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平成１８年３月期  個別財務諸表の概要    
会 社 名 イワブチ株式会社              平成１８年５月１５日 
コ ー ド 番 号  ５９８３                上場取引所     JASDAQ 
（ＵＲＬ http://www.iwabuchi.co.jp/）         本社所在都道府県  千葉県 
代  表  者 役  職  名 取締役社長         

氏    名 加藤 克明         
問い合わせ先 責任者役職名 取締役経理部長          

氏    名 池谷 謙一               TEL ０４７－３６８－２２２２（代） 
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）記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。 

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 

 
１８年３月期 
１７年３月期 

百万円   ％ 

１２，８２１ （  7.4） 
１１，９３３ （△11.1） 

百万円   ％ 

１，７１１ （ 19.6） 
１，４３０ （△21.8） 

百万円   ％ 

１，７５０  （ 20.3） 
１，４５５  （△21.5） 

 
 

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 
 

１８年３月期 
１７年３月期 

百万円  ％

１，１２１（ 28.6）
８７１（△18.9）

円   銭 

９３ ４９ 
７２ １５ 

円  銭 

 
 

％ 

９．４ 
７．９ 

％ 

１１．１ 
９．７ 

％ 

１３．７ 
１２．２ 

1.期中平均株式数  １８年３月期 11,715,540株  １７年３月期 11,764,000 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 

 
１８年３月期 
１７年３月期 

円   銭 

２０ ００ 
１５ ００ 

円   銭 

 ０ ００ 
０ ００ 

円   銭 

２０ ００ 
１５ ００ 

百万円 

２３０ 
１７６ 

     ％ 

 ２１．４ 
２０．８ 

    ％ 

  １．９ 
  １．５ 

   
 

(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 
 

１８年３月期 
１７年３月期 

       百万円 

１６，２９９ 
１５，１７２ 

       百万円 

 １２，３０９ 
 １１，４３０ 

      ％ 

   ７５．５   
  ７５．３   

    円     銭 

１，０６８ １１ 
 ９６９ ７３ 

(注) １．期末発行済株式数  １８年３月期 11,500,000 株   １７年３月期 11,764,000 株 

２．期末自己株式数  １８年３月期         －株   １７年３月期         －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  

 
中 間 期 
通 期 

百万円 

 ５，４７７ 
１１，６６１ 

百万円 

４９４ 
１，１４２ 

百万円 

２７５ 
６８０ 

円  銭 

７ ００ 
 

円  銭 

 
８ ００ 

円  銭 

 
１５ ００ 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） ５７円１３銭 

（注）業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が合理的と判断したものです。実際の業績は様々な要因の変

化により、予想と異なることがあります。 

（注） 
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６．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） 

区分 注記
番号 金額（千円） 構成比

（％） 金額（千円） 構成比
（％） 

（資産の部）        

Ⅰ 流動資産        

１．現金及び預金   4,064,409   4,367,893  

２．受取手形   1,580,756   1,593,834  

３．売掛金 ※１  2,402,758   2,447,906  

４．商品   201,335   245,891  

５．製品   774,384   1,007,124  

６．半製品   217,092   234,442  

７．原材料   78,210   89,828  

８．仕掛品   113,353   153,950  

９．貯蔵品   7,091   11,149  

10．前払費用   16,510   8,954  

11．繰延税金資産   118,165   154,281  

12．短期貸付金 ※１  1,204   10,198  

13．未収入金 ※１  83,645   86,963  

14．その他   682   1,623  

貸倒引当金   △5,442   △2,924  

流動資産合計   9,654,160 63.6  10,411,116 63.9 
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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） 

区分 注記
番号 金額（千円） 構成比

（％） 金額（千円） 構成比
（％） 

Ⅱ 固定資産        

１．有形固定資産        

(1)建物  2,771,586   3,034,589   

減価償却累計額  1,770,306 1,001,279  1,770,840 1,263,748  

(2)構築物  231,718   235,064   

減価償却累計額  191,491 40,226  181,736 53,328  

(3)機械及び装置  1,853,379   1,833,099   

減価償却累計額  1,426,381 426,998  1,301,103 531,996  

(4)車両運搬具  170,063   170,264   

減価償却累計額  138,420 31,642  124,217 46,047  

(5)工具器具及び備品  1,542,662   1,493,981   

減価償却累計額  1,391,903 150,759  1,340,539 153,441  

(6)土地   1,858,635   1,784,803  

(7)建設仮勘定   40,582   36,985  

有形固定資産合計   3,550,123 23.4  3,870,351 23.7 

２．無形固定資産        

(1)借地権   24,535   24,535  

(2)ソフトウェア   30,132   27,079  

(3)電話加入権   6,945   6,945  

(4)公共施設等利用権   1,825   1,675  

無形固定資産合計   63,437 0.4  60,235 0.4 
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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） 

