による原価法(一部の商品につい

ては個別法による原価法)によっている。

３　固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

　法人税法に規定する減価償却の方法と同一の基準を

採用しており、建物(建物付属設備を除く)は定額法、

建物以外については定率法によっている。

３　固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

　法人税法に規定する減価償却の方法と同一の基準を

採用しており、建物(建物付属設備を除く)は定額法、

建物以外については定率法によっている。

(2) 無形固定資産

　法人税法に規定する減価償却の方法と同一の基準に

基づく定額法によっている。

　ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内

利用可能期間(５年)に基づく定額法によっている。

(2) 無形固定資産

　法人税法に規定する減価償却の方法と同一の基準に

基づく定額法によっている。

　ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内

利用可能期間(５年)に基づく定額法によっている。

４　引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えて、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒懸念債権及び破産更生債

権等については、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る。

４　引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えて、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒懸念債権及び破産更生債

権等については、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る。

(2) 賞与引当金

　従業員の賞与の支給に充てるため、次回賞与支給見

込額のうち、当事業年度負担分を計上している。

(2) 賞与引当金

　従業員の賞与の支給に充てるため、次回賞与支給見

込額のうち、当事業年度負担分を計上している。

(3) 本社移転損失引当金

　本社移転に伴い発生する損失に備えるため、その合

理的な見積り額のうち、当事業年度の負担額を計上し

ている。

(4) 債務保証損失引当金

　債務保証に係る損失に備えるため、被保証者の財政

状態等を勘案し、損失負担見込額を計上している。

(3) 債務保証損失引当金

　債務保証に係る損失に備えるため、被保証者の財政

状態等を勘案し、損失負担見込額を計上している。
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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)

(5) 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

上している。なお、当事業年度末においては、年金資

産の額が、退職給付債務に未認識数理計算上の差異お

よび会計基準変更時差異の未処理額を加減した額を超

えたため、当該超過額を前払年金費用として投資その

他の資産の「長期前払費用」に含めて表示している。

　会計基準変更時差異(4,018百万円)については、15

年による定額法により費用処理している。

　過去勤務債務については、その発生した事業年度に

おいて費用処理している。

　数理計算上の差異については、各事業年度の発生時

における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数(11年)による定額法によりそれぞれ発生時の翌事業

年度から費用処理している。

(4) 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

上している。なお、当事業年度末においては、年金資

産の額が、退職給付債務に未認識数理計算上の差異お

よび会計基準変更時差異の未処理額を加減した額を超

えたため、当該超過額を前払年金費用として投資その

他の資産の「長期前払費用」に含めて表示している。

　会計基準変更時差異(4,018百万円)については、15

年による定額法により費用処理している。

　数理計算上の差異については、各事業年度の発生時

における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数(11年)による定額法によりそれぞれ発生時の翌事業

年度から費用処理している。

（追加情報）

　当社は、平成16年7月1日に厚生年金基金制度と適格

退職年金制度を統合し、キャッシュバランスプランに

移行している。

５　収益及び費用の計上基準

　延払条件付取引についての損益は、代金回収期限到来

の日をもって計上している。

５　収益及び費用の計上基準

　延払条件付取引についての損益は、代金回収期限到来

の日をもって計上している。

６　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る。

６　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る。

７　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いる。

　また、特例処理の要件を満たす金利スワップについ

ては特例処理を、為替予約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、それぞれ行ってい

る。

７　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いる。

　また、特例処理の要件を満たす金利スワップについ

ては特例処理を、為替予約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、それぞれ行ってい

る。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 ヘッジ対象

為替予約
外貨建金銭債権債務
及び予定取引

金利スワップ 借入金

ヘッジ手段 ヘッジ対象

為替予約
外貨建金銭債権債務
及び予定取引

金利スワップ 借入金

(3) ヘッジ方針

　当社は、為替変動リスク及び金利変動リスクをヘッ

ジし経営を安定させることを目的として、外貨建取引

については輸出入等取引発生の都度、決済に必要な外

貨額について先物為替予約取引を、借入金については

金利スワップ取引を、いずれも実需に伴う取引に限定

して行っている。

　なお、実行管理は当社の社内規定「デリバティブ取

引管理規程」に基づき行っている。

(3) ヘッジ方針

　当社は、為替変動リスク及び金利変動リスクをヘッ

ジし経営を安定させることを目的として、外貨建取引

については輸出入等取引発生の都度、決済に必要な外

貨額について先物為替予約取引を、借入金については

金利スワップ取引を、いずれも実需に伴う取引に限定

して行っている。

　なお、実行管理は当社の社内規定「デリバティブ取

引管理規程」に基づき行っている。
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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)

