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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１６日

 

会 社 名 ヨシコン株式会社  上場取引所 JASDAQ
コ ード番 号 ５２８０  本社所在都道府県 静岡県
 （ＵＲＬ http://www.yoshicon.co.jp）  
代 表 者 役 職 名 代表取締役社長  
 氏 名 吉 田 立 志  
問い合わせ先 責任者役職名 常 務 取 締 役  
 氏 名 村 松 徳 彦 ＴＥＬ （０５４）２０５－６３６３
決算取締役会開催日 平成１８年 ５月１６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２６日   
定時株主総会開催日 平成１８年 ６月２３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 （百万円未満切り捨て）
 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 13,309 ( △1.2 ) 730 ( 86.0 ) 731 ( 82.8 )
１７年３月期 13,471 ( 9.8 ) 392 ( 37.5 ) 400 ( 48.5 )
 
 

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 348 ( 320.8 ) 44 27  44 20 4.5 5.4 5.5 
１７年３月期 82 ( △14.9 ) 10 52  1.1 2.9 3.0 
 
（注）①期中平均株式数 18年3月期 7,871,917株 17年3月期 7,873,689株  

②会計処理の方法の変更 有 

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 （百万円未満切り捨て）

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 10 50  0 00 10 50 82 23.7 1.1 
１７年３月期 10 00  0 00 10 00 78 95.1 1.0 
 
 
(3)財政状態 （百万円未満切り捨て）
 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 14,188  7,863 55.4  999 22  
１７年３月期 12,712  7,549 59.4  958 90  
 
（注）①期末発行済株式数 18年3月期 7,869,325株 17年3月期 7,872,925株  

②期末自己株式数 18年3月期 160,923株 17年3月期 157,323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 6,500  250  137        
通  期 15,000  800  440    10 50 10 50 

 
（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 55 円 91 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ます。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。業績予想の前提とな
る仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項につきましては、添付資料の６ページを参照してく
ださい。 
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6. 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(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

1. 現金及び預金 ※１ 1,891,085 2,316,931  425,846

2. 受取手形  369,907 330,912  △38,994

3. 売掛金  809,842 929,218  119,376

4. 商品  11,561 22,663  11,101

5. 製品  729,491 713,621  △15,870

6. 原材料  36,878 39,698  2,820

7. 仕掛品  8,295 8,072  △222

8. 販売用不動産 ※１ 2,459,489 4,784,027  2,324,538

9. 未成工事支出金  360,968 61,869  △299,098

10. 貯蔵品  10,525 11,397  871

11. 前払費用  68,923 19,829  △49,093

12. 繰延税金資産  189,590 139,933  △49,656

13. その他  26,962 62,888  35,926

  貸倒引当金  △15,600 △4,663  10,936

流動資産合計   6,957,920 54.7  9,436,401 66.5 2,478,480

Ⅱ 固定資産    

1. 有形固定資産    

(1) 建物 ※１ 2,098,003 2,028,021   

  減価償却累計額  1,284,318 813,684 1,309,027 718,993  △94,691

(2) 構築物  804,115 736,345   

  減価償却累計額  599,037 205,077 577,863 158,481  △46,595

(3) 機械及び装置 ※１ 2,684,911 2,660,449   

  減価償却累計額  2,271,077 413,834 2,325,259 335,190  △78,643

(4) 車両及び運搬具  282,630 276,570   

  減価償却累計額  260,587 22,042 258,327 18,242  △3,800

(5) 工具、器具及び備品  1,536,745 1,425,366   

  減価償却累計額  1,371,106 165,638 1,287,609 137,756  △27,882

(6) 土地 ※１ 2,835,482 1,993,255  △842,227

有形固定資産合計  4,455,760 35.1 3,361,919 23.7 △1,093,840
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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(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円)

2. 無形固定資産    

(1) 特許権  12,335 10,056  △2,278

(2) 借地権  6,148 6,148  ―

(3) 商標権  1,190 714  △476

(4) ソフトウェア  21,696 17,311  △4,384

(5) その他  6,790 6,691  △98

  無形固定資産合計  48,160 0.4 40,922 0.3 △7,238

3. 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券 ※１ 265,340 450,257  184,916

