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１．平成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）連結経営成績 （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 66,861 (　25.9) 2,591 (△41.7) 2,607 (△41.9)

17年 3月期 53,121 (　48.3) 4,446 (　73.1) 4,488 (　72.4)

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 3,154 ( 25.4) 260 19 －  15.2 5.6 3.9

17年 3月期 2,514 ( 80.8) 206 34 －  13.9 11.7 8.4

（注）①持分法投資損益 18年 3月期 －　百万円 17年 3月期 －　百万円

　　　②期中平均株式数（連結） 18年 3月期 11,973,663株 17年 3月期 11,979,645株

③会計処理の方法の変更 無

④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）連結財政状態 （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。

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 48,062 22,137 46.1 1,845 60

17年 3月期 45,911 19,259 42.0 1,604 92

（注）期末発行済株式数（連結） 18年 3月期 11,973,648株 17年 3月期 11,973,740株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （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。

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年 3月期 △958 1,068 236 2,040

17年 3月期 △3,342 △2,047 6,167 1,695

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

連結子会社数 4社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 －社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） 1社 （除外） －社 持分法（新規） －社 （除外） －社

２．平成19年 3月期の連結業績予想（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

百万円 百万円 百万円

中間期 35,380 1,043 573

通　期 72,500 2,150 1,238

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　103円39銭

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の６ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況
　当社グループは、当社（株式会社アイ・テック）及び子会社４社で構成され、鋼材の販売・加工、鉄骨工事請負、倉

庫業及びそれらに関連した運送等を主たる業務としております。

　当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置づけは次のとおりであります。

鋼材の販売・加工事業……主要な商品・製品はＨ形鋼、鋼板、コラム、合成スラブプレート、フラットデッキ、ビ

ルトＨ形鋼、ベースパック等であります。

Ｈ形鋼、鋼板、コラム……………当社が販売・加工するほか、子会社の静清鋼業㈱が販売・加工しております。

合成スラブプレート………………当社がアイ・テックＳデッキの名称にて製造販売しております。

フラットデッキ……………………当社がアイ・テックフラットデッキの名称にて製造販売しております。

ビルトＨ形鋼及び４面ボックス…主に当社が販売し、子会社の㈱浜松アイ・テックが製作をしております。

ベースパック及びハイベース……当社及び子会社の静清鋼業㈱が販売しておりますが、設計・施工につきまして

は静清鋼業㈱が一括して行っております。

　（注）　ビルトＨ形鋼及び４面ボックスはともに高層建築物等に使用され、ベースパック及びハイベースはとも

に工期の短い建築基礎工法で、前者は主に住宅物件に、後者は主に非住宅物件に使用されます。

鉄骨工事請負事業…………当社がゼネコン及び総合商社より鉄骨工事を請負、子会社のファブ・トーカイ㈱及び当

社の得意先である鉄骨加工業者等に鉄骨加工を依頼しております。

その他事業…………………運送業及び倉庫業であります。

　運送業は子会社の中央ロジテック㈱が行っており、倉庫業は当社が行っております。

　以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。

 

［連結子会社］ 
中央ロジテック㈱ 

［連結子会社］ 
静 清 鋼 業 ㈱ 

［連結子会社］ 
ファブ・トーカイ㈱ 

株 式 会 社 ア イ ・ テ ッ ク 

得 意 先 
（ゼネコン・総合商社等） 

得 意 先 
（鉄骨加工業者・鋼材卸売業者） 

鉄骨工事請負 
鉄骨
加工 

鋼材
販売 

施工
販売 

鋼材
販売 

製作 
鋼材
販売 

運送 運送 

［連結子会社］ 
㈱浜松アイ・テック 

鉄骨
加工 

鋼材
販売 

 

　（注）　㈱相模鋼材商会は当社の議決権の26.7％を保有する「ＪＡＳＤＡＱ上場会社が他の会社の関連会社である場

合における当該他の会社」であります。鋼材の販売・加工を事業内容としているものの現在休眠中であり、当

社グループとの間には営業上の取引はありません。従いまして、上記の系統図からは記載を省略しております。
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２．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社は、鉄の専門商社として幅広い鉄鋼製品の販売及び加工を通じ、社会に貢献することを経営理念としておりま

す。この経営理念に基づき、お客様のニーズに合った商品・サービスを提供することにより、事業の発展と企業の健

全な成長を図るとともに、社会・顧客・株主に信頼される企業を目指しております。

(2）会社の利益配分に関する基本方針

　当社は、株主に対し業績に応じた利益還元を行うことを経営の最重要目標のひとつとして位置づけ、企業体質の強

化及び将来の事業展開に備えるための内部留保の充実と合わせ勘案し、配当を行うことを基本方針としております。

　また、内部留保資金につきましては、長期展望に立った経営基盤の強化、企業間競争の激化に対応するための新製

品の開発、組織の改革等企業価値向上のために有効に活用してまいります。

(3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　当社は、投資単位の引き下げは個人投資家の株式市場への参加を促進するとともに、株式の流動性及び長期安定保