(4) ヘッジ有効性評価の方法

　事前テストは回帰分析等の統計的方法、事後テスト

は比率分析により実施している。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

　事前テストは回帰分析等の統計的方法、事後テスト

は比率分析により実施している。

８　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式により処理している。

８　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

  税抜方式により処理している。

会計処理の変更

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)

（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))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)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なったことに伴い、当事

業年度から同会計基準及び同適用指針を適用している。

これにより税引前当期純利益は143百万円減少している。

　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いる。

　　　　　　　　 ────────

表示方法の変更

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)

（損益計算書）

　営業外費用のうち、債権流動化に係る費用は、当事業年

度において金額的重要性が高まったことにより「債権譲渡

損」として区分掲記している。

　なお、前事業年度における「債権譲渡損」の金額は、94

百万円である。

　　　　　　　　 ────────
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
(平成17年3月31日)

当事業年度
(平成18年3月31日)

(1) 担保資産 (1) 担保資産

担保に供している資産(※１)  

投資有価証券 302百万円

上記に対応する  

海外投資会社の借入金 97百万円

担保に供している資産(※１)  

投資有価証券 336百万円

上記に対応する  

海外投資会社の借入金 76百万円

(2) 関係会社に関する項目(※２)

　勘定科目に区分掲記したものを除く、関係会社に対す

る資産及び負債は次のとおりである。

(2) 関係会社に関する項目(※２)

　勘定科目に区分掲記したものを除く、関係会社に対す

る資産及び負債は次のとおりである。

〔資産〕受取手形 2,154百万円

売掛金 38,591百万円

〔負債〕支払手形 1,561百万円

買掛金 16,467百万円

〔資産〕受取手形 1,943百万円

売掛金 37,241百万円

〔負債〕支払手形 2,034百万円

買掛金 62,914百万円

(3) 偶発債務 (3) 偶発債務

①　保証債務 13,356百万円 ①　保証債務 5,855百万円

　関係会社等の金融機関借入金等に対する債務保証で

あり、その主な保証先は次のとおりである。

　関係会社等の金融機関借入金等に対する債務保証で

あり、その主な保証先は次のとおりである。

Nippon Steel Trading America，

Inc.
3,827百万円

Siam Lotus Co.,Ltd. 3,352百万円

㈱サステック 3,145百万円

大和鋼材㈱ 636百万円

その他(13社) 2,395百万円

㈱サステック 2,952百万円

大和鋼材㈱ 618百万円

蘇州日鐵金属製品有限公司 528百万円

名古屋日鐵商事コイルセンター㈱ 250百万円

テック物流㈱ 238百万円 

その他(７社) 1,268百万円

　保証債務の金額には保証予約も含まれており、全残

高のうち保証予約の金額は642百万円である。

　保証債務の金額には保証予約も含まれており、全残

高のうち保証予約の金額は618百万円である。

また当社の債務保証を他社が再保証している場合に

は、当該再保証控除後の当社の負担額を記載している。

②　瑕疵担保責任 4,410百万円 ②　瑕疵担保責任  

　瑕疵担保責任については、当事業年度より保証債

務に含めて表示している。

　なお当事業年度末に含まれる瑕疵担保責任は369百

万円である。

(4) 受取手形割引高及び裏書譲渡高 (4) 受取手形割引高

受取手形割引高 5,326百万円

(うち関係会社分 3,312百万円)

受取手形裏書譲渡高 352百万円

受取手形割引高 5,894百万円

(うち関係会社分 5,773百万円)

(5) 会社が発行する株式の総数及び発行済株式総数

(※３)

(5) 会社が発行する株式の総数及び発行済株式総数

(※３)

①普通株式 ①普通株式

会社が発行する株式の総数 232,000千株

発行済株式総数 117,838千株

会社が発行する株式の総数 232,000千株

発行済株式総数 117,838千株

②種類株式Ａ ②種類株式Ａ

会社が発行する株式の総数 25,500千株

発行済株式総数 16,963千株

会社が発行する株式の総数 25,500千株

発行済株式総数 16,963千株

③種類株式Ｂ ③種類株式Ｂ

会社が発行する株式の総数 1,500千株

発行済株式総数 1,500千株

会社が発行する株式の総数 1,500千株

発行済株式総数 1,500千株
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前事業年度
(平成17年3月31日)

当事業年度
(平成18年3月31日)

(6) 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1,213百万円である。

(6) 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2,468百万円である。

(7) 財務諸表等規則第32条第１項第10号による破産債権、

再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権であり、

このうち担保資産処分等による回収見込額は195百万円

である。(※４)