(2) 関係会社株式  40,000 40,000  ―

(3) 出資金  13,180 13,170  △10

(4) 長期貸付金  22,607 21,396  △1,211

(5) 関係会社長期貸付金  130,000 140,000  10,000

(6) 更生債権等  17,979 15,331  △2,648

(7) 長期前払費用  3,082 1,443  △1,638

(8) 繰延税金資産  150,462 87,972  △62,490

(9) 差入保証金  84,235 89,930  5,695

(10) 保険積立金  319,811 278,531  △41,280

  (11) 賃貸用不動産  323,210 330,628   

減価償却累計額  20,030 303,180 26,812 303,815  635

  (12) その他  600 600  ―

   貸倒引当金  △100,034 △93,477  6,557

投資その他の資産合計  1,250,445 9.8 1,348,971 9.5 98,525

固定資産合計  5,754,366 45.3 4,751,813 33.5 △1,002,552

資産合計  12,712,287 100.0 14,188,215 100.0 1,475,928
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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(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

1. 買掛金 ※１ 289,721 1,204,344  914,623

2. 短期借入金 ※１ 1,650,000 2,350,000  700,000

3. 一年以内返済予定の長期借入金 ※１ 940,240 465,240  △475,000

4. 未払金 ※１ 255,310 167,070  △88,240

5. 未払法人税等  40,810 282,310  241,499

6. 未払費用  28,980 31,123  2,143

7. 前受金  409,509 92,395  △317,114

8. 預り金  18,926 33,038  14,111

9. 賞与引当金  55,533 54,680  △853

10. 家賃保証引当金  ― 4,590  4,590

11. その他  5,021 1,607  △3,414

流動負債合計  3,694,053 29.1 4,686,399 33.0 992,346

Ⅱ 固定負債    

1. 長期借入金 ※１ 1,139,910 1,324,670  184,760

2. 退職給付引当金  284,196 249,940  △34,256

3. その他  44,805 64,027  19,222

固定負債合計  1,468,911 11.5 1,638,638 11.6 169,726

負債合計  5,162,965 40.6 6,325,037 44.6 1,162,072

(資本の部)    

Ⅰ 資本金 ※２ 1,652,065 13.0 1,652,065 11.6 ―

Ⅱ 資本剰余金    

1. 資本準備金  1,854,455 1,854,455   

資本剰余金合計  1,854,455 14.6 1,854,455 13.1 ―

Ⅲ 利益剰余金    

1. 利益準備金  131,222 131,222   

2. 任意積立金    

(1) 圧縮記帳積立金  12,040 11,177   

(2) 特別償却準備金  6,274 4,509   

(3) 別途積立金  3,720,000 3,720,000   

3. 当期未処分利益  215,185 487,606   

利益剰余金合計  4,084,722 32.1 4,354,516 30.7 269,793

Ⅳ その他有価証券評価差額金  25,321 0.2 71,631 0.5 46,310

Ⅴ 自己株式 ※３ △67,242 △0.5 △69,490 △0.5 △2,247

資本合計  7,549,321 59.4 7,863,177 55.4 313,855

負債資本合計  12,712,287 100.0 14,188,215 100.0 1,475,928
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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(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円)
増減比率
(％) 

Ⅰ 売上高     

1. 製品売上高  3,426,762 3,201,512   

2. 商品売上高  2,351,055 2,212,324   

3. 不動産売上高 ※１ 7,160,407 6,332,065   

4. その他売上高 ※２ 532,851 13,471,078 100.0 1,563,459 13,309,361 100.0 △161,716 △1.2

Ⅱ 売上原価     

1. 製品売上原価     

製品期首たな卸高  919,566 729,491   

当期製品製造原価 ※３ 2,926,586 2,703,954   

合計  3,846,153 3,433,446   

他勘定振替高  193,080 ―   

製品期末たな卸高  729,491 713,621   

差引製品売上原価  2,923,581 2,719,824   

2. 商品売上原価     

商品期首たな卸高  34,363 11,561   

当期商品仕入高  2,178,471 2,008,213   

合計  2,212,835 2,019,774   

他勘定振替高  19,403 ―   

商品期末たな卸高  11,561 5,663   

差引商品売上原価  2,181,870 2,014,111   

3. 不動産売上原価 ※１ 6,002,907 4,765,815   

4. その他売上原価 ※２ 395,808 11,504,167 85.4 1,344,055 10,843,807 81.5 △660,360 △5.7

売上総利益   1,966,910 14.6 2,465,554 18.5 498,643 25.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※３    