区分 注記
番号 金額（千円） 構成比

（％） 金額（千円） 構成比
（％） 

３．投資その他の資産        

(1）投資有価証券   699,091   1,071,378  

(2）関係会社株式   453,000   434,870  

(3）出資金   3,160   3,160  

(4）長期貸付金 ※１  252,273   242,075  

(5）破産債権、再生債権、 
更生債権その他これら
に準ずる債権 

  1,939   －  

(6）長期前払費用   173   1,229  

(7）会員権等   131,196   134,096  

(8）保険料積立金   38,230   3,925  

(9）敷金・差入保証金   21,321   12,676  

(10）繰延税金資産   317,118   69,075  

(11）その他   985   985  

貸倒引当金   △14,082   △15,343  

投資その他の資産合計   1,904,407 12.6  1,958,130 12.0 

固定資産合計   5,517,969 36.4  5,888,716 36.1 

資産合計   15,172,129 100.0  16,299,833 100.0 
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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） 

区分 注記
番号 金額（千円） 構成比

（％） 金額（千円） 構成比
（％） 

（負債の部）        

Ⅰ 流動負債        

１．支払手形   1,048,495   819,755  

２．買掛金 ※１  737,582   779,943  

３．１年内返済予定長期借 
入金   186,000   182,000  

４．未払金   228,987   167,453  

５．未払費用   118,971   119,244  

６．未払法人税等   146,626   420,899  

７．未払消費税等   －   13,070  

８．前受金   2,622   3,056  

９．預り金   14,577   15,226  

10．賞与引当金   229,159   256,834  

11．設備支払手形   5,159   111,824  

流動負債合計   2,718,181 17.9  2,889,307 17.7 

Ⅱ 固定負債        

１．長期借入金   －   277,000  

２．退職給付引当金   611,151   353,479  

３．役員退職慰労引当金   252,956   302,159  

４．受入保証金   158,920   168,605  

固定負債合計   1,023,028 6.8  1,101,244 6.8 

負債合計   3,741,210 24.7  3,990,551 24.5 

 

 



 －35－

 

  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） 

区分 注記
番号 金額（千円） 構成比

（％） 金額（千円） 構成比
（％） 

（資本の部）        

Ⅰ 資本金 ※２  1,496,950 9.9  1,496,950 9.2 

Ⅱ 資本剰余金        

１．資本準備金  1,210,656   1,210,656   

資本剰余金合計   1,210,656 8.0  1,210,656 7.4 

Ⅲ 利益剰余金        

１．利益準備金  379,237   379,237   

２．任意積立金        

(1)土地圧縮積立金 ※３ －   4,764   

(2)別途積立金  6,850,000   7,450,000   

３．当期未処分利益  1,315,465   1,368,523   

利益剰余金合計   8,544,703 56.3  9,202,525 56.5 

Ⅳ その他有価証券評価差額
金   178,608 1.1  399,149 2.4 

資本合計   11,430,918 75.3  12,309,282 75.5 

負債資本合計   15,172,129 100.0  16,299,833 100.0 
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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） 

区分 注記
番号 金額（千円） 百分比

（％） 金額（千円） 百分比
（％） 

Ⅰ 売上高 ※１       

１．製品売上高  7,703,907   8,236,292   

２．商品売上高  4,225,137   4,577,099   

３．その他売上高  4,175 11,933,220 100.0 8,204 12,821,597 100.0 

Ⅱ 売上原価        

１．製品売上原価        

(1)期首製品たな卸高  760,507   774,384   

(2)当期製品仕入高 ※１ 1,419,071   1,532,404   

(3)当期製品製造原価 ※４ 3,624,765   4,186,689   

合計  5,804,343   6,493,479   

(4)他勘定振替高 ※２ 11,007   14,164   

(5)期末製品たな卸高  774,384   1,007,124   

製品売上原価   5,018,951   5,472,190  

２．商品売上原価        

(1)期首商品たな卸高  208,994   201,335   

(2)当期商品仕入高 ※１ 3,291,182   3,416,604   

合計  3,500,177   3,617,939   

(3)他勘定振替高 ※３ 5,275   3,156   

(4)期末商品たな卸高  201,335   245,891   

商品売上原価   3,293,566   3,368,892  

売上原価合計   8,312,517 69.7  8,841,082 69.0 

売上総利益   3,620,703 30.3  3,980,514 31.0 
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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） 

