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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15日 

上場会社名    モリ工業株式会社  
コード番号    ５４６４ 
（ＵＲＬ http://www.mory.co.jp/） 
代    表    者  役職名  代 表 取 締 役 社 長  氏名  森      宏  明 
問合せ先責任者  役職名  取締役管理部門担当  氏名  濵  﨑  貞  信    TEL  (06) 4708 - 1271 
決算取締役会開催日  平成18年5月15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29日           定時株主総会開催日  平成18年6月28日 
単元株制度採用の有無  有(１単元 1,000株) 
 
１．１８年３月期の連結業績（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 41,267 5.1 1,936 △ 33.4 1,914 △ 32.8 
17年3月期 39,250 19.0 2,909 175.2 2,849 185.9 

 

 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 1,158 △ 22.3 24 91 ― ― 5.7 4.8 4.6 
17年3月期 1,490 134.4 32 23 ― ― 7.9 7.2 7.3 

（注）1. 期中平均株式数          18年3月期  45,298,140株    17年3月期  45,326,554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 7 00 3 00 4 00 317 28.1 1.5 
17年3月期 7 00 3 00 4 00 317 21.7 1.6 

 
（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 40,173 20,871 52.0 460 22 
17年3月期 40,315 19,576 48.6 431 37 

（注）1. 期末発行済株式数        18年3月期  45,284,709株    17年3月期  45,312,303株 
2. 期末自己株式数          18年3月期     115,695株    17年3月期      88,101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 20,000 1,000 600 3 00 ―― ―― 
通      期 42,000 2,150 1,300 ―― 4 00 7 00 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）    28円71銭 
※  本資料における予想、見通し、計画等は、現時点における事業環境に基づくものであり、今後の事業環境の変化により
実際の業績が異なる可能性があります。なお、その内容につきましては、P6をご参照ください。 

上 場 取 引 所 東証・大証 
本社所在都道府県 大阪府 
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財務諸表等 
(1) 財務諸表 
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) 比較増減 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比 

(％) 金額(百万円) 構成比 
(％) 金額(百万円) 

(資産の部)          

Ⅰ 流動資産          

１ 現金および預金   804   1,023   219 

２ 受取手形 ※５  4,734   5,046   312 

３ 売掛金 ※５  8,336   8,295   △41 

４ 商品   1,577   1,954   377 

５ 製品   4,117   3,085   △1,032 

６ 原材料   1,563   1,526   △37 

７ 仕掛品   1,275   1,117   △158 

８ 貯蔵品   237   280   43 

９ 前払費用   26   34   8 

10 繰延税金資産   278   169   △109 

11 未収入金 ※５  1,099   1,117   18 

12 その他の流動資産   314   309   △5 

貸倒引当金   △102   △60   42 

流動資産合計   24,262 60.2  23,900 59.5  △362 

Ⅱ 固定資産          

(1) 有形固定資産 ※１ 
※２         

１ 建物   3,435   3,588   153 

２ 構築物   454   447   △7 

３ 機械および装置   1,692   1,780   88 

４ 車輌運搬具   3   3   0 

５ 工具・器具・備品   323   373   50 

６ 土地   6,030   6,030   0 

７ 建設仮勘定   152   67   △85 

有形固定資産合計   12,091 (30.0)  12,290 (30.6)  199 

(2) 無形固定資産          

１ ソフトウェア   0   0   0 

２ 電話加入権   11   11   0 

３ 電力利用権   14   12   △2 

４ 施設利用権   1   0   △1 

無形固定資産合計   27 (0.0)  25 (0.1)  △2 
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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) 比較増減 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比 

(％) 金額(百万円) 構成比 
(％) 金額(百万円) 