有を高めるなど有効な施策と考えており、平成16年11月１日付けにて１単元の株式数を1,000株から100株に変更いた

しました。このことから当面は投資単位のさらなる引下げの必要性は無いと考えております。

(4）目標とする経営指標

　当社グループ（当社及び連結子会社）は、財務体質の強化と安定的な収益の確保を目指すとともに、株主を意識し

た経営を心がけおり、具体的には収益指標として売上高経常利益率6.0％以上を安定的に確保し、また、株主価値の増

大を数値的に判断できる株主資本当期純利益率（ROE）11.0％以上を目標としております。

(5）中長期的な経営戦略

　当社グループは、鉄の専門商社として、また鉄鋼製品メーカーとしてお客様のニーズにあった高付加価値商品・製

品の提供と、それらの即納体制の充実を目指して活動しております。

　当社グループが所属する鉄鋼流通加工業界におきましては、鉄鋼メーカーは２社グループ体制を益々強固になりつ

つあり、国内の供給のバランスは保たれております。また、中国を中心とした東アジアの旺盛な需要や石炭・鉄鉱石

の急騰によるメーカーの製品価格への転嫁と相まって、鋼材の仕入価格は高止まりしている中、市中の鋼材市況は逆

に弱含むなど、利益確保は厳しい状況が続いているものの先行きは民間設備投資の増大により市中価格も緩やかなが

ら上昇、回復していくと思われます。

　このような状況にありまして当社グループは、一昨年10月にオープンした北陸支店を中心に北陸地区・新潟地区・

大阪地区は順調にシェアを伸ばしており、本年３月には、新たに千葉県富津市に（仮称）東京工場の建設を決定いた

しました。この東京工場は当社グループの最大級の拠点となることから、平成19年５月の稼働を目指し現在鋭意努力

しております。また、工場稼働後には鋼材の最大消費地であります関東地区への供給体制が飛躍的に向上することが

予想され、従前からの４大拠点と合わせより強固な連携体制を構築し、ユーザーへの需要に応えるべく豊富な在庫を

整え、効率的な配送体制を確立により、今後ますます厳しくなる経済環境の中でコストの低減、効率の向上、販売の

拡大に勤めます。同時に海外との取引をも視野に入れ、また鉄鋼製品メーカーとしては、フラットデッキ・合成スラ

ブプレートに続く第三段のデッキとして従来のデッキプレートにあらかじめ鉄筋を組み込んだ背筋付デッキプレート

の製造ラインを現在製作中であり、加えて新たな発想による鉄鋼製品の開発にも着手し東京工場への導入をめざし鋭

意努力しております。これらの計画により平成19年３月期は減益となるものの背筋付デッキプレートライン及び東京

工場が本格稼働する平成20年３月期には大幅な増収・増益を見込み、なお財務体制の強化も目指してまいります。

(6）会社の対処すべき課題

　鉄鋼流通加工業界は鋼材市況の上昇や民間設備投資の増加により、堅調に推移しておりますが、各企業間格差は確

実に広がっております。

　このような状況下において、当社グループは得意とする加工技術の向上や合成スラブプレート等の製造販売、また、

今後スタートする背筋付デッキプレートにより、他社との製品の差別化を図り、北陸地区及び東北地区への進出を含

め全国20拠点の販売網を駆使し、ユーザーへのきめ細やかな対応により、信頼をより強固に作り上げて行くことが重

要であり、これらのことにより安定した収益の確保が出来るものと考えております。

　また、本年５月１日より会社法が施行され、内部統制システムの構築などが義務化となっております。法令の趣旨

に従い、内部統制システムの強化を図ると共に、急速な売上高の増加に伴い売掛債権も増加していることから、与信

管理なども含め全社的な管理体制の強化に努めてまいります。
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(7）親会社等に関する事項

１．親会社等の商号等

 （平成18年３月31日現在）

親会社等 属性
親会社等の議決権
所有割合（％）

親会社等が発行する株券が
上場されている証券取引所等

株式会社相模鋼材商会
上場会社が他の会社の関連会社で

ある場合における当該他の会社
26.7 なし

２．親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係

株式会社相模鋼材商会は当社の議決権の26.7％を保有する親会社等であり、鋼材の販売・加工を事業内容として

いるものの現在休眠中であります。従いまして、当社グループとの間には営業上の取引はありません。

また、役員の兼務状況につきましては下記のとおりであります。なお、当社は人的関係・資本的関係において同

社と密接な関係にありますが、独自の経営判断を妨げるほどのものはなく、一定の独立性は確保されていると認識

しております。

（役員の兼務状況）

役員 氏名
親会社等又はそのグループ

企業での役職
就任理由

 代表取締役社長 大畑　榮一
㈱相模鋼材商会

代表取締役
親会社等との経営情報の共有化の為 

 代表取締役専務 大畑　雅稔
㈱相模鋼材商会

代表取締役
親会社等との経営情報の共有化の為 

 

３．親会社等との取引に関する事項

該当事項はありません。

 

(8）内部管理体制の整備・運用状況

　当社は、コーポレート・ガバナンス強化の一環として内部管理体制の整備を行っております。その具体的な内容に

つきましては、今後開示を予定しております「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」をご参照下さい。
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３．経営成績及び財政状態
(1）経営成績

