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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12日 

 

上 場 会 社 名        近畿車輛株式会社 上場取引所 東 大 

コ ー ド 番 号        7122 本社所在都道府県 

（ＵＲＬ  http://www.kinkisharyo.co.jp） 大阪府 

代  表  者 役職名 取締役社長 氏名 櫻井紘一 

問合せ先責任者 役職名 常務取締役経営管理室長   氏名 吉沢瑞成  ＴＥＬ (06)6744－2053 

決算取締役会開催日     平成18年5月12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） 

（1）経営成績                   （注）金額は百万円未満を切り捨て 

 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 20,723 △28.1 △320 ― 337 △75.0 

17年3月期 28,840 △12.7 792 △73.4 1,353 △35.5 

 

 

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

 百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年3月期 920 △25.7 12.62 ― 5.0 1.0 1.6

17年3月期 1,238 △18.2 16.93 ― 7.0 3.6 4.7

（注）①期中平均株式数 18年3月期 68,979,165株 17年3月期 69,001,116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 

 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％ 

18年3月期 5.00 0.00 5.00 344 39.6 1.8 

17年3月期 5.00 0.00 5.00 344 29.5 1.9 

 

（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 35,136 19,114 54.4 276.42 

17年3月期 32,709 18,043 55.2 260.52 

（注）①期末発行済株式数 18年3月期 68,969,627株 17年3月期 68,987,872株 

②期末自己株式数 18年3月期 113,970株 17年3月期 95,725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  

 百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭

中間期 15,000 1,000 600 ― ― ― 

通 期 30,000 1,200 800 ― 5.00 5.00

(参考)１株当たり予想当期純利益（通期）11円60銭 

(注) 上記の業績予想は、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結果となる可能性があります。 
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貸借対照表 

 
 

  
第93期 

(平成17年３月31日) 
第94期 

(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 
(％) 

増減  

金額 

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金  4,952 1,987  △2,964

２ 受取手形  184 140  △44

３ 売掛金 ※１ 9,517 10,330  813

４ 製品  236 220  △15

５ 原材料  873 828  △45

６ 仕掛品  2,554 4,893  2,338

７ 前渡金 ※１ 758 1,947  1,189

８ 前払費用  24 27  3

９ 繰延税金資産  193 162  △31

10 その他  274 522  247

貸倒引当金  △2 ―  2

流動資産合計  19,565 59.8 21,060 59.9 1,494

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

(1) 建物 ※４ 5,780 5,941   

減価償却累計額  3,502 2,278 3,652 2,289  11

(2) 構築物  1,133 1,224   

減価償却累計額  758 374 799 424  50

(3) 機械装置  8,265 8,695   

減価償却累計額  6,457 1,808 6,672 2,023  214

(4) 車両運搬具  327 328   

減価償却累計額  298 29 302 25  △3

(5) 工具器具備品  2,065 2,141   

減価償却累計額  1,819 246 1,891 249  3

(6) 土地  2,039 2,029  △10

(7) 建設仮勘定  53 18  △35

有形固定資産合計  6,831 20.9 7,060 20.1 229

２ 無形固定資産    

(1) 専用側線利用権  1 ―  △1

(2) ソフトウェア  335 219  △115

(3) その他  9 12  2

無形固定資産合計  346 1.1 232 0.7 △114

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  5,430 6,252  822

(2) 関係会社株式  422 422  ―

(3) 関係会社出資金  15 15  ―

(4) 関係会社長期貸付金  469 469  ―

(5) 破産債権・更生債権 
  その他これらに準ずる 
  債権 

 10 10  0

(6) その他  133 110  △22

貸倒引当金  △515 △497  17

投資その他の資産合計  5,966 18.2 6,783 19.3 817

固定資産合計  13,144 40.2 14,076 40.1 932

資産合計  32,709 100.0 35,136 100.0 2,426
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第93期 

(平成17年３月31日) 
第94期 

(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 
(％) 