(3) 投資その他の資産          

１ 投資有価証券 ※２  1,352   2,243   891 

２ 関係会社株式   10   10   0 

３ 出資金   3   3   0 

４ 長期貸付金   0   ―   0 

５ 関係会社長期貸付金   2,432   1,798   △634 

６ 更生債権等   205   176   △29 

７ 長期前払費用   31   23   △8 

８ 差入保証金   123   179   56 

９ 入会金   71   71   0 

10 保険積立金   265   287   22 

11 繰延税金資産   258   ―   △258 

12 その他の投資   33   10   △23 

貸倒引当金   △884   △857   27 

投資その他の資産合計   3,903 (9.7)  3,947 (9.8)  44 

固定資産合計   16,023 39.7  16,263 40.5  240 

Ⅲ 繰延資産          

１ 社債発行費   29   10   △19 

２ 社債発行差金   0   ―   0 

繰延資産合計   29 0.1  10 0.0  △19 

資産合計   40,315 100.0  40,173 100.0  △142 
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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) 比較増減 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比 

(％) 金額(百万円) 構成比 
(％) 金額(百万円) 

(負債の部)          

Ⅰ 流動負債          

１ 支払手形   2,864   2,611   △253 

２ 買掛金 ※５  5,842   5,599   △243 

３ 短期借入金 ※２  970   1,060   90 
４ １年内に返済予定の 

長期借入金 ※２  1,213   468   △745 

５ １年内に償還予定の社債 ※２  2,000   ―   △2,000 

６ 未払金   221   177   △44 

７ 未払費用   743   773   30 

８ 未払法人税等   1,084   205   △879 

９ 未払消費税等   43   125   82 

10 前受金   1   2   1 

11 預り金   14   17   3 

12 賞与引当金   297   293   △4 

13 設備関係支払手形   65   61   △4 

流動負債合計   15,362 38.1  11,395 28.3  △3,967 

Ⅱ 固定負債          

１ 社債 ※２  3,000   3,000   0 

２ 長期借入金 ※２  1,122   3,605   2,483 

３ 繰延税金負債   ―   124   124 

４ 退職給付引当金   1,209   1,153   △56 

５ その他の固定負債   44   23   △21 

固定負債合計   5,376 13.3  7,906 19.7  2,530 

負債合計   20,739 51.4  19,302 48.0  △1,437 

(資本の部)          

Ⅰ 資本金 ※３  7,360 18.3  7,360 18.3  0 

Ⅱ 資本剰余金          

１ 資本準備金   7,705   7,705   0 

資本剰余金合計   7,705 19.1  7,705 19.2  0 

Ⅲ 利益剰余金          

１ 利益準備金   901   901   0 

２ 当期未処分利益   3,153   3,965   812 

利益剰余金合計   4,055 10.1  4,866 12.1  811 

Ⅳ その他有価証券評価差額金   479 1.2  973 2.5  494 

Ⅴ 自己株式 ※４  △24 △0.1  △35 △0.1  △11 

資本合計   19,576 48.6  20,871 52.0  1,295 

負債・資本合計   40,315 100.0  40,173 100.0  △142 
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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) 

比較増減 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 百分比 

(％) 金額(百万円) 百分比 
(％) 金額(百万円) 