１．当連結会計年度の概況

　当連結会計年度におけるわが国経済は、原材料や原油価格の高騰による悪影響が懸念されたものの、海外におき

ましては米国及び中国を中心とするアジア諸国の景気拡大、また、国内におきましては企業収益の改善に伴う設備

投資の増加や個人消費にも増加が見られ、景気は概ね順調に推移しました。

　当鉄鋼流通加工業界におきましては、好調な民間設備投資に支えられ、鋼材の荷動きは活発なものがあったもの

の、国内メーカーからの出荷価格は鉄鉱石・石炭等の原材料価格の高騰などを理由に高止まりしており、一方市中

の鋼材市況はゼネコン等の建設業界からの値下げ圧力が強く弱含みに推移していることから、利益の確保が厳しく

なっております。

　このような環境下にありまして当社グループは、一昨年10月にオープンした北陸支店・福井支店の販売は順調な

伸びを示しており、また、昨年５月には長野営業所、９月には青森営業所をそれぞれ開設いたしました。なお、従

来からの拠点につきましても、営業担当者の増員など、営業体制の充実を図り、営業エリアの拡大と積極的な販売

を押し進めました。東京支店を中心とした鉄骨工事請負事業も大型物件の受注獲得により大幅な売上増加となった

ことから、売上高は66,861百万円（前年同期比25.9％増）となりました。

　収益面におきましては、鋼材の仕入価格は高止まり等により利益率は低下しており、また、鉄骨工事請負事業は

売上高には寄与するものの収益的には厳しく、原油価格の高騰による輸送コストの増加などから、経常利益は2,607

百万円（前年同期比41.9％減）となりました。当期純利益につきましては神奈川支店の土地・建物の一部を収用に

よる固定資産売却益2,569百万円の発生や貸倒引当金戻入額191百万円を計上したことから3,154百万円（前年同期

比25.4％増）となりました。

　事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。

①　鋼材の販売・加工事業

　鋼材の販売・加工事業は、公共関連投資が減少している状況にあるものの、民間設備投資はデジタル家電や自

動車関連、大型ショッピングセンターなど引き続き好調に推移していることにより、Ｈ形鋼等の条鋼類の販売は

順調に推移しており、また、建築物の床面に使用される合成スラブプレートやフラットデッキはフル生産が続い

ており前年同期比70％近い増加となって大幅に売上を伸ばしております。なお、鋼管類については主力のコラム

が上期は堅調に推移したものの、下期は市況軟化等のもあり前年並みとなりました。これらに加え、一昨年から

の拠点開設による営業エリアの拡充等が功を奏し売上高は53,211百万円（前年同期比17.8％増）となりました。

②　鉄骨工事請負事業

　鉄骨工事請負事業は、民間設備投資が引き続き順調に推移していることに加え、当社グループの鉄骨工事請負

事業の実績も増え、徐々に大手ゼネコン等が施行する大型物件の受注獲得が出来たことや鉄骨プロジェクト部隊

のスタッフ増員による管理体制の強化、また、昨年10月には鉄骨加工業者であるファブ・トーカイ㈱を連結子会

社に迎えグループ一丸となって強化を図ってまいりました。これらのことから、売上高は13,489百万円（前年同

期比73.5％増）と大幅な増加となりました。

③　その他事業

　その他事業は、倉庫業の売上につきましては若干ではありますが、前年を上回り概ね順調に推移しております。

また、運送業は鋼材の販売量の増加に伴い、当社グループの輸送が急速に増加しております。従いまして、グルー

プ外の輸送が減少したことから、売上高は160百万円（前年同期比16.9％減）となりました。
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２．次連結会計年度の見通し

　次連結会計年度のわが国経済は、原油をはじめとする原材料価格の一層の高騰や量的金融緩和解除による金利上

昇など企業収益に影響を与えることが懸念されますが、民間設備投資は引き続き増加傾向にあり、また、個人消費

や雇用情勢も改善が見られ、景気は回復していくものと思われます。

　当鉄鋼流通加工業界におきましては、国内鋼材市況は東アジアとりわけ中国や韓国のマーケットとの連携を急速

に深めており、国内需給バランスだけでは図りしれなくなっております。その為、今後も不安定な値動きが予想さ

れ先行きは楽観できない状況にありますが、民間設備投資は増加傾向にあることから、鋼材の消費量としては順調

な伸びを示すものと思われます。

　このような状況にありまして当社グループは、４大拠点を中心としたスクエア体制とそれらを包み込むように点

在する支店網を駆使し、地域密着型のきめ細やかな営業展開とさらなる営業エリアの拡充や合成スラブプレート・

フラットデッキの拡販、また、鉄骨工事物件の受注獲得を通じそれそれの地域のファブリケーターと密接な相互関

係を構築して売上の増加を目指し、業績向上に努めてまいります。これらにより次期の業績につきましては、売上

高72,500百万円（前年同期比8.4％増）、また収益面につきましては本年５月より着工を始めました、(仮称)東京工

場建設関連費用や原油高騰による物流コストの増加が見込まれることから、経常利益2,150百万円（前年同期比

17.6％減）当期純利益1,238百万円（前年同期比60.8％減）を見込んでおります。

(2）財政状態

１．当連結会計年度の概況

　当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、税金等調整前当期純利益が5,452百万円

（前年同期比19.0％増）ありましたが、売上債権の増加、前受金の減少、法人税等の支払額、有形固定資産の取得

等があり、たな卸資産の減少額等で一部相殺された事と短期借入金による資金調達により、前連結会計年度末に比

べ345百万円増加し、当連結会計年度末には2,040百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果使用した資金は958百万円（前年同期比71.3％減）となりました。これは主に、税金等調整前当

期純利益が5,452百万円となったものの、有形固定資産売却益2,568百万円、売上債権の増加1,913百万円、法人税

等の支払額2,670百万円等により相殺された結果であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果得られた資金は1,068百万円（前年同期は2,047百万円の使用）となりました。これは主に、神

奈川支店等の有形固定資産の売却2,676百万円がありましたが、（仮称）東京工場建設予定の為の土地取得等によ

る有形固定資産の取得1,692百万円と相殺された結果であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果得られた資金は236百万円（前年同期比96.2％減）となりました。これは主に、短期借入金の増

加額595百万円と配当金の支払額359百万円により相殺された結果であります。

２．次連結会計年度の見通し

　次連結会計年度の財政状態は、税金等調整前当期純利益は当連結会計年度より減少することが見込まれますが、

売上債権やたな卸資産の大幅な増加等の要因がなければ営業活動によるキャッシュ・フローは増加すると予想して

おります。しかしながら、千葉県富津市に建設予定の（仮称）東京工場の建設資金支払が予想されおり、不足する

資金につきましては、短期借入金にて調達する予定であります。従いまして、次連結会計年度の資金は、期末残高

においてほぼ当連結会計年度末並みと予想しております。
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キャッシュ・フロー指標トレンド

平成14年
３月期

平成15年
３月期

平成16年
３月期

平成17年
３月期

平成18年
３月期

自己資本比率（％） 61.0 58.0 55.8 42.0 46.1

時価ベースの自己資本比率（％） 38.2 34.7 36.0 43.9 43.6

債務償還年数（年） 5.6 11.3 4.4 － －

インスタント・カバレッジ・レシオ（倍） 14.6 10.6 33.1 － －

　（注）　自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インスタント・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

※１．いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

※２．有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象と

しております。

※３．営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動に

よるキャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。

※４．平成17年３月及び平成18年３月については、営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスのため、債

務償還年数及びインスタント・カバレッジ・レシオの表示はしておりません。
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(3）事業等のリスク