1. 販売手数料  40,931 65,628   

2. 運送費  289,383 243,413   

3. 広告宣伝費  156,275 337,201   

4. 役員報酬  122,460 132,005   

5. 従業員給与手当  330,453 329,496   

6. 賞与  28,493 31,951   

7. 賞与引当金繰入額  27,219 28,173   

8. 退職給付費用  10,967 △3,452   

9. 法定福利費  60,479 60,797   

10．福利厚生費  12,048 31,136   

11．家賃保証引当金繰入額  ― 4,590   

12. 減価償却費  30,866 32,562   

13. 支払手数料  64,497 83,854   

14. その他  400,273 1,574,348 11.7 358,058 1,735,415 13.0 161,067 10.2

営業利益   392,562 2.9 730,138 5.5 337,576 86.0
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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) 

比較増減 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円)
増減比率
(％) 

Ⅳ 営業外収益     

1. 受取利息  1,359 448   

2. 受取配当金  3,624 3,691   

3. 投資有価証券売却益  ― 9,299   

4. 仕入割引  18,852 16,565   

5. 賃貸収入  20,527 22,178   

6. 不動産取得税還付金  14,006 4,447   

7. その他  26,950 85,320 0.6 24,616 81,248 0.6 △4,072 △4.8

Ⅴ 営業外費用     

1. 支払利息  55,121 40,809   

2. 賃貸費用  12,856 11,084   

3. 休止資産減価償却費  ― 24,341   

4. その他  9,831 77,810 0.5 3,952 80,187 0.6 2,377 3.1

経常利益   400,073 3.0 731,199 5.5 331,125 82.8

Ⅵ 特別利益     

1. 固定資産売却益 ― 5,955   

2. 貸倒引当金戻入 18,167 18,167 0.1 13,818 19,774 0.1 1,607 8.8

Ⅶ 特別損失      

1. 固定資産除却損 ※４ 51,670 28,906   

2. 製品評価損  193,080 ―   

3. 商品処分損  19,403 264,154 2.0 ― 28,906 0.2 △235,248 △89.1

税引前当期純利益   154,085 1.1 722,066 5.4 567,981 368.6

法人税、住民税 
及び事業税 

 45,687 291,943   

法人税等調整額  25,569 71,256 0.5 81,600 373,544 2.8 302,287 424.2

当期純利益   82,828 0.6 348,522 2.6 265,693 320.8

前期繰越利益   132,356 139,083  6,727 5.1

当期未処分利益   215,185 487,606  272,421 126.6
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③ 利益処分計算書 

 

  
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(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 当期未処分利益  215,185 487,606 272,421

Ⅱ 任意積立金取崩額   

  1. 圧縮記帳積立金取崩額  863 765  

2. 特別償却準備金取崩額  1,764 2,627 1,764 2,530 97

合計  217,813 490,136 

Ⅲ 利益処分額   

1. 配当金  78,728 82,627  

2. 任意積立金   

別途積立金  ― 78,728 200,000 282,627 203,898

Ⅳ 次期繰越利益  139,083 207,508 68,424
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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．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 

移動平均法に基づく原価法 

  

(2) その他有価証券 

  時価のあるもの 

決算期末日の市場価格に基づく時

価法(評価差額は、全部資本直入法に

より資本の部へ計上し、売却原価は、

移動平均法により算定) 

  時価のないもの 

移動平均法に基づく原価法 

 

 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 

同 左 

  

(2) その他有価証券 

同 左 

２. たな卸資産の評価

基準及び評価方法 

(1) 商品、原材料、貯蔵品 

   最終仕入原価法 

(2) 製品、仕掛品 

   先入先出法に基づく原価法 

(3) 販売用不動産、未成工事支出金 

   個別原価法 

 

 