Ⅰ 売上高          

１ 製品売上高  32,673   32,749   76  

２ 商品売上高  6,576 39,250 100.0 8,517 41,267 100.0 1,941 2,017 

Ⅱ 売上原価          

１ 製品期首たな卸高  2,924   4,117   1,193  

２ 当期製品製造原価 ※３ 26,863   26,445   △418  

合計  29,788   30,563   775  

３ 他勘定振替高 ※１ ―   831   831  

４ 製品期末たな卸高  4,117   3,085   △1,032  

５ 原材料評価損  1   8   7  

製品売上原価  25,672   26,654   982  

６ 商品期首たな卸高  1,276   1,577   301  

７ 当期商品仕入高  5,980   7,082   1,102  

８ 他勘定受入高 ※１ ―   831   831  

合計  7,257   9,491   2,234  

９ 商品期末たな卸高  1,577   1,954   377  

商品売上原価  5,679 31,352 79.9 7,536 34,191 82.9 1,857 2,839 

売上総利益   7,897 20.1  7,075 17.1  △822 

Ⅲ 販売費および一般管理費 ※２ 
※３  4,988 12.7  5,138 12.4  150 

営業利益   2,909 7.4  1,936 4.7  △973 

Ⅳ 営業外収益          

１ 受取利息 ※４ 65   36   △29  

２ 受取配当金  8   13   5  

３ 受取賃貸料 ※４ 185   175   △10  

４ その他の営業外収益  27 286 0.8 31 256 0.6 4 △30 

Ⅴ 営業外費用          

１ 支払利息  71   61   △10  

２ 社債利息  100   80   △20  

３ 社債発行費償却  19   19   0  

４ 減価償却費  52   44   △8  

５ 不動産賃貸経費  64   29   △35  

６ 売上割引  ―   30   30  

７ その他の営業外費用  37 346 0.9 13 278 0.7 △24 △68 

経常利益   2,849 7.3  1,914 4.6  △935 
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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) 

比較増減 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 百分比 

(％) 金額(百万円) 百分比 
(％) 金額(百万円) 

Ⅵ 特別利益          

１ 固定資産売却益 ※５ 29   ―   △29  

２ 投資有価証券売却益  124   45   △79  

３ 貸倒引当金戻入益  ― 153 0.4 69 114 0.3 69 △39 

Ⅶ 特別損失          

１ 固定資産売却損 ※６ ―   1   1  

２ 固定資産除却損 ※７ 126   12   △114  

３ 会員権売却損  0   ―   0  

４ 貸倒引当金繰入額  343 470 1.2 ― 14 0.0 △343 △456 

税引前当期純利益   2,532 6.5  2,014 4.9  △518 

法人税、住民税 
および事業税  1,025   694   △331  

法人税等調整額  17 1,042 2.7 162 856 2.1 145 △186 

当期純利益   1,490 3.8  1,158 2.8  △332 

前期繰越利益   1,798   2,942   1,144 

中間配当額   135   135   0 

当期未処分利益   3,153   3,965   812 

          

 

 

③ 利益処分案 
 

  前事業年度 
(平成17年６月29日) 

当事業年度 
(平成18年６月28日) 比較増減 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 当期未処分利益   3,153  3,965  812 

Ⅱ 利益処分額        

１ 配当金  181  181  0  

２ 役員賞与金  30 211 30 211 0 0 

Ⅲ 次期繰越利益   2,942  3,754  812 

        
(注) 日付は株主総会承認年月日およびその予定日であります。 
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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 

子会社株式 
 移動平均法による原価法 
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 

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 たな卸資産の評価基準及
び評価方法 

商品 
 先入先出法による原価法 
製品・仕掛品 
 移動平均法による原価法 
原材料 
 移動平均法による低価法 
貯蔵品 
 最終仕入原価法による原価法 

同左 

   
４ 固定資産の減価償却の方
法 

  

 (1) 有形固定資産 建物 
 定額法 
建物以外 
 定率法 
 なお、主な耐用年数は次のとおりで
あります。 
建物 ３～50年 
機械および装置 主として14年 

 

同左 

 (2) 無形固定資産 自社利用ソフトウェア 
 社内における利用可能期間(５年)に
基づく定額法 
上記以外の無形固定資産 
 定額法 

同左 

 (3) 長期前払費用  契約期間等により毎期均等償却 同左 
   
５ 繰延資産の処理方法   
 (1) 社債発行費  商法施行規則に規定する最長期間

(３年間)にわたり均等償却 
同左 

 (2) 社債発行差金  商法施行規則に規定する最長期間
(７年間)にわたり均等償却 

同左 
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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) 