　決算短信に記載した経営成績及び財政状態に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある

事項には、以下のようなものがあります。なお、文中における将来に関する事項は、決算短信発表日（平成18年５月

16日）現在において当社グループが判断したものであります。

１．鋼材市況における価格変動リスク

　当社グループが販売しております鋼材は、需給バランスにより、常に価格変動をしている相場商品であり、販売

方法は在庫販売を基本としております。その為、鋼材価格の上昇局面におきましては差益が拡大しますが、鋼材価

格の下降局面におきましては差益の確保が困難となります。この事から、当社グループの業績は常に鋼材市況の影

響を受けております。

２．借入金等の金利変動リスク

　当社グループの当期末における連結有利子負債は11,889百万円であり、グループ資金の効率的な運用を行うこと

により財務体質の改善に努めておりますが、大幅な金利の上昇が生じた場合には、当社グループの業績に影響を及

ぼす可能性があります。

３．為替相場変動リスク

　当社グループが販売しております鋼材の一部は、海外からの輸入鋼材を扱っており、その内一部のメーカーとは

米ドルでの決済となっておりますので、円・米ドルの為替相場が急速に変動した場合につきましては、当社グルー

プの業績に影響を及ぼす可能性があります。

４．売上債権管理上のリスク

　当社グループは、独自の得意先与信管理により、常に得意先の経理・債務情報を入手し、与信限度額が適正か否

かをチェックしておりますが、今後、主要な販売先であります鉄骨加工業界も淘汰が進むと予想される事から、不

良債権の発生により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

５．地震などの自然災害によるリスク

　当社の本社及び重要な拠点である清水支店は、静岡県静岡市の清水港に面した場所に立地しております。

　当地区は以前から、東海地震の発生が予想され、また、東海地震発生時には津波の発生も予想されております。

当事業所の開設にあたっては、そのような状況も十分に考慮に入れ建設しており、また、在庫品や生産設備等にお

きましても、損傷・損失しないよう十分配慮しておりますが、その対応には限界があります。この様なことから、

大地震発生後には、一時的に商品の入出庫及び製品の生産が停止する可能性があり、業績に及ぼす影響も大きくな

ると予想されます。

６．代表者への依存のリスク

　当社の代表取締役社長である大畑榮一は、当社の前身である大畑保商店に入社し、当社設立時から取締役として

経営に参画して、昭和49年４月より代表取締役社長として、当社の経営方針や事業戦略の決定をはじめ、事業計画

の立案と推進において重要な役割を果たしてまいりました。

　当社では、他の取締役に権限を委譲する等、同氏に過度に依存しない体制の構築を進めておりますが、何らかの

要因により、同氏の業務執行が困難となった場合には、当社の業績及び今後の事業展開に影響を及ぼす可能性があ

ります。

７．法的規制によるリスク

　当社グループの行う事業に適用される建築基準法、貨物自動車運送事業法、道路交通法その他の関係法令は、社

会情勢の変化等に応じて今後、改正や新たな法的規制が設けられる可能性があります。その場合には当社グループ

の業績に影響を及ぼす可能性があります。

８．減損会計導入によるリスク

　当社は鋼材の倉庫及び加工工場として、土地・建物を保有しております。前連結会計年度におきまして、減損会

計基準を早期適用し、賃貸物件及び遊休不動産の減損処理をいたしましたが、今後、当該資産以外のグルーピング

の資産につきましても、減損が確認された場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
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４．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成17年３月31日）
当連結会計年度

（平成18年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   1,826,285   2,194,329   

２．受取手形及び売掛金   14,779,214   17,196,976   

３．たな卸資産   12,521,272   11,387,481   

４．繰延税金資産   196,904   133,491   

５．その他   522,589   47,760   

貸倒引当金   △205,000   △94,600   

流動資産合計   29,641,266 64.6  30,865,439 64.2 1,224,173

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1）建物及び構築物  8,753,535   8,722,729    

減価償却累計額 ※２ 3,849,008 4,904,526  4,092,740 4,629,989   

(2）機械装置及び運搬具  6,234,364   5,997,191    

減価償却累計額  4,696,876 1,537,487  4,628,408 1,368,782   

(3）土地   7,930,763   9,141,863   

(4）建設仮勘定   －   51,450   

(5）その他  198,247   193,149    

減価償却累計額 ※２ 157,649 40,597  146,664 46,484   

有形固定資産合計   14,413,374 31.4  15,238,570 31.7 825,195

２．無形固定資産   19,876 0.0  19,465 0.1 △410

３．投資その他の資産         

(1）投資有価証券   841,963   1,027,528   

(2）保険積立金   619,791   624,321   

(3）その他   934,681   434,413   

(4）繰延税金資産   42,043   31,406   

貸倒引当金   △601,003   △178,912   

投資その他の資産合計   1,837,477 4.0  1,938,758 4.0 101,280

固定資産合計   16,270,728 35.4  17,196,794 35.8 926,065

資産合計   45,911,995 100.0  48,062,234 100.0 2,150,238

         

－ 9 －



  
前連結会計年度

（平成17年３月31日）
当連結会計年度

（平成18年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．買掛金   8,959,739   8,804,232   

２．短期借入金   11,293,702   11,889,074   

３．未払法人税等   1,598,149   392,289   

４．賞与引当金   128,500   117,400   

５．前受金   2,644,768   1,399,416   

６．その他   542,631   867,421   

流動負債合計   25,167,492 54.8  23,469,833 48.8 △1,697,659

Ⅱ　固定負債         

１．繰延税金負債   150,706   1,034,324   

２．退職給付引当金   862,273   858,535   

３．役員退職慰労引当金   449,627   475,156   

４．連結調整勘定   －   26,738   

５．その他   10,192   25,557   

固定負債合計   1,472,799 3.2  2,420,312 5.0 947,512

負債合計   26,640,291 58.0  25,890,145 53.8 △750,146

         

（少数株主持分）         

少数株主持分   11,845 0.0  34,299 0.1 22,454

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※３  3,948,829 8.6  3,948,829 8.2 －