区分 注記
番号 金額（千円） 百分比

（％） 金額（千円） 百分比
（％） 

Ⅲ 販売費及び一般管理費        

１．販売促進費・広告宣伝費  26,090   23,335   

２．荷造運搬費  370,972   385,949   

３．役員報酬  198,983   203,194   

４．賞与引当金繰入額  99,348   123,346   

５．給与手当  744,388   795,574   

６．退職給付費用 ※５ △4,456   △51,026   

７．役員退職慰労引当金繰 
入額  44,295   49,202   

８．福利厚生費  149,570   184,551   

９．交際費  60,395   58,878   

10．通信費・旅費交通費  92,429   85,144   

11．賃借料  80,547   81,304   

12．減価償却費  73,459   72,145   

13．その他 ※４ 254,141 2,190,166 18.3 257,848 2,269,448 17.7 

営業利益   1,430,536 12.0  1,711,065 13.3 

Ⅳ 営業外収益        

１．受取利息  2,293   2,530   

２．受取配当金 ※１ 13,093   11,525   

３．受取賃貸料  6,239   6,723   

４．補償金収入  5,110   －   

５．積立保険満期返戻金  －   5,606   

６．受取保険金  －   11,246   

７．その他 ※１ 3,817 30,553 0.2 10,919 48,552 0.4 

Ⅴ 営業外費用        

１．支払利息  5,632   7,933   

２．その他  175 5,807 0.0 932 8,865 0.0 

経常利益   1,455,282 12.2  1,750,752 13.7 
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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） 

区分 注記
番号 金額（千円） 百分比

（％） 金額（千円） 百分比
（％） 

Ⅵ 特別利益        

１．固定資産売却益 ※６ 10,576   72,036   

２．投資有価証券売却益  19,325   81,870   

３．貸倒引当金戻入益  16,141 46,042 0.4 1,119 155,026 1.2 

Ⅶ 特別損失        

１．固定資産売却除却損 ※７ 10,828   47,810   

２．投資有価証券評価損  6,434   －   

３．会員権等評価損  － 17,263 0.2 800 48,610 0.4 

税引前当期純利益   1,484,062 12.4  1,857,168 14.5 

法人税、住民税及び事業
税  498,000   673,700   

法人税等調整額  114,308 612,308 5.1 62,185 735,885 5.8 

当期純利益   871,754 7.3  1,121,282 8.7 

前期繰越利益   444,033   511,240  

合併による未処理損失
受入額   321   －  

利益による自己株式消
却額   －   264,000  

当期未処分利益   1,315,465   1,368,523  
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（３）利益処分案 

  
前事業年度 

株主総会承認日 
（平成17年６月29日） 

当事業年度 
株主総会承認予定日 
（平成18年６月29日） 

区分 注記
番号 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益   1,315,465  1,368,523 

Ⅱ 利益処分額      

１．配当金  176,460  230,000  

  
(1株につき15円00銭)  (1株につき20円00銭) 

 

２．役員賞与金 
（うち監査役賞与金）  23,000 

(800)  26,000 
(1,000)  

３．任意積立金      

土地圧縮積立金  4,764  34,335  

備品圧縮積立金  －  3,668  

別途積立金  600,000 804,224 550,000 844,004 

Ⅲ 次期繰越利益   511,240  524,518 
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（４）重要な会計方針 

項目 
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）子会社及び関連会社株式 (1）子会社及び関連会社株式 １．有価証券の評価基準及び

評価方法  移動平均法による原価法 同左 

 (2）その他有価証券 (2)その他有価証券 

 時価のあるもの 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） 

同左 

 時価のないもの 時価のないもの 

  移動平均法による原価法 同左 

商品、製品、半製品、原材料、仕掛品 商品、製品、半製品、原材料、仕掛品 ２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法  総平均法による原価法 同左 