(1) 商品、原材料、貯蔵品 

         同 左 

(2) 製品、仕掛品 

          同 左 

(3) 販売用不動産、未成工事支出金 

   個別原価法 

なお、販売用不動産のうち、賃貸中の

物件については、定額法により減価償却

を行っております。 

３. 固定資産の減価償

却の方法 

(1) 有形固定資産 

 定率法 

なお、主な耐用年数は次のとおりで

す。 

建物 27～47年

構築物 15～45年

機械及び装置 ７～12年

車両及び運搬具 ６年

工具、器具及び備品 ２～10年

 
 

(1) 有形固定資産 

定率法 

なお、主な耐用年数は次のとおりで

す。 

建物 22～47年

構築物 10～45年

機械及び装置 ７～12年

車両及び運搬具 ６年

工具、器具及び備品 ２～10年

 
 

 (2) 無形固定資産 

 定額法 

ただし、ソフトウェア(自社利用分)に

ついては、社内における見込利用可能期

間(５年)による定額法 

 

(2) 無形固定資産 

同 左 

 (3) 投資等その他 

 定額法 

なお、主な耐用年数は次のとおりで

す。 

 

賃貸用不動産 30年 

 

 

 

 

(3) 投資その他の資産 

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) 

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。 
 

(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、当

事業年度に負担すべき支給見込額を計
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
を計上しております。 

(3) 退職給付引当金 
同 左 

 (4) 関連会社事業損失引当金 
前事業年度に計上していた関連会社

事業損失引当金は、当事業年度におい
て、当該関連会社に対し貸付を行ったた
め、当該貸付金に対する貸倒引当金に振
り替えております。 

――――― 

 

 ――――― 

 

(5) 家賃保証引当金 
家賃保証付の引渡し済み物件に対し、

保証契約に基づいて支払う家賃保証費等
の支払いに備えるため、当事業年度末ま
での引渡し済み物件に対応する翌事業年
度以降の支払見積額を計上しておりま
す。 
 

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 
 繰延ヘッジ処理 

振当処理の要件を満たす為替予約に
ついては振当処理 

(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 

デリバティブ取引(金利スワップ、為
替予約) 

 ヘッジ対象 
借入金、外貨建借入金 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 
 ヘッジ手段 

デリバティブ取引(金利スワップ) 
 

 ヘッジ対象 
借入金 

 (3) ヘッジ方針 
金利変動リスクに対し、ヘッジ対象

と高い有効性があるとみなされるヘ
ッジ手段を個別対応させて行います。
 

(3) ヘッジ方針 
同 左 

 (4) ヘッジ有効性評価の方法 
ヘッジ対象のキャッシュ・フローの

変動の累計とヘッジ手段のキャッシ
ュ・フローの変動の累計を比較し、両
者の変動額等を基礎にしてヘッジ有
効性を評価しております。但し、振当
処理を行っている場合は有効性の評
価を省略しております。 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 
ヘッジ対象のキャッシュ・フロー

の変動の累計とヘッジ手段のキャッ
シュ・フローの変動の累計を比較し、
両者の変動額等を基礎にしてヘッジ
有効性を評価しております。 
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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) 

７. その他財務諸表作
成のための重要な事項 

(1) 消費税等及び地方消費税の会計処理 
税抜方式によっております。 

 

(1) 消費税等及び地方消費税の会計処理 
同 左 

 

 

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） 

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。 

なお、これによる損益に与える影響はありません。 

 

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) 

――――― 

 

（貸借対照表関係） 

従来、区分掲記しておりました「不動産取得前渡金」

（当事業年度末21,420千円、前事業年度末－千円）は、

重要性が低くなったため、当事業年度より「その他」

に含めて表示しております。 

また、前事業年度まで不動産売上原価に振替えるこ

ととなる仕入額863,072千円を流動負債の「未払金」に

計上しておりましたが、当事業年度より重要性が増し

たため、「買掛金」に含めて計上しております。 

なお、前事業年度の未払金に計上しておりました金

額は6,693千円であります。 

 

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) 

（外形標準課税制度の導入に伴う会計処理） 

 「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 実務対応第12号）に従い、法人事業税の付加

価値割及び資本割12,240千円を販売費及び一般管理費

に計上しております。   

 

――――― 

 