Ⅱ　資本剰余金   4,116,979 9.0  4,116,979 8.6 －

Ⅲ　利益剰余金   11,264,658 24.5  14,017,094 29.2 2,752,436

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

  133,347 0.3  258,994 0.5 125,647

Ⅴ　自己株式 ※４  △203,955 △0.4  △204,108 △0.4 △152

資本合計   19,259,858 42.0  22,137,789 46.1 2,877,930

負債、少数株主持分及び
資本合計

  45,911,995 100.0  48,062,234 100.0 2,150,238
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（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（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高   53,121,049 100.0  66,861,535 100.0 13,740,486

Ⅱ　売上原価   44,350,280 83.5  59,441,032 88.9 15,090,751

売上総利益   8,770,768 16.5  7,420,503 11.1 △1,350,264

Ⅲ　販売費及び一般管理費         

１．運賃荷造費  894,825   1,190,865    

２．貸倒引当金繰入額  210,962   －    

３．給与手当等  1,218,126   1,414,780    

４．賞与引当金繰入額  100,777   95,573    

５．退職給付費用  56,785   61,559    

６．役員退職慰労引当金繰
入額

 21,988   25,528    

７．減価償却費  364,900   457,212    

８．その他  1,456,101 4,324,467 8.1 1,583,337 4,828,857 7.2 504,390

営業利益   4,446,301 8.4  2,591,646 3.9 △1,854,654

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  39,650   39,967    

２．受取配当金  6,091   7,084    

３．受取賃貸料  22,753   15,513    

４．償却債権取立益  11,476   －    

５．その他  25,262 105,235 0.2 35,548 98,113 0.1 △7,121

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  52,668   59,814    

２．固定資産除却損  3,136   2,417    

３．その他  7,239 63,044 0.2 19,686 81,918 0.1 18,873

経常利益   4,488,491 8.4  2,607,841 3.9 △1,880,649
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前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（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（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅵ　特別利益         

１．補助金収入  255,637   102,136    

２．固定資産売却益 ※２ －   2,576,213    

３．貸倒引当金戻入額 ※３ － 255,637 0.5 191,384 2,869,733 4.3 2,614,096

Ⅶ　特別損失         

１．減損損失 ※１ 164,438   －    

２．投資有価証券権評価損  － 164,438 0.3 25,572 25,572 0.0 △138,866

税金等調整前当期純利益   4,579,689 8.6  5,452,002 8.2 872,313

法人税、住民税及び事業
税

 2,225,218   1,426,169    

法人税等調整額  △161,137 2,064,081 3.9 874,188 2,300,358 3.5 236,276

少数株主損益   △699 △0.0  3,011 0.0 3,711

当期純利益   2,514,907 4.7  3,154,656 4.7 639,748

         

(3）連結剰余金計算書

  
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（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（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

（資本剰余金の部）       

Ⅰ　資本剰余金期首残高   4,116,979  4,116,979 －

Ⅱ　資本剰余金期末残高   4,116,979  4,116,979 －

       

（利益剰余金の部）       

Ⅰ　利益剰余金期首残高   9,079,868  11,264,658 2,184,789

Ⅱ　利益剰余金増加高       

１．当期純利益  2,514,907 2,514,907 3,154,656 3,154,656 639,748

Ⅲ　利益剰余金減少高       

１．配当金  299,958  359,212   

２．取締役賞与  30,160 330,118 43,007 402,219 72,101

Ⅳ　利益剰余金期末残高   11,264,658  14,017,094 2,752,436
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（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（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・
フロー

    

税金等調整前当期純利益  4,579,689 5,452,002  

減価償却費  612,949 691,510  

貸倒引当金の増減額  186,931 △531,421  

賞与引当金の増減額  116,400 △11,100  

退職給付引当金の増減額  48,460 △3,737  

役員退職慰労引当金の増減
額

 21,988 25,528  

受取利息及び受取配当金  △45,742 △47,052  

支払利息  52,668 59,814  

為替差損益  31 △44  

投資有価証券評価損益  － 25,572  

有形固定資産売却損益  △5,689 △2,568,227  

有形固定資産除却損  3,136 2,417  

保険積立金解約損益  △1,007 △5,892  

ゴルフ会員権評価損益  － △1,070  

減損損失  164,438 －  

売上債権の増減額  △5,081,176 △1,913,480  

たな卸資産の増減額  △7,688,147 1,312,991  

その他流動資産の増減額  △433,245 476,714  

仕入債務の増減額  4,033,170 △314,889  

未払消費税等の増減額  △138,637 323,503  

前受金の増減額  2,029,360 △1,249,337  

その他流動負債の増減額  △25,464 50,038  

取締役賞与の支払額  △30,160 △43,007  

その他  △222 △35,673  

小計  △1,600,268 1,695,161 3,295,429

利息及び配当金の受取額  48,004 47,092  

利息の支払額  △54,198 △59,318  

法人税等の支払額  △1,735,726 △2,641,896  

営業活動によるキャッシュ・
フロー

 △3,342,189 △958,960 2,383,228
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前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（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（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・
フロー

    

定期預金の預入による支出  △217,960 △213,960  

定期預金の払戻による収入  217,960 217,960  

有形固定資産の取得による
支出

 △1,951,734 △1,692,595  

有形固定資産の売却による
収入

 15,310 2,676,322  

投資有価証券の取得による
支出

 △11,517 △1,544  

連結範囲の変更を伴う子会
社株式の取得による収入

 － 52,590  

短期貸付金の純増減額  11,560 －  

長期貸付けによる支出  △1,814 －  

長期貸付金の回収による収
入

 5,804 3,820  

保険積立金の積立による支
出

 △36,686 △33,171  

保険積立金の払戻による収
入

 8,192 34,534  

長期未収入金の回収による
収入

 － 33,000  

その他  △86,867 △8,615  

投資活動によるキャッシュ・
フロー

 △2,047,752 1,068,341 3,116,094

     

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・
フロー

    

短期借入金の純増減額  6,495,486 595,371  

自己株式の取得による支出  △27,664 △152  

配当金の支払額  △299,903 △359,032  

財務活動によるキャッシュ・
フロー

 6,167,918 236,186 △5,931,731

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換
算差額

 △31 44 76

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額  777,944 345,612 △432,322

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残
高

 917,360 1,695,304 777,944

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残
高

※１ 1,695,304 2,040,917 345,612
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数　　３社