増減  

金額 

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 支払手形  829 1,005  175

２ 買掛金  2,020 2,395  375

３ 短期借入金  5,465 3,000  △2,465

４ １年以内に返済する 
長期借入金 

 320 200  △120

５ 未払金 ※１ 1,378 821  △556

６ 未払費用  344 444  99

７ 未払法人税等  494 35  △458

８ 前受金  49 3,698  3,649

９ 預り金  42 30  △11

10 賞与引当金  259 276  17

11 設備関係支払手形  168 383  215

流動負債合計  11,371 34.8 12,292 35.0 920

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金  200 ―  △200

２ 繰延税金負債  170 331  161

３ 退職給付引当金  1,112 1,425  312

４ 長期預り金 ※４ 1,812 1,973  160

固定負債合計  3,295 10.0 3,730 10.6 434

負債合計  14,666 44.8 16,022 45.6 1,355
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第93期 

(平成17年３月31日) 
第94期 

(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 
(％) 

増減  

金額 

(資本の部)    

Ⅰ 資本金 ※２ 5,252 16.1 5,252 14.9 ―

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金  2,624 2,624  ―

２ その他資本剰余金    

資本準備金減少差益  500 500 500 500  ―

資本剰余金合計  3,124 9.6 3,124 8.9 ―

Ⅲ 利益剰余金    

１ 利益準備金  911 911  ―

２ 任意積立金    

(1) 固定資産圧縮積立金  24 22   

(2) 別途積立金  3,769 3,794 5,269 5,292  1,497

３ 当期未処分利益  3,918 2,926  △992

利益剰余金合計  8,625 26.3 9,130 26.0 505

Ⅳ その他有価証券評価差額金  1,063 3.3 1,637 4.7 574

Ⅴ 自己株式 ※５ △23 △0.1 △31 △0.1 △7

資本合計  18,043 55.2 19,114 54.4 1,071

負債・資本合計  32,709 100.0 35,136 100.0 2,426
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損益計算書 

 

  
第93期 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第94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) 
百分比
(％)

金額(百万円) 
百分比 
(％) 

増減 
金額 

Ⅰ 売上高 ※３   

(1) 製造部門売上高  28,489 20,045  △8,443

(2) 不動産賃貸部門収入  350 678  327

売上高合計  28,840 100.0 20,723 100.0 △8,116

Ⅱ 売上原価    

(1) 製造部門売上原価    

１ 期首製品たな卸高  246 236   

２ 当期製品製造原価 ※３ 25,642 18,810   

合計  25,889 19,047   

３ 他勘定へ振替高 ※１ 4 0   

４ 期末製品たな卸高  236 25,648 220 18,826  △6,822

(2) 不動産賃貸部門原価  142 157  14

売上原価合計  25,791 89.5 18,983 91.6 △6,807

売上総利益  3,048 10.5 1,740 8.4 △1,308

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※２   

１ 運送費  162 113   

２ 役員報酬  135 143   

３ 給料及び手当  494 515   

４ 賞与  141 118   

５ 賞与引当金繰入額  48 61   

６ 退職給付費用  443 462   

７ 役員退職慰労引当金 
  繰入額 

 9 ―   

８ 福利費  136 146   

９ 租税課金  115 64   

10 減価償却費  58 57   

11 賃借料  54 42   

12 研究費  60 17   

13 その他  395 2,256 7.8 316 2,061 9.9 △195

営業利益又は 
営業損失（△） 

 792 2.7 △320 △1.5 △1,113
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第93期 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第94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) 
百分比
(％)

金額(百万円) 
百分比 
(％) 