 貯蔵品 貯蔵品 

  最終仕入原価法 同左 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 ３．固定資産の減価償却の方

法  定率法 

 ただし、平成10年４月１日以降取得

した建物（建物附属設備は除く。）に

ついては定額法 

 なお、主な耐用年数は、以下のとお

りであります。 

建物 

７年～47年 

機械及び装置 

２年～17年 

同左 

 (2）無形固定資産 (2)無形固定資産 

  定額法 

 ただし、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）に基づく定額法 

同左 

 (3）長期前払費用 (3)長期前払費用 

  効果の及ぶ期間に応じて均等償却 同左 

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (1)貸倒引当金 

  売上債権、貸付金等の貸倒損失に備

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。 

同左 

 (2）賞与引当金 (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当

期負担額を計上しております。 

同左 
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項目 
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） 

 (3)退職給付引当金 (3)退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるため、当

期末日における退職給付債務及び年金

資産に基づき、当期末日において発生

している額を計上しております。 

 なお、数理計算上の差異は、その発

生時に全額費用処理しております。 

同左 

 (4）役員退職慰労引当金 (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、会社規定に基づく当期末日におけ

る要支給額を計上しております。 

同左 

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

おります。 

同左 

６．ヘッジ会計の方法 (1)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、ヘッジ会

計の要件を満たしており、さらに想定

元本、利息の受払条件及び契約期間が

ヘッジ対象となる借入金と同一である

ため、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 (2)ヘッジ手段とヘッジ対象 

  借入金を対象とした金利スワップで

あります。 

同左 

 (3）ヘッジ方針 (3)ヘッジ方針 

  金利リスクの低減のため、対象債務

の範囲内でヘッジを行っております。 

同左 

 (4）ヘッジ有効性評価の方法 (4)ヘッジ有効性評価の方法 

  金利スワップについては、特例処理

によっているため、有効性の評価を省

略しております。 

同左 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 ７．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項  消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜方式によっております。 

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）  

当事業年度より、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）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。 

 
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部分の損益計算書

上の表示方法） 

実務対応報告第12号「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）が公表

されたことに伴い、当事業年度から同実務対応報告に基

づき、法人事業税の付加価値割及び資本割19,000千円を

販売費及び一般管理費として処理しております。 

――――――― 

 
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．関係会社項目 ※１．関係会社項目 

 関係会社に対する資産及び負債には区分掲記され

たもののほか次のものがあります。 

 関係会社に対する資産及び負債には区分掲記され

たもののほか次のものがあります。 
  

流動資産  

売掛金 305,934千円 

未収入金 15,845千円 

  

固定資産  

長期貸付金 250,000千円 

流動負債  

買掛金 62,930千円 
  

  
流動資産  

売掛金 242,196千円 

短期貸付金 10,000千円 

未収入金 11,754千円 

固定資産  

長期貸付金 240,000千円 

流動負債  

買掛金 75,113千円 
  

※２．授権株式数及び発行済株式総数 ※２．授権株式数及び発行済株式総数 
 

授権株式数 普通株式 40,000,000株

発行済株式総数 普通株式 11,764,000株
  

 
授権株式数 普通株式 39,736,000株

発行済株式総数 普通株式 11,500,000株
  

※３．      ――――――― ※３．土地圧縮積立金は、土地を譲渡したことにより生

じた譲渡益相当額を租税特別措置法に基づいて所得

控除を受けるため、利益処分により積立てたもので

あります。 

 ４．配当制限  ４．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178,608千

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399,149千

円であります。 
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（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．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 

※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 
 

売上高 834,323千円 

仕入高 653,542千円 

受取配当金 5,212千円 

営業外収益「その他」 186千円 
  

 
売上高 890,701千円 

仕入高 750,950千円 

  

  
  

※２．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 ※２．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 
  

販売費及び一般管理費へ振替 11,007千円 
  

  
販売費及び一般管理費へ振替 14,164千円 

  
※３．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 ※３．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 
  

販売費及び一般管理費へ振替 5,275千円 
  

  
販売費及び一般管理費へ振替 3,156千円 

  
※４．研究開発費の総額 ※４．研究開発費の総額 

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費 

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費 

216,487千円 199,048千円 

※５．退職給付費用 ※５．退職給付費用 

当事業年度の退職給付費用は、期待運用収益及び

数理計算上の差異(収益)が勤務費用及び利息費用を

上回ったため、販売費及び一般管理費区分において

は、△4,456千円として表示しております。 

当事業年度の退職給付費用は、期待運用収益及び

数理計算上の差異(収益)が勤務費用及び利息費用を

上回ったため、販売費及び一般管理費区分において

は、△51,026千円として表示しております。 

※６．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 ※６．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 
  