――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（所有目的の変更） 

有形固定資産として保有していた建物102,042千円、

構築物28,752千円、土地840,813千円を所有目的の変更

により、当事業年度に販売用不動産へ振替えておりま

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．担保に供している資産 

現金及び預金 200,000千円

建物 434,442千円

機械及び装置 47,997千円

土地 780,798千円

投資有価証券 99,555千円

計 1,562,792千円
 

※１．担保に供している資産 

現金及び預金 200,000千円

販売用不動産 225,323千円

建物 405,033千円

機械及び装置 37,149千円

土地 693,311千円

投資有価証券 142,740千円

計 1,703,558千円
 

上記のうち、工場財団設定分 

建物 106,710千円

機械及び装置 47,997千円

土地 72,041千円

計 226,749千円

上記のうち、工場財団設定分 

建物 99,049千円

機械及び装置 37,149千円

土地 72,041千円

計 208,240千円

債務の内容 
短期借入金 1,200,000千円

一年以内返済予定の長期借入金 865,240千円

長期借入金 614,910千円

計 2,680,150千円

また、上記のほか、買掛金及び未払金24,723千円の担保と

して、現金及び預金100,000千円を差し入れております。

債務の内容 
短期借入金 1,950,000千円

一年以内返済予定の長期借入金 215,240千円

長期借入金 699,670千円

計 2,864,910千円

また、上記のほか、買掛金及び未払金25,754千円の担保と

して、現金及び預金100,000千円を差し入れております。
 
※２． 会社が発行する株式の総数 普通株式 14,540,000株

 発行済株式総数 普通株式 8,030,248株
 

 
※２．会社が発行する株式の総数 普通株式 14,540,000株

 発行済株式総数 普通株式 8,030,248株
 

※３．自己株式 

    当社が保有する自己株式の数は、普通株式157千株であり

ます。 

※３．自己株式 

    当社が保有する自己株式の数は、普通株式160千株であり

ます。 

４．保証債務 

他社の債務に対し次のとおり債務の保証を行っておりま

す。 

(金融機関等からの借入債務) 

㈱ワイシーシー 138,490千円

注a 静岡ニュータウン開発㈱ 1,073,810千円

㈱ワイシー 210,945千円

計 1,423,245千円
 

４．保証債務 

他社の債務に対し次のとおり債務の保証を行っておりま

す。 

(金融機関等からの借入債務) 

㈱ワイシーシー 125,458千円

注a 静岡ニュータウン開発㈱ 901,160千円

㈱ワイシー 191,316千円

計 1,217,934千円
 

(営業取引上の債務) 

――――― 

 

  

  

 
 
注a 他３社との連帯保証であり、当社分担保証残高は 

268,452千円であります。 

 

(営業取引上の債務) 

――――― 

 

  

  

 
 
注a 他３社との連帯保証であり、当社分担保証残高は 

225,290千円であります。 

 

 
５． 受取手形割引高 100,354千円

 

 
５．受取手形割引高 ――― 千円

 

６． 受取手形裏書譲渡高 615,588千円 ６．受取手形裏書譲渡高 481,042千円
 
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、25,321千円であります。

 
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、71,631千円であります。
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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．不動産売上高には、販売用不動産の売上高、不動産仲介手数

料等が含まれており、不動産売上原価には、それらにかかわる

原価を計上しております。 

※１．          同  左 

※２．その他売上高には、完成工事高等が含まれており、その他売

上原価には、それらにかかわる売上原価を計上しております。

※２．          同  左 

※３．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費は67,043

千円であります。 

※３. 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費は10,834

千円であります。 

※４．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 
 

遠州工場生コンプラント廃棄に 
伴う除却 

22,484千円

西島工場ライン設備撤去に伴う 
除却 

9,177千円

型枠廃棄等 20,009千円

 

 

※４．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

 

西島工場ライン設備撤去に伴う
除却 

18,275千円 

型枠廃棄等 10,631千円 
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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) 

(借主側) 
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 

減価償却累 
計額相当額 

期末残高
相当額 

 (千円) (千円) (千円)

機械及び装置 10,032 4,107 5,925

車両及び 
運搬具 

83,890 40,569 43,321

工具、器具 
及び備品 

4,244 70 4,173

ソフトウェア 5,513 890 4,623

合計 103,680 45,637 58,043

 
なお、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その割合が低い
ため、「支払利子込み法」により算定しております。

 

(借主側) 
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 

減価償却累 
計額相当額 

期末残高
相当額 

 (千円) (千円) (千円)