増減 
金額 

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取配当金 ※３ 474 276   

２ 為替差益  147 326   

３ 貸倒引当金戻入額  20 20   

４ 雑収入  41 684 2.4 106 730 3.5 45

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  68 22   

２ 固定資産売却損  ― 13   

３ 固定資産除却損  28 11   

４ 固定資産撤去費  15 11   

５ 雑支出  10 124 0.4 11 72 0.4 △52

経常利益  1,353 4.7 337 1.6 △1,015

Ⅵ 特別利益    

１ 固定資産売却益 ※４ ― 48   

２ 投資有価証券売却益  453 453 1.6 625 673 3.3 220

Ⅶ 特別損失    

１ 特別修繕費  ― ― 107 107 0.5 107

税引前当期純利益  1,806 6.3 903 4.4 △902

法人税、住民税及び事業税  601 27   

過年度法人税等  ― 158   

法人税等調整額  △33 568 2.0 △202 △17 △0.0 △585

当期純利益  1,238 4.3 920 4.4 △317

前期繰越利益  2,680 2,006  △674

当期未処分利益  3,918 2,926  △992
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利益処分案 

 

  
第93期 

(平成17年６月29日) 
第94期 

(平成18年６月29日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 当期未処分利益  3,918  2,926

Ⅱ 任意積立金取崩額   

１ 固定資産圧縮積立金 
  取崩額 

 2 2 1 1

合計  3,921  2,928

Ⅲ 利益処分額   

１ 配当金  344 344 

２ 役員賞与金  70 50 

(うち監査役賞与金)  (9) (7)

３ 別途積立金  1,500 1,914 ― 394

Ⅳ 次期繰越利益  2,006  2,533

   

(注) １ 固定資産圧縮積立金は租税特別措置法によるものである。 

２ 日付は株主総会承認年月日及びその予定年月日である。 

 

 



38 

重要な会計方針 

 

第93期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第94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 

   移動平均法による原価法 

(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) 

    時価のないもの 

移動平均法による原価法 

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 

同左 

  

２ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

(1) 製品・仕掛品    個別法による原価法 

(2) 原材料       移動平均法による原価法 

(会計処理の変更) 

建材部門の製品・仕掛品の評価方法について、従

来、総平均法によっていたが、当期から個別法に変

更した。 

この変更は、製品・仕掛品の評価と期間損益計算

をより適正にするために、新原価計算システムを導

入し、総合原価計算から個別原価計算へ変更したこ

とによるものである。 

なお、この変更による損益への影響は軽微であ

る。 

２ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

(1) 製品・仕掛品    個別法による原価法 

(2) 原材料       移動平均法による原価法 

３ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

定率法によっている。 

ただし、平成10年４月１日以降取得した建物

(建物附属設備を除く)については、定額法によっ

ている。 

３ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

同左 

  

 (2) 無形固定資産 

定額法によっている。 

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

額法によっている。 

 (2) 無形固定資産 

同左 

  

４ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

貸倒損失に備えるため、一般債権については、

貸倒実績率法による計算額を、貸倒懸念債権等特

定の債権については、個別の債権について回収可

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 

同左 

  

 (2) 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いる。 

 (2) 賞与引当金 

同左 
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第93期 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第94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

上している。 

なお、会計基準変更時差異については、15年に

よる按分額を費用処理している。 

数理計算上の差異については、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按分した額を、それぞれ発生

の翌事業年度から費用処理することとしている。

 (3) 退職給付引当金 

同左 

  

 (4) 役員退職慰労引当金 

従来、役員退職慰労金の支給に備えるため、内

規に基づく必要額を計上していたが、取締役会決

議により、平成16年６月29日の株主総会終結時を

もって、役員退職慰労金制度を廃止した。なお、

在任役員については、廃止前の基準に基づき退任

時に支給することを決議しており、当該金額150

百万円については、流動負債の「未払金」に含め

て表示している。 

――― 

  

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

によっている。 

５ リース取引の処理方法 

同左 

  

６ ヘッジ会計の方法 

 (1) ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用している。なお、為替予

約については、振当処理の要件を満たしている場

合は振当処理を、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場合は特例処理を採用し

ている。 

６ ヘッジ会計の方法 

 (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 

金利スワップ 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

(ヘッジ対象) 

外貨建予定取引 

借入金の支払金利 

 

 