車両運搬具 576千円 

土地 10,000千円 

計 10,576千円 
  

  
車両運搬具 1,750千円 

土地 70,285千円 

計 72,036千円 
  

※７．固定資産売却除却損の内訳は次のとおりでありま

す。 

※７．固定資産売却除却損の内訳は次のとおりでありま

す。 
  

売却損  

機械及び装置 1,505千円 

車両運搬具 96千円 

工具器具及び備品 296千円 

計 1,898千円 

除却損  

建物 1,786千円 

機械及び装置 2,246千円 

車両運搬具 224千円 

工具器具及び備品 4,672千円 

計 8,929千円 
  

  
売却損  

機械及び装置 542千円 

車両運搬具 393千円 

工具器具及び備品 94千円 

計 1,029千円 

除却損  

建物 5,702千円 

構築物 311千円 

機械及び装置 22,706千円 

車両運搬具 185千円 

工具器具及び備品 17,874千円 

計 46,780千円 
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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 

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） 

工具器具及び
備品 143,583 47,781 95,802 

合計 143,583 47,781 95,802 
  

  

 
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） 

工具器具及び
備品 143,583 77,334 66,248 

合計 143,583 77,334 66,248 
  

（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おります。 

（注）         同左 

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 29,553千円

１年超 66,248千円

合計 95,802千円
  

  
１年内 28,148千円

１年超 38,100千円

合計 66,248千円
   

（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おり

ます。 

（注）         同左 

３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失 
  

支払リース料 29,197千円 

減価償却費相当額 29,197千円 
  

  
支払リース料 29,553千円 

減価償却費相当額 29,553千円 
  

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定

額法によっております。 

同左 

 

 

（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） 

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。 
 

（税効果会計関係） 
 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 

 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） 

 （千円） （千円） 
  

繰延税金資産 

 貸倒引当金繰入限度超過額 

 賞与引当金繰入限度超過額 

 役員退職慰労引当金繰入限
度超過額 

 退職給付引当金繰入限度超
過額 

 未払事業税 

 会員権等評価損 

 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 

 土地圧縮積立金 

 備品圧縮積立金 

繰延税金負債合計 

繰延税金資産の純額 
  

  

2,264

92,671

102,295

240,549

10,138

92,009

19,862

559,791

△121,271

△3,235

－

△124,506

435,284
  

  

1,363

103,863

122,193

142,947

34,304

91,119

27,617

523,410

△271,014

△26,548

△2,491

△300,053

223,356
  

 
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 

 
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） 
 

 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。 

同左 
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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株当たり純資産額 969.73円

１株当たり当期純利益金額 72.15円
  

 
１株当たり純資産額 1,068.11円

１株当たり当期純利益金額 93.49円
  

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。 

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（千円） 871,754 1,121,282 

普通株主に帰属しない金額（千円） 23,000 26,000 

（うち利益処分による役員賞与金） (23,000) (26,000) 

普通株式に係る当期純利益（千円） 848,754 1,095,282 

期中平均株式数（千株） 11,764 11,715 

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 
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役員の異動の予定（平成 18 年６月 29 日付） 
 
１．新任取締役候補 

新 役 職 名 氏    名 現 役 職 名 

取締役営業第一部長 内 田 秀 吾 営 業 第 一 部 長 
取締役大阪支店長 西 澤   良 大 阪 支 店 長 

 
２．新任監査役候補 

新 役 職 名 氏    名 現 役 職 名 

非常勤監査役（社外監査役） 安 斎 保 則 
住 友 商 事 株 式 会 社       
金属事業部門金属総括部長付 

（注）新任監査役候補者は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第 18 条第 
1 項に定める社外監査役であります。 

 
３．退任予定取締役 

新 役 職 名 氏    名 現 役 職 名 

顧  問 中 野 澄 男 専務取締役営業副本部長 

理  事 長 谷 誠 夫 営業第一部担当取締役 
 
４．退任予定監査役 

氏    名 現 役 職 名 

前 田 恒 明 非常勤監査役（社外監査役） 

 
５．新任補欠監査役候補 

氏    名 現 役 職 名 
飯 田 恒 二 日本橋事務所所長（社会保険労務士） 

（注）新任補欠監査役候補者は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第 18 
条第 1 項に定める社外監査役の補欠であります。 

 
６．昇格予定取締役 

新 役 職 名 氏    名 現 役 職 名 

専務取締役生産本部長 板 橋 幸 雄 常務取締役生産本部長 

常務取締役社長室長兼 
経営品質管理責任者 

尾 藤 保 幸 
取締役社長室長兼 
経営品質管理責任者 

 
 

以 上 
 