６ 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勘案
し、回収不能見込額を計上しておりま
す。 

同左 

 (2) 賞与引当金  従業員に対する賞与の支給に充てる
ため、支給見込額に基づき計上してお
ります。 

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
事業年度末における退職給付債務およ
び年金資産の見込額に基づき計上して
おります。 
 数理計算上の差異は、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(15年)による定
額法により按分した額を、それぞれ翌
事業年度から費用処理することとして
おります。 

同左 

   
７ 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
方法によっております。 

同左 

   
８ ヘッジ会計の方法   
 (1) ヘッジ会計の方法  繰延ヘッジによっております。 

 金利スワップについては、特例処理
の要件を満たす場合は特例処理を採用
しております。 

同左 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対
象 

 ヘッジ手段  金利スワップ 
 ヘッジ対象  借入金利息 

同左 

 (3) ヘッジ方針  借入金の金利変動リスクを回避する
目的で金利スワップ取引を行ってお
り、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に
行っております。 

同左 

 (4) ヘッジ有効性評価の方
法 

 金利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され
るため、ヘッジの有効性の判定は省略
しております。 
 金利スワップの特例処理の要件を満
たす場合は、有効性の評価を省略して
おります。 

同左 

   
９ その他財務諸表作成のた
めの重要な事項 

  

   消費税および地方消費
税の処理方法 

 税抜方式を採用しております。 同左 
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会計処理方法の変更 
 

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) 

固定資産の減損に係る会計基準の適用 
 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」（企業会計基準委員会 平成15年10
月31日 企業会計基準適用指針第６号）が平成16年３月
31日に終了する会計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ともない、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。これにより、
減損の兆候の有無を検証した結果、減損損失を計上すべ
き資産はありませんでした。 

――― 

 

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） 
 前事業年度まで営業外費用「その他の営業外費用」に
含めて表示しておりました「不動産賃貸経費」について
は、当事業年度において営業外費用の10/100を超えるこ
ととなったため、当事業年度より区分掲記することとい
たしました。 
 なお、前事業年度の「不動産賃貸経費」は、32百万円
であります。 

（損益計算書） 
 前事業年度まで営業外費用「その他の営業外費用」に
含めて表示しておりました「売上割引」については、当
事業年度において営業外費用の10/100を超えることとな
ったため、当事業年度より区分掲記することといたしま
した。 
 なお、前事業年度の「売上割引」は、28百万円であり
ます。 

 

追加情報 
 

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) 

法人事業税における外形標準課税の適用 
 「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
入されたことにともない、当事業年度から「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」（企業会計基準委員会 平成16年
２月13日 実務対応報告第12号）にしたがい、法人事業
税の付加価値割および資本割60百万円については販売費
および一般管理費として処理しております。これによ
り、営業利益、経常利益および税引前当期純利益は60百
万円減少しております。 

――― 
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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 有形固定資産の減価償却累計額 15,692百万円
 

16,163百万円
    

※２ 担保に供している資産   
  (1) 工場財団担保資産   

建物 
構築物 
機械および装置 
土地 

合計 
 

1,236百万円
0

290
465

1,993
 

1,179百万円
0

278
465

1,923
 

    対応債務   
短期借入金 
１年内に償還予定の社債 
社債 
１年内に返済予定の 
長期借入金 
長期借入金 

合計 
 

77百万円
2,000
1,000

135

503
3,715

 

60百万円
―

1,000

162

441
1,663

    
  (2) 担保資産   

投資有価証券 
 

332百万円
 

510百万円
    

    対応債務   
１年内に返済予定の 
長期借入金 
長期借入金 

合計 
 

50百万円

69
119

 