連結子会社の名称

中央ロジテック㈱

静清鋼業㈱

㈱浜松アイ・テック

連結子会社の数　　４社

連結子会社の名称

中央ロジテック㈱

静清鋼業㈱

㈱浜松アイ・テック

ファブ・トーカイ㈱

　なお、ファブ・トーカイ㈱につきま

しては、平成17年10月17日に株式を取

得したため当連結会計年度より連結の

範囲に含めております。

２．持分法の適用に関する事項 　非連結子会社及び関連会社はありません。 同左

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　すべての連結子会社の事業年度の末日は、

連結決算日と一致しております。

同左

４．会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及

び評価方法

イ　有価証券

①　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）を採用しております。

イ　有価証券

①　その他有価証券

時価のあるもの

同左

時価のないもの

　移動平均法による原価法を採用して

おります。

時価のないもの

同左

ロ　たな卸資産

①　商品、製品、原材料、仕掛品

　主として総平均法による原価法

ロ　たな卸資産

①　商品、製品、原材料、仕掛品

同左

②　その他のたな卸資産

　最終仕入原価法

②　その他のたな卸資産

同左

(2）重要な減価償却資産の減

価償却の方法

イ　有形固定資産

　定率法（ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（付属設備を除く）に

ついては定額法）を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

建物及び構築物　　　７年～50年

機械装置及び運搬具　５年～11年

イ　有形固定資産

同左

ロ　その他の固定資産

　定額法を採用しております。

　なお、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）に基づく定額法を採用しております。

ロ　その他の固定資産

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(3）重要な引当金の計上基準 イ　貸倒引当金

　当連結会計年度末保有の債権の貸倒に

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。

イ　貸倒引当金

同左

ロ　賞与引当金

　従業員に対する賞与支給に備えるため、

賞与支給見込額のうち当連結会計年度対

応額を計上しております。

　なお、当社は従業員に対する賞与につ

いて、従来、未払費用に含めて表示して

おりましたが、当連結会計年度に支給対

象期間の変更を行ったことに伴い、当連

結会計年度末においては賞与引当金とし

て表示しております。また、前連結会計

年度末の未払費用に含まれる賞与額は

105,489千円であります。

ロ　賞与引当金

　当社及び一部の連結子会社は、従業員

に対する賞与支給に備えるため、賞与支

給見込額のうち当連結会計年度対応額を

計上しております。

ハ　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、「退

職給付会計に関する実務指針（中間報

告）」（日本公認会計士協会・会計制度

委員会報告第13号　平成11年９月14日）

に規定されている「小規模企業等におけ

る簡便法」のうち、自己都合連結会計年

度末要支給額を計上しております。

ハ　退職給付引当金

　当社及び一部の連結子会社は、従業員

の退職給付に備えるため、「退職給付会

計に関する実務指針（中間報告）」（日

本公認会計士協会・会計制度委員会報告

第13号　平成11年９月14日）に規定され

ている「小規模企業等における簡便法」

のうち、自己都合連結会計年度末要支給

額を計上しております。

ニ　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、

内規に基づく連結会計年度末要支給額を

引当計上しております。

ニ　役員退職慰労引当金

当社及び一部の連結子会社は、役員の退

職慰労金の支給に備えるため、内規に基

づく連結会計年度末要支給額を引当計上

しております。

(4）重要なリース取引の処理

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
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(5）重要なヘッジ会計の方法 イ　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用しております。

また、為替変動リスクのヘッジについて

振当処理の要件を充たしている場合には

振当処理を採用しております。

イ　ヘッジ会計の方法

同左

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段……為替予約

ヘッジ対象……外貨建金銭債務

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段……同左

ヘッジ対象……同左

ハ　ヘッジ方針

　社内規程に基づき、為替変動リスクの

ヘッジを行っております。

ハ　ヘッジ方針

同左

ニ　ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象及びヘッジ手段の時価変動

額を比較し有効性を評価しております。

ニ　ヘッジ有効性評価の方法

同左

(6）その他連結財務諸表作成

のための重要な事項

イ　消費税等の会計処理の方法

　税抜方式によっております。

イ　消費税等の会計処理の方法

同左

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しております。

同左

６．連結調整勘定の償却に関

する事項

　連結調整勘定の償却については、５年間

の均等償却を行っております。

同左

７．利益処分項目等の取扱い

に関する事項

　連結剰余金計算書は、連結会社の利益処

分について連結会計年度中に確定した利益

処分に基づいて作成しております。

同左

８．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。

同左
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（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日に終了する連結会計年度に係

る連結財務諸表から適用できることになったことに伴い、

当連結会計年度から同会計基準及び同適用指針を適用して

おります。これにより税金等調整前当期純利益は164,438

千円減少しております。

また、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載

しております。

なお、減損損失累計額につきましては、改正後の連結財

務諸表規則に基づき減価償却累計額に含めて表示しており

ます。

──────

表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日

至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（連結貸借対照表）

「前受金」は、前連結会計年度まで、流動負債の「その

他」に含めて表示しておりましたが、当連結会計年度にお

いて、負債、少数株主持分及び資本の合計額の100分の５

を超えたため区分掲記いたしました。

なお、前連結会計年度末における「前受金」は615,407

千円であります。

──────

（連結キャッシュ・フロー計算書）

営業活動によるキャッシュ・フローの「前受金の増減

額」は、前連結会計年度は「その他流動負債の増減額」に

含めて表示しておりましたが、金額的重要性が増したため

区分掲記しております。

なお、前連結会計年度における「その他流動負債の増減

額」に含まれている「前受金の増減額」は125,785千円の

減少であります。

 ──────
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

　１．受取手形裏書譲渡高 6,660,699千円 　１．受取手形裏書譲渡高 6,756,501千円

※２．減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれてお

ります。

※２．減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれてお

ります。

※３．当社の発行済株式総数は、普通株式12,215,132株で

あります。

※３．当社の発行済株式総数は、普通株式12,215,132株で

あります。

※４．当社が保有する自己株式の数は、普通株式241,392

株であります。

※４．当社が保有する自己株式の数は、普通株式241,484

株であります。

　５．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行５行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を