 (3) ヘッジ方針 

内部規定に基づき、為替変動リスク及び金利変

動リスクをヘッジしている。 

 (3) ヘッジ方針 

同左 
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第93期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第94期 
(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 

ヘッジ手段の想定元本とヘッジ対象に関する重

要な条件が同一であり、かつ、ヘッジ開始時及び

その後も継続して、相場変動またはキャッシュ・

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い

る。 

 (4) ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

  

７ 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 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式に

よっている。 

７ 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 

同左 
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会計処理の変更 

 

第93期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第94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

用している。 

 これによる損益に与える影響はない。 

 

表示方法の変更 

 

第93期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第94期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(損益計算書) 

１ 前期まで販売費及び一般管理費「その他」に含めて

表示していた「租税課金」は販売費及び一般管理費

の100分の５を超えたため、当期より区分掲記する

ことに変更している。前期において「その他」に含

めて表示していた「租税課金」は49百万円である。

２ 前期まで営業外費用「雑支出」に含めて表示してい

た「固定資産撤去費」は営業外費用の100分の10を

超えたため、当期より区分掲記することに変更して

いる。前期において「雑支出」に含めて表示してい

た「固定資産撤去費」は39百万円である。 

(損益計算書) 

 前期まで営業外費用「雑支出」に含めて表示していた

「固定資産売却損」は営業外費用の100分の10を超えた

ため、当期より区分掲記することに変更している。前期

において「雑支出」に含めて表示していた「固定資産売

却損」は１百万円である。 

 

追加情報 

 

第93期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第94期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上

の表示方法) 

「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、当期から「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45百万円を販売費及び一般管理費として処理して

いる。 

――― 
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注記事項 

(貸借対照表関係) 

 

第93期 
(平成17年３月31日) 

第94期 
(平成18年３月31日) 

※１ 関係会社に対する主な資産及び負債は次のとおり

である。 

売掛金 3,843百万円

前渡金 758 

未払金 334 
 

※１ 関係会社に対する主な資産及び負債は次のとおり

である。 

売掛金 4,161百万円

前渡金 1,944 
 

  

※２ 授権株式数   普通株式 120,000,000株

   発行済株式数  普通株式 69,083,597株
 

※２ 授権株式数   普通株式 120,000,000株

   発行済株式数  普通株式 69,083,597株
 

  

 ３ 偶発債務 

    入札保証 

KINKISHARYO 
International,L.L.C. 

4,252百万円

    銀行借入に対する債務保証 

コスモ近畿㈱ 200百万円
 

 ３ 偶発債務 

    入札等に対する保証 

KINKISHARYO 
International,L.L.C. 

369百万円

    銀行借入に対する債務保証 

コスモ近畿㈱ 200百万円
 

  

※４ 担保資産及び担保付債務 

    担保に供している資産 

建物 816百万円

    担保付債務 

預り保証金 1,205百万円

預り敷金 70 

 (固定負債「長期預り金」に含む) 
 

※４ 担保資産及び担保付債務 

    担保に供している資産 

建物 776百万円

    担保付債務 

預り保証金 1,205百万円

預り敷金 70 

 (固定負債「長期預り金」に含む) 
 

  

※５ 自己株式の保有数 

普通株式 95,725株
 

※５ 自己株式の保有数 

普通株式 113,970株
 

  

 ６ 配当制限 

    商法施行規則第124条第３号に規定する時価を

付したことにより増加した純資産額は、1,063百

万円である。 

 ６ 配当制限 

    商法施行規則第124条第３号に規定する時価を

付したことにより増加した純資産額は、1,637百

万円である。 
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(損益計算書関係) 

 

第93期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第94期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 他勘定への振替高は、販売費及び一般管理費他４

百万円である。 

※１ 他勘定への振替高は、販売費及び一般管理費０百

万円である。 

  

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は195百万円である。 

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は107百万円である。 

  

※３ 関係会社との主な取引は次のとおりである。 

売上高 7,427百万円

当期製品製造原価 6,505 

(材料仕入高他) 