76百万円

144
220

    
※３ 授権株式総数 普通株式 127,662,000株

 
普通株式 127,662,000株
 

   発行済株式総数 普通株式 45,400,404株
 

普通株式 45,400,404株
 

  授権株式総数につきましては、
定款の定めにより、株式の消却が
行われた場合にはこれに相当する
株式数を減ずることになっており
ます。 

 授権株式総数につきましては、
定款の定めにより、株式の消却が
行われた場合にはこれに相当する
株式数を減ずることになっており
ます。 

   
※４ 自己株式 普通株式 88,101株

 
普通株式 115,695株
    

※５ 関係会社に係る注記  区分掲記されたもの以外で各科
目に含まれている関係会社に対す
る主なものは次のとおりでありま
す。 
売掛金および 
受取手形 415 百万円 

未収入金 685 
買掛金 346 

 

 区分掲記されたもの以外で各科
目に含まれている関係会社に対す
る主なものは次のとおりでありま
す。 
売掛金および 
受取手形 592 百万円 

未収入金 725 
買掛金 393 
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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 保証債務  下記のとおり関係会社の金融機

関からの借入金に対して保証を行
っております。 

 下記のとおり関係会社の金融機
関からの借入金に対して保証を行
っております。 

関東モリ工業㈱ 
 

200百万円
 

200百万円
 

   
 ７ 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479百
万円であります。 

 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973百
万円であります。 

   
 ８ 貸出コミットメント契約  当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため、取引銀行４行と貸
出コミットメント契約を締結して
おります。また、当社はシンジケ
ート形式で同様の契約を締結して
おります。当該契約に基づく当期
末の借入未実行残高等は次のとお
りであります。 
貸出コミット
メントの総額 4,500百万円

借入実行残高 ― 
差引額 4,500 

 

 当社は、運転資金の効率的な調
達を行うため、取引銀行２行と貸
出コミットメント契約を締結して
おります。また、当社はシンジケ
ート形式で同様の契約を締結して
おります。当該契約に基づく当期
末の借入未実行残高等は次のとお
りであります。 
貸出コミット
メントの総額 4,000百万円

借入実行残高 2,850 
差引額 1,150 

 
 



― 39 ― 

(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 他勘定振替高および受入高 
 
 
 

―――  ステンレス熱間圧延条鋼の製造
品目の見直しにともない「製品」
から「商品」へ振替えた額であり
ます。 

   
※２ 販売費および一般管理費の内訳  販売費および一般管理費の内訳

は販売費約81％、一般管理費約
19％であります。このうち主要な
費目および金額は次のとおりであ
ります。 
荷造・運送費 2,080百万円
給料諸手当 775 
賞与引当金 
繰入額 80 

退職給付費用 102 
賃借料 272 
支払手数料 640 
減価償却費 76 
貸倒引当金 
繰入額 78 

 

 販売費および一般管理費の内訳
は販売費約82％、一般管理費約
18％であります。このうち主要な
費目および金額は次のとおりであ
ります。 
荷造・運送費 2,189百万円
給料諸手当 781 
賞与引当金 
繰入額 80 

退職給付費用 110 
賃借料 287 
支払手数料 675 
減価償却費 93 

 

   
※３ 研究開発費の総額  一般管理費および当期製造費用

に含まれている研究開発費 
 77百万円

 

 一般管理費および当期製造費用
に含まれている研究開発費 
 86百万円

 
   
※４ 関係会社に係る注記  各科目に含まれている関係会社

に対する主なものは次のとおりで
あります。 
受取利息 65百万円
受取賃貸料 160 

 

 各科目に含まれている関係会社
に対する主なものは次のとおりで
あります。 
受取利息 36百万円
受取賃貸料 151 

 
   
※５ 固定資産売却益の内訳 機械および装置 0百万円

土地 28 
合計 29 

 

――― 

   
※６ 固定資産売却損の内訳 ――― 機械および装置 1百万円

 
   
※７ 固定資産除却損の内訳 建物 65百万円

機械および装置 25 
建物解体費用 24 
その他 11 

合計 126 
 

機械および装置 9百万円
工具・器具 
・備品 2 

その他 0 
合計 12 
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(リース取引関係) 
 