(7) 財務諸表等規則第32条第１項第10号による破産債権、

再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権であり、

このうち担保資産処分等による回収見込額は147百万円

である。(※４)

（損益計算書関係）

前事業年度
(自　平成16年4月 1日
至　平成17年3月31日)

当事業年度
(自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日)

(1) 関係会社に関する項目

　関係会社との取引に係る収益及び費用は次のとおりで

ある。(※１)

(1) 関係会社に関する項目

　関係会社との取引に係る収益及び費用は次のとおりで

ある。(※１)

売上高 140,504百万円

仕入高 362,961百万円

受取利息 268百万円

受取配当金 74百万円

賃貸収入 354百万円

支払利息 50百万円

売上高 152,289百万円

仕入高 405,727百万円

受取利息 179百万円

受取配当金 132百万円

賃貸収入 341百万円

支払利息 55百万円

(2) 特別利益

固定資産売却益(※３)

　当社が社宅として使用している土地、建物の売却益

である。

(2) 特別利益

償却債権取立益(※２)

　平成８年度に行った滞債権等整理の一環として貸倒

償却した債権に係る取立益である。

(3) 特別損失

貸倒引当金繰入額（※４）

　主に関係会社に対するものである。

(3) 特別損失

貸倒引当金繰入額（※４）

　主に関係会社に対するものである。

役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給額(※５) 

 平成18年3月開催の取締役会および監査役の協議に

おいて、平成18年6月下旬開催予定の第29回定時株主

総会終結の時をもって、役員退職慰労金制度を廃止す

る旨を決議し、併せて廃止時点まで在任する役員に対

しては、その廃止時点までの期間につき従前の役員退

職慰労金規定を適用して退任時に打切り支給する旨を

決議したことに伴い、当該打切り支給額を計上したも

のである。

債務保証損失引当金繰入額（※６）

　当社が債務保証している保証先の財政状態が著しく

悪化したことから、今後見込まれる債務の履行に伴う

求償債権について回収不能見込み額を計上したもので

ある。

債務保証損失引当金繰入額（※６）

　当社が債務保証している保証先の財政状態が著しく

悪化したことから、今後見込まれる債務の履行に伴う

求償債権について回収不能見込み額を計上したもので

ある。

本社移転損失（※７）

　主に固定資産除却損および原状回復費用にかかるも

のである。
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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)

減損損失（※８）

　当事業年度において以下の資産グループについて減

損損失を計上した。

減損損失（※８）

　当事業年度において以下の資産グループについて減

損損失を計上した。

用途 種類 場所 損失額

遊休資産
建物 山形県 63百万円

土地他 群馬県他 79百万円

用途 種類 場所 損失額

遊休資産 土地他 愛知県 255百万円

 賃貸資産 土地 埼玉県 129百万円

　当社は、資産を事業資産、共用資産、賃貸資産、遊

休資産にグループ化し、事業資産については、さらに

事業の種類別(鋼材の販売および原燃料・非鉄・機材

の販売)に区分しており、賃貸資産および遊休資産に

ついては、それぞれ個別の物件ごとに区分している。

　遊休資産については、帳簿価額に対する時価の著し

く下落した物件について、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として特別損失に計

上した。

　なお、当該資産の回収可能価額は、正味売却価額に

より測定している。正味売却価額は固定資産税評価額

をもとに処分費用見込額を差し引いて算定している。

　当社は、資産を事業資産、共用資産、賃貸資産、遊

休資産にグループ化し、事業資産については、さらに

事業の種類別(鋼材の販売および原燃料・非鉄・機材

の販売）に区分しており、賃貸資産および遊休資産に

ついては、それぞれ個別の物件ごとに区分している。

　遊休資産については、帳簿価額に対する時価の著し

く下落した物件について、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として特別損失に計

上した。当該資産については福利厚生施設として共用

資産にグルーピングしていたものが、著しい老朽化に

より当事業年度において使用を中止し、将来もその使

用が見込まれないことから遊休資産へとグルーピング

を変更したものである。

 賃貸資産については、当該資産に係る時価の著しい

下落等により、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として特別損失に計上した。

　なお、当該資産の回収可能価額は、いずれも正味売

却価額により測定している。正味売却価額は、不動産

鑑定評価額または固定資産税評価額をもとに処分費用

見込額を差し引いて算定している。
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①　リース取引

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）

　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・リース取引に係る注記

　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・リース取引に係る注記

(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

 
取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額
相当額
(百万円)

期末残高
相当額
(百万円)