機械及び装置 13,738 6,816 6,922

車両及び 
運搬具 

101,050 49,083 51,967

工具、器具 
及び備品 

4,244 848 3,395

ソフトウェア 9,287 1,994 7,292

合計 128,321 58,742 69,578

 
なお、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その割合が低い
ため、「支払利子込み法」により算定しております。

 
２．未経過リース料期末残高相当額 
 

１年以内 18,578千円

１年超 39,465千円

合計 58,043千円

 
なお、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
その割合が低いため、「支払利子込み法」により算定
しております。 

 

２．未経過リース料期末残高相当額 
 

１年以内 23,308千円

１年超 46,269千円

合計 69,578千円

 
なお、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
その割合が低いため、「支払利子込み法」により算定
しております。 

 
３．支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 
(減価償却費相当額) 20,135千円

 

３．支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 
(減価償却費相当額) 25,025千円

 

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
額法によっております。 

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。 

 

(有価証券関係) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

前事業年度、当事業年度のいずれにおいても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。 
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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 

 (1) 流動の部 

(繰延税金資産） 

販売用不動産評価損 64,602千円

賞与引当金繰入額 22,071千円

たな卸資産評価損 88,017千円

未払事業税 5,885千円

その他 9,814千円

合計 190,391千円

 

 

（繰延税金負債） △ 800千円

合計 △ 800千円

繰延税金資産の純額 189,590千円
 

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) 流動の部 

(繰延税金資産） 

販売用不動産評価損 64,602千円

賞与引当金繰入額 21,732千円

たな卸資産評価損 87,035千円

未払事業税 21,279千円

その他 11,709千円

小計 206,359千円

評価性引当額 △66,426千円

合計 139,933千円
 

(2) 固定の部 

(繰延税金資産） 

退職給付費用 130,016千円

貸倒引当金繰入額 31,044千円

関係会社株式評価損 11,526千円

固定資産減価償却超過額 10,606千円

その他 18,773千円

小計 201,968千円

評価性引当額 △ 24,455千円

合計 177,512千円
 

(2) 固定の部 

(繰延税金資産） 

退職給付費用 116,598千円

貸倒引当金繰入額 10,613千円

関係会社株式評価損 11,526千円

固定資産減価償却超過額 11,280千円

その他 16,343千円

小計 166,361千円

評価性引当額 △22,461千円

合計 143,899千円

 
 

(繰延税金負債) 
有価証券評価差額金 △ 16,702千円

圧縮記帳積立金 △  7,372千円

その他 △  2,974千円

合計 △ 27,049千円

繰延税金資産の純額 150,462千円
 

(繰延税金負債) 
有価証券評価差額金 △ 47,249千円

圧縮記帳積立金 △ 6,867千円

その他 △ 1,810千円

合計  △ 55,927千円

繰延税金資産の純額 87,972千円
 

 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 
 

法定実効税率  39.7％ 

（調整）  

交際費等永久に損金 
に算入されない項目 

4.1％ 

増加試験研究費の税額控除 △ 3.8％ 

住民税均等割等 3.7％ 

評価性引当額 2.7％ 

その他 △ 0.1％ 

税効果会計適用後の 
法人税等の負担率 

46.2％ 

 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 
 

法定実効税率  39.7％ 

（調整）  

交際費等永久に損金 
に算入されない項目 

0.7％ 

留保金課税 1.9％ 

住民税均等割等 0.8％ 

評価性引当額 8.7％ 

その他 △0.1％ 

税効果会計適用後の 
法人税等の負担率 

51.7％ 
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7. 役員の異動 
 

（平成18年１月31日付） 
 
(1) 新任監査役 

監査役 青木  敬 （元 顧問） 

(2) 退任監査役 

 佐々木 巳芳 （元 常勤監査役） 

 

（平成18年６月23日付） 
 
(3) 新任監査役候補 

監査役 中村  昇 （元 静銀リース㈱常務執行役員） 

(4) 退任予定監査役 

 石川 秀敏 （現 常勤監査役） 

 

（注）すでに監査役として選任しております青木敬氏と新任監査役候補の中村昇氏は

「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

社外監査役の要件を満たすこととなります。 

 

以 上 