締結しております。これらの契約に基づく当連結会計

度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

　５．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行６行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を

締結しております。これらの契約に基づく当連結会計

度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

当座貸越契約及び貸出コミット

メントの総額
13,500,000千円

借入実行残高 10,300,000千円

差引額 3,200,000千円

当座貸越契約及び貸出コミット

メントの総額
17,000,000千円

借入実行残高 10,900,000千円

差引額 6,100,000千円
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１．減損損失 ※１．　　　　　　　──────

当連結会計年度において、当社グループは以下の資

産グループについて減損損失を計上しました。

場所 用途 種類
減損金額
（千円）

静岡県
伊東市

賃貸物件
土地・建物及
び構築物他

131,182

横浜市
南区他

遊休
不動産

土地・建物及
び構築物

33,256

当社グループは、主に営業エリアを基礎として東海、

関東及び北陸の３地区にグルーピングしております。

グルーピングの単位である各地区におきましては、

減損の兆候がありませんでしたが、その他の営業資産

と相互補完関係を有しない独立した当該賃貸物件及び

遊休不動産の土地等の市場価額が著しく下落している

ことにより、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（164,438千円）として特別損失

に計上しました。

なお、回収可能価額は正味売却価額により測定して

おり、主として相続税評価額等により評価しておりま

す。

※２．　　　　　　　────── ※２．固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

建物及構築物 1,191,139千円

機械装置及び運搬具 890,852千円

土地 370,642千円

その他 123,578千円

　　計 2,576,213千円

※３．　　　　　　　────── ※３．貸倒引当金戻入額には保証債務戻入額68,300千円が

含まれております。

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日

至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

(平成17年３月31日現在) (平成18年３月31日現在)

現金及び預金勘定 1,826,285千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △130,980千円

現金及び現金同等物 1,695,304千円

現金及び預金勘定 2,194,329千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △153,411千円

現金及び現金同等物 2,040,917千円
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①　リース取引

　ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。

②　有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類

前連結会計年度（平成17年３月31日） 当連結会計年度（平成18年３月31日）

取得原価
（千円）

連結貸借対
照表計上額
（千円）

差額
（千円）

取得原価
（千円）

連結貸借対
照表計上額
（千円）

差額
（千円）

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えるもの
      

株式 549,799 771,827 222,027 554,813 982,942 428,129

債券       

国債・地方債等 － － － － － －

社債 － － － － － －

その他 － － － － － －

その他 6,351 7,700 1,349 6,351 11,303 4,952

小計 556,150 779,527 223,376 561,164 994,245 433,081

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えないもの
      

株式 3,598 3,348 △249 － － －

債券       

国債・地方債等 － － － － － －

社債 － － － － － －

その他 － － － － － －

その他 10,711 9,559 △1,151 10,840 9,326 △1,513

小計 14,309 12,908 △1,401 10,840 9,326 △1,513

合計 570,459 792,435 221,975 572,004 1,003,572 431,568

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 
前連結会計年度（平成17年３月31日） 当連結会計年度（平成18年３月31日）

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券   

非上場株式

（店頭売買株式を除く）
49,528 23,955

③　デリバティブ取引

　ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。
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④　退職給付

１．採用している退職給付制度の概要

　当社及び一部の連結子会社は、退職一時金制度を採用しております。

２．退職給付債務及びその内訳

 
前連結会計年度

（平成17年３月31日）
当連結会計年度

（平成18年３月31日）

退職給付債務（千円）   

(1）退職給付引当金（千円） 862,273 858,535

　（注）　当社グループは退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

３．退職給付費用の内訳

 
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

退職給付費用（千円）   

(1）勤務費用（千円） 72,618 78,024

　（注）　当社グループは退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しているため、退職給付費用は全額勤務費用に含

めております。
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⑤　税効果会計

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（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）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

(単位：千円) (単位：千円)

繰延税金資産（流動）  

賞与引当金損金算入限度超過額 56,388

未払事業税否認 104,130

未実現棚卸資産売却益 8,371

棚卸資産評価差額 26,317

その他 1,695

繰延税金資産（流動）計 196,904

繰延税金資産（流動）の純額 196,904

  

繰延税金資産（固定）  

退職給付引当金否認額 255,524

貸倒引当金損金算入限度超過額 127,894

役員退職慰労引当金繰入額 178,994

ゴルフ会員権評価損 7,088

減損損失 65,069

有価証券評価損 15,503

繰越欠損金 45,033

その他 1,191

繰延税金資産（固定）小計 696,299

評価性引当金 △46,538

繰延税金資産（固定）計 649,760

繰延税金負債（固定）  

固定資産圧縮積立金 663,149

その他有価証券評価差額金 88,311

その他 6,962

繰延税金負債（固定）計 758,423

繰延税金負債（固定）の純額 108,662

繰延税金資産（流動）  

賞与引当金損金算入限度超過額 52,026

未払事業税否認 36,095

未実現棚卸資産売却益 13,958

棚卸資産評価差額 31,682

その他 11

繰延税金資産（流動）計 133,773

繰延税金負債（流動）  

その他 282

繰延税金負債（流動）計 282

繰延税金資産（流動）の純額 133,491

  

繰延税金資産（固定）  

退職給付引当金否認額 277,624

貸倒引当金損金算入限度超過額 48,970

役員退職慰労引当金繰入額 189,185

減損損失 64,688

有価証券評価損 25,656

繰越欠損金 41,117

その他 886

繰延税金資産（固定）小計 648,128

評価性引当金 △43,220

繰延税金資産（固定）計 604,908

繰延税金負債（固定）  

固定資産圧縮積立金 1,428,762

その他有価証券評価差額金 171,791

その他 7,271

繰延税金負債（固定）計 1,607,825

繰延税金負債（固定）の純額 1,002,917

(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内訳

(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内訳

(単位：％) (単位：％)