有形固定資産    

機械装置 233 130 102

車両運搬具 44 3 41

器具備品 727 441 286

無形固定資産    

ソフトウェア 78 56 21

合計 1,084 631 452

 
取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額
相当額
(百万円)

期末残高
相当額
(百万円)

有形固定資産    

機械装置 168 87 81

車両運搬具 60 19 40

器具備品 713 367 345

無形固定資産    

ソフトウェア 61 50 10

合計 1,003 525 478

(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年以内 139百万円

１年超 336百万円

合計 475百万円

１年以内 168百万円

１年超 332百万円

合計 500百万円

(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 180百万円

減価償却費相当額 159百万円

支払利息相当額 23百万円

支払リース料 175百万円

減価償却費相当額 155百万円

支払利息相当額 20百万円

(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は、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いる。

　利息相当額の算定方法は、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、利息法によっている。

(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は、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いる。

　利息相当額の算定方法は、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、利息法によっている。
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②　税効果会計

前事業年度
(平成17年3月31日)

当事業年度
(平成18年3月31日)

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 1,447百万円

賞与引当金損金算入限度超過額 169百万円

関係会社株式評価損 455百万円

商品評価損 173百万円

ゴルフ会員権評価損 240百万円

繰越欠損金 4,763百万円

その他 528百万円

繰延税金資産小計 7,778百万円

評価性引当額 △1,508百万円

繰延税金資産合計 6,269百万円

(繰延税金負債)  

未収配当金 △16百万円

前払年金費用 △336百万円

その他有価証券評価差額金 △832百万円

繰延税金負債合計 △1,186百万円

繰延税金資産の純額 5,083百万円

(繰延税金資産)  

貸倒引当金損金算入限度超過額 1,827百万円

賞与引当金損金算入限度超過額 226百万円

関係会社株式評価損 455百万円

商品評価損 264百万円

減損損失 214百万円

ゴルフ会員権評価損 238百万円

繰越欠損金 1,306百万円

その他 566百万円

繰延税金資産小計 5,100百万円

評価性引当額 △1,581百万円

繰延税金資産合計 3,518百万円

(繰延税金負債)  

未収配当金 △21百万円

前払年金費用 △399百万円

その他有価証券評価差額金 △1,693百万円

繰延税金負債合計 △2,113百万円

繰延税金資産の純額 1,405百万円

③　有価証券

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ない。

（重要な後発事象）

　該当事項はない。
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６．売上高の明細
(1）取引形態別売上高

区分

前事業年度 当事業年度 増減

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
伸び率
（％）

国内取引 731,879 80.3 789,628 80.9 57,749 7.9

貿易取引 179,855 19.7 185,835 19.1 5,979 3.3

（うち輸出） (150,305) (16.5) (157,358) (16.2) (7,053) (4.7)

（うち輸入） (29,550) (3.2) (28,476) (2.9) (△1,073) (△3.6)

合計 911,735 100.0 975,464 100.0 63,728 7.0

(2）商品別売上高

区分

前事業年度 当事業年度 増減

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
伸び率
（％）

条鋼類 283,171 31.1 296,694 30.4 13,522 4.8

鋼板類 302,253 33.2 349,119 35.8 46,865 15.5

特殊鋼類 112,356 12.3 111,240 11.4 △1,116 △1.0

（小計） (697,782) (76.6) (757,053) (77.6) (59,271) (8.5)

原燃料・非鉄類 170,651 18.7 164,571 16.9 △6,080 △3.6

機材・その他 43,301 4.7 53,838 5.5 10,537 24.3

合計 911,735 100.0 975,464 100.0 63,728 7.0
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７．役員の異動
（平成18年６月28日付予定）

(1）新任取締役候補者 （３月10日発表済）

（現職）

取締役 熊谷　勇三 （当社常務執行役員　大阪支店長）

(2）新任補欠監査役候補者 （５月12日発表）

（現職）

補欠監査役 坂東　稔 （日鉄鋼板㈱取締役） 

(3）退任予定取締役 （３月10日発表済）

（退任後の予定）

取締役相談役 吉澤　富雄 （当社相談役）

（参考）

［新任取締役候補者の略歴］

熊谷　勇三  

平成13年４月 当社参与、名古屋支店長

平成13年６月 当社取締役　名古屋支店長

平成17年４月 当社取締役常務執行役員　大阪支店長

平成17年６月 当社取締役退任、常務執行役員　大阪支店長

［新任補欠監査役候補者の略歴］

坂東　稔  

平成12年７月 新日本製鐵㈱監査役事務局部長

平成16年４月 日鉄鋼板㈱総務部長

平成17年６月 同社取締役
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