受取配当金 415 
 

※３ 関係会社との主な取引は次のとおりである。 

売上高 7,091百万円

当期製品製造原価 3,896 

(材料仕入高他)  

受取配当金 220 
 

  

――― ※４ 固定資産売却益の内訳は次のとおりである。 

土地 48百万円
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(リース取引関係) 

 

第93期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第94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)

工具器具備品 117 88 28

 

 
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)

工具器具備品 45 36 9

 
 (注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により算定している。 

同左 

  

２ 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 19百万円

１年超 9 

合計 28 

 (注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み法により算

定している。 

２ 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 8百万円

１年超 1 

合計 9 

同左 

  

３ 支払リース料及び減価償却費相当額 

(1) 支払リース料 39百万円

(2) 減価償却費相当額 39百万円
 

３ 支払リース料及び減価償却費相当額 

(1) 支払リース料 19百万円

(2) 減価償却費相当額 19百万円
 

  

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

定額法によっている。 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 

(有価証券関係) 

第93期(平成17年３月31日)及び第94期(平成18年３月31日)のいずれにおいても、時価のある子

会社株式及び関連会社株式は所有していない。 
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(税効果会計関係) 

 

第93期 
(平成17年３月31日) 

第94期 
(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) 

賞与引当金損金算入限度超過額 105百万円

未払役員退職慰労金 61 

退職給付引当金損金算入限度超過額 426 

一括償却資産損金算入限度超過額 19 

貸倒引当金繰入限度超過額 201 

投資有価証券評価損 376 

その他 176 

 繰延税金資産小計 1,364 

評価性引当額 △595 

 繰延税金資産合計 769 

  

 (繰延税金負債) 

固定資産圧縮積立金 △16 

その他有価証券評価差額金 △730 

 繰延税金負債合計 △746 

 繰延税金資産の純額 23 
   

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) 

賞与引当金損金算入限度超過額 112百万円

未払役員退職慰労金 39 

退職給付引当金損金算入限度超過額 580 

一括償却資産損金算入限度超過額 15 

貸倒引当金繰入限度超過額 198 

未払費用損金不算入額 54 

その他 251 

 繰延税金資産小計 1,249 

評価性引当額 △268 

 繰延税金資産合計 981 

  

 (繰延税金負債) 

固定資産圧縮積立金 △15 

その他有価証券評価差額金 △1,124 

その他 △11 

 繰延税金負債合計 △1,150 

 繰延税金負債の純額 △169 
   

  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の主な項目別の内訳 

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 

0.8 

受取配当金等永久に益金に 
算入されない項目 

△0.5 

住民税均等割等 0.5 

繰延税金資産に対する 
評価性引当額の増減 

0.5 

外国税額控除 △8.9 

IT投資促進税制税額控除 △0.5 

その他 △1.2 

税効果会計適用後の法人税等の 
負担率 

31.4 

    

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の主な項目別の内訳 

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 

1.3 

受取配当金等永久に益金に 
算入されない項目 

△1.2 

住民税均等割等 0.9 

繰延税金資産に対する 
評価性引当額の増減 

△36.2 

外国税額控除 △5.1 

IT投資促進税制税額控除 △1.0 

その他 △1.3 

税効果会計適用後の法人税等の 
負担率 

△1.9 
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役員の異動（6月29日付） 
 

 

（1） 代表者の異動 

該当事項はありません。 

 

（2） その他の役員の異動 

① 新任取締役候補者 

    杉
すぎ

 本
もと

 嘉
よし

 孝
たか

（現 当社理事） 

（現 KINKISHARYO（USA）INC．取締役上級副社長） 

   

② 退任予定取締役 

取締役       渡我部 吉 昭 

取締役       宇 野   誠 

          

③ 昇格予定取締役 

取締役副社長    黒 川 修 光（現 専務取締役） 

常務取締役     山 本 昭 夫（現 取締役） 

 

 

 

 

以 上 

 