法定実効税率 39.7

（調整）  

交際費等永久に損金に加算されない項目 0.4

住民税均等割額 0.4

連結子会社欠損金 △0.1

留保金課税 4.4

その他 0.3

税効果会計適用後の法人税の負担率 45.1

法定実効税率 39.7

（調整）  

交際費等永久に損金に加算されない項目 0.6

住民税均等割額 0.4

連結子会社欠損金 △0.1

留保金課税 1.4

その他 0.2

税効果会計適用後の法人税の負担率 42.2
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⑥　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

 
鋼材の販売
・加工事業
（千円）

鉄骨工事
請負事業
（千円）

その他事業
（千円）

計
（千円）

消去又は
全社
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高       

(1）外部顧客に対する

売上高
45,151,827 7,776,180 193,041 53,121,049 － 53,121,049

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高

4 － 1,154,088 1,154,092 (1,154,092) －

計 45,151,832 7,776,180 1,347,130 54,275,142 (1,154,092) 53,121,049

営業費用 40,523,750 7,863,469 1,278,485 49,665,704 (990,956) 48,674,748

営業損益 4,628,082 △87,289 68,644 4,609,437 (163,136) 4,446,301

Ⅱ　資本、減価償却費、

減損損失及び資本的

支出

      

資産 37,849,450 4,493,462 672,779 43,015,693 2,896,301 45,911,995

減価償却費 527,818 － 69,448 597,266 15,682 612,949

減損損失 33,256 － － － 131,182 164,438

資本的支出 1,796,900 － 140,450 1,937,350 17,108 1,954,459

　（注）１．事業区分は事業の種類を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な製品

(1) 鋼材の販売・加工事業……Ｈ形鋼、鋼板、コラム等の一般鋼材の商品及び製品

(2) 鉄骨工事請負事業…………鉄骨工事

(3) その他事業…………………運送業、倉庫業他

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は184,787千円であり、その主なものは

当社の本社管理部門に係る費用であります。

４．資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は3,208,427千円であり、当社の余資運用資金（現金、

預金、有価証券等）及び管理部門に係る資産等であります。
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当連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

 
鋼材の販売
・加工事業
（千円）

鉄骨工事
請負事業
（千円）

その他事業
（千円）

計
（千円）

消去又は
全社
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高       

(1）外部顧客に対する

売上高
53,211,144 13,489,973 160,417 66,861,535 － 66,861,535

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高

333,795 15,741 1,555,298 1,904,835 (1,904,835) －

計 53,544,939 13,505,714 1,715,716 68,766,370 (1,904,835) 66,861,535

営業費用 51,430,031 13,357,242 1,612,451 66,399,725 (1,753,111) 64,269,889

営業損益 2,114,908 148,472 103,265 2,366,645 (151,723) 2,591,646

Ⅱ　資本、減価償却費、

減損損失及び資本的

支出

      

資産 39,991,620 4,700,180 812,469 45,128,131 3,048,954 48,062,234

減価償却費 568,608 6,549 102,247 677,405 14,104 691,510

資本的支出 1,526,027 7,571 159,135 1,692,733 － 1,692,733

　（注）１．事業区分は事業の種類を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な製品

(1) 鋼材の販売・加工事業……Ｈ形鋼、鋼板、コラム等の一般鋼材の商品及び製品

(2) 鉄骨工事請負事業…………鉄骨工事

(3) その他事業…………………運送業、倉庫業他

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は178,973千円であり、その主なものは

当社の本社管理部門に係る費用であります。

４．資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は3,658,203千円であり、当社の余資運用資金（現金、

預金、有価証券等）及び管理部門に係る資産等であります。

ｂ．所在地別セグメント情報

　前連結会計年度及び当連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がな

いため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

　前連結会計年度及び当連結会計年度において、海外売上高がないため、該当事項はありません。

⑦　関連当事者との取引

前連結会計年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

　該当事項はありません。

当連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日

至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（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 1,604.92円

１株当たり当期純利益金額 206.34円

１株当たり純資産額 1,845.60円

１株当たり当期純利益金額 260.19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。

 
前連結会計年度

(自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(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） 2,514,907 3,154,656

普通株主に帰属しない金額（千円） 43,007 39,207

（うち利益処分による取締役賞与金） (43,007) (39,207)

普通株式に係る当期純利益（千円） 2,471,900 3,115,448

期中平均株式数（株） 11,979,645 11,973,663

（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

　平成17年６月８日開催の当社の取締役会において、当社

神奈川支店の敷地の一部を、国土交通省施行の神奈川468

号新設（さがみ縦貫道路）工事に伴う収用により譲渡する

こととし、同日付で契約を締結しました。

──────

(1) 譲渡先　　　国土交通省　関東地方整備局

横浜国道事務所

(2) 譲渡資産　　神奈川県厚木市上依知字鬼ヶ谷

2900-1他5筆

土地　　　実測面積　2,610.97㎡

(3) 譲渡金額及び移転補償金

土地 220,882千円

移転補償金 2,451,195千円

　　計 2,672,078千円

(4) 物件引渡し期日　　平成18年３月31日

上記資産の譲渡等により、翌連結会計年度において

約2,526,697千円を特別利益として計上する見込みであ

ります。
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５．生産、受注及び販売の状況
(1）生産実績

事業の種類別セグメントの名称

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

金額（千円） 金額（千円）

鋼材の販売・加工事業 13,050,782 15,585,437

鉄骨工事請負事業 － －

その他事業 － －

合計 13,050,782 15,585,437

(2）受注状況

事業の種類別セグメントの名称

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

受注高
（千円）

受注残高
（千円）

受注高
（千円）

受注残高
（千円）

鋼材の販売・加工事業 13,198,322 420,188 15,544,258 365,245

鉄骨工事請負事業 8,632,942 1,914,764 12,196,891 2,923,630

その他事業 － － － －

合計 21,831,264 2,334,952 27,741,149 3,288,876

(3）販売実績

事業の種類別セグメントの名称

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

金額（千円） 金額（千円）

鋼材の販売・加工事業 45,151,827 53,211,144

鉄骨工事請負事業 7,776,180 13,489,973

その他事業 193,041 160,417

合計 53,121,049 66,861,535
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