 
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) 

 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  

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) 

機械およ
び装置 4,177 935 3,242 

 工具・ 
 器具・ 
 備品 

6 2 4 

車輌 
運搬具 10 6 4 

ソフト 
ウェア 3 1 1 

合計 4,198 945 3,252 
 

 
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) 

機械およ
び装置 4,177 1,243 2,934 

 工具・ 
 器具・ 
 備品 

13 4 8 

車輌 
運搬具 6 4 2 

ソフト 
ウェア 3 2 1 

合計 4,200 1,254 2,946 
 

   
２ 未経過リース料期末残高相当額   

１年内 
１年超 
合計 

 

274百万円 
3,123 
3,398 

 

284百万円 
2,844 
3,129 

 
   
３ 支払リース料、減価償却費相当額及
び支払利息相当額 

  

(1) 支払リース料 
(2) 減価償却費相当額 
(3) 支払利息相当額 
 

388百万円 
311 
122 

 

389百万円 
312 
113 

 
   
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。 

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。 

同左 

 

(有価証券関係) 

前事業年度および当事業年度のいずれにおいても子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) 
 

 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 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 
 退職給付引当金 483百万円
 子会社株式評価損 1,072 
 貸倒引当金 287 
 賞与引当金 118 
 その他 218 
繰延税金資産小計 2,181 
評価性引当額 △1,326 
繰延税金資産合計 855 
繰延税金負債 
 その他有価証券 
 評価差額金 △319 

繰延税金負債合計 △319 
繰延税金資産の純額 536 
(注) 繰延税金資産は、貸借対照表の
以下の項目に含まれております。 

流動資産－繰延税金資産 278百万円 
固定資産－繰延税金資産 258 
 

繰延税金資産 
 退職給付引当金 461百万円
 子会社株式評価損 1,072 
 貸倒引当金 260 
 賞与引当金 117 
 その他 108 
繰延税金資産小計 2,019 
評価性引当額 △1,326 
繰延税金資産合計 693 
繰延税金負債 
 その他有価証券 
 評価差額金 △648 

繰延税金負債合計 △648 
繰延税金資産の純額 45 
(注) 繰延税金資産の純額は、貸借対
照表の以下の項目に含まれておりま
す。 

流動資産－繰延税金資産 169百万円 
固定負債－繰延税金負債 124 
 

   
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
実効税率の百分の五以下であるため、
注記を省略しております。 

法定実効税率 40.0％
 (調整)  
 住民税均等割等 0.8 
 交際費等永久に損金に 
 算入されない項目 1.2 

 その他 0.5 
税効果会計適用後の 
法人税等の負担率 42.5 
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(１株当たり情報) 
 

 
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 １株当たり純資産額 431円37銭 460円22銭 

   

２ １株当たり当期純利益金額 32円23銭 24円91銭 

(注) １ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につきましては、潜在株式が存在しないため記載しておりま
せん。 
２ 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) 

当期純利益(百万円) 1,490 1,158 

普通株主に帰属しない金額(百万円) 30 30 

（うち 利益処分による役員賞与金） 
            (百万円) （30） （30） 

普通株式に係る当期純利益(百万円) 1,460 1,128 

普通株式の期中平均株式数(千株) 45,326 45,298 

 

(重要な後発事象) 

前事業年度および当事業年度のいずれにおいても該当する事項はありません。 

 

 

 役 員 の 異 動  
 

平成18年５月15日の決算取締役会において、平成18年６月28日付けにて次のとおり役員の異動を

内定いたしました。なお、氏名の後の（  ）内は現在の役職等であります。 

 

(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 

取 締 役      成  瀬    仁       （ステンレス営業部長） 

②役職の異動 

取締役相談役      森      明  信     （取 締 役 会 長） 

常務取締役      濵  﨑  貞  信     （取締役管理部門担当） 

 

－  以  上  － 


