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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18日 
上 場 会 社 名 株式会社ＮＩＴＴＯＨ 上 場 取 引 所  名２ 
コ ー ド 番 号 １７３８ 本社所在都道府県 愛知県 
(URL http://www.nittoh-info.co.jp./) 
代 表 者 役職名 代表取締役社長 氏名 中野 英樹  
問合わせ先責任者 役職名 経理部長 氏名 伊藤 寿朗 ＴＥＬ (052)915-3210 

(052)915－3210 決算取締役会開催日 平成18年５月18日  
配当支払開始予定日 平成18年６月19日 中間配当制度の有無 有 
単元株制度採用の有無 有(１単元1,000株) 定時株主総会開催日 平成18年６月17日 
 

1. 平成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四捨五入しております。 

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

平成18年３月期 3,735 (6.6) 158 (104.8) 234 (52.3) 

平成17年３月期 3,504 (7.7) 77 (△18.8) 153 (15.8) 
 

 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 ％ ％ ％

平成18年３月期 149 (45.2) 71 23 ─ ─ 10.8 8.5 6.3 

平成17年３月期 103 (123.0) 49 18 ─ ─ 8.1 5.9 4.4 
 
 (注) ① 期中平均株式数 18年３月期  2,029,000株 17年３月期  2,029,000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、対前期増減率です。 
 

 (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 ％ ％

平成18年３月期 8 00 ─ ─ 8 00 16 11.2 1.1 

平成17年３月期 6 50 ─ ─ 6 50 13 13.2 1.0 

 

 (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

平成18年３月期 2,862 1,461 51.0 717 63 

平成17年３月期 2,633 1,311 49.8 644 76 
 
 (注) ① 期末発行済株式数 平成18年３月期  2,029,000株   平成17年３月期  2,029,000株 
    ② 期末自己株式数  平成18年３月期    1,180株   平成17年３月期    1,180株 
 

2. 平成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） 
  

 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 2,159 255 139 ─ ─ ─ ─ 

通   期 4,000 259 143 ─ 8 00 8 00 
 
 (参考) １株当たり予想当期純利益（通期） 70円68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、実際の業績は、さ
まざまな要因によって、予想数値と異なる場合があります。 

１ 株 当 た り 年 間 配 当 金 
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１ 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) 

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   387,902   456,639  

２ 受取手形   32,534   37,751  

３ 完成工事未収入金   350,524   318,013  

４ 営業未収入金   114,693   126,109  

５ 原材料   66,085   71,585  

６ 未成工事支出金   34,487   37,471  

７ 仕掛品   2,303   899  

８ 貯蔵品   9,309   9,615  

９ 前払費用   7,917   6,181  

10 繰延税金資産   35,781   44,671  

11 未収入金   84,979   68,838  

12 その他   1,880   160  

貸倒引当金   △7,203   △5,643  

流動資産合計   1,121,195 42.6  1,172,294 41.0 

Ⅱ 固定資産        

１ 有形固定資産        

(1) 建物 ※１ 358,240   358,240   

減価償却累計額  119,297 238,942  130,357 227,882  

(2) 構築物  10,133   10,354   

減価償却累計額  1,260 8,872  2,028 8,325  

(3) 機械及び装置  6,482   7,074   

減価償却累計額  5,106 1,375  5,456 1,617  

(4) 車両運搬具  700   700   

減価償却累計額  665 35  665 35  

(5) 工具器具備品  42,327   43,134   

減価償却累計額  35,879 6,448  37,582 5,552  

(6) 土地 ※１  423,043   575,395  

(7) 建設仮勘定   ―   9,300  

有形固定資産合計   678,716 25.8  828,108 28.9 

２ 無形固定資産        

(1) ソフトウェア   5,538   4,274  

(2) 電話加入権   4,731   4,642  

(3) その他   309   272  

無形固定資産合計   10,579 0.4  9,189 0.3 
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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   70,113   97,641  

(2) 関係会社株式   605,892   605,892  

(3) 出資金   250   250  

(4) 長期貸付金   668   ─  

(5) 破産債権等   11,409   14,999  

(6) 長期前払費用   1,297   794  

(7) 繰延税金資産   19,073   10,069  

(8) 差入保証金   43,561   47,530  

(9) 保険積立金   15,604   15,456  

(10) 前払年金費用   63,527   71,956  

(11) 会員権   1,230   1,230  

(12) その他   2,000   2,000  

貸倒引当金   △11,699   △14,999  

投資その他の資産合計   822,928 31.2  852,820 29.8 

固定資産合計   1,512,224 57.4  1,690,119 59.0 

資産合計   2,633,420 100.0  2,862,413 100.0 
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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   68,596   72,772  

２ 工事未払金   262,796   243,522  

３ 営業未払金   40,437   49,736  

４ 関係会社短期借入金   70,000   200,000  

５ 短期借入金 ※１  300,000   80,000  
６ 一年以内返済予定 

長期借入金 ※１  67,500   88,375  

７ 未払金   27,677   26,970  

８ 未払費用   40,962   45,244  

９ 未払消費税等   12,933   19,022  

10 未払法人税等   2,303   87,816  

11 未成工事受入金   2,722   16,071  

12 預り金   2,963   3,186  

13 賞与引当金   61,300   67,400  

14 工事等補償引当金   16,300   17,600  

15 その他   268   53  

流動負債合計   976,760 37.1  1,017,771 35.6 

Ⅱ 固定負債        

１ 長期借入金 ※１  124,375   142,000  

２ 退職給付引当金   69,399   76,738  

３ 役員退職慰労引当金   62,074   64,305  

４ 預り保証金   89,308   100,417  

固定負債合計   345,157 13.1  383,462 13.4 

負債合計   1,321,917 50.2  1,401,233 49.0 

(資本の部)        

Ⅰ 資本金 ※２  186,072 7.1  186,072 6.5 

Ⅱ 資本剰余金        

１ 資本準備金   145,813   145,813  

資本剰余金合計   145,813 5.5  145,813 5.1 

Ⅲ 利益剰余金        

１ 利益準備金   13,700   13,700  

２ 任意積立金        

(1) 別途積立金  750,000 750,000  750,000 750,000  

３ 当期未処分利益   199,749   332,910  

利益剰余金合計   963,449 36.6  1,096,610 38.3 

Ⅳ その他有価証券評価差額金   16,520 0.6  33,036 1.1 

Ⅴ 自己株式 ※３  △351 △0.0  △351 △0.0 

資本合計   1,311,502 49.8  1,461,180 51.0 

負債及び資本合計   2,633,420 100.0  2,862,413 100.0 
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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 完成工事高  2,284,801   2,544,808   

２ 住宅等サービス収入  1,219,738 3,504,539 100.0 1,191,006 3,735,814 100.0 

Ⅱ 売上原価        

１ 完成工事原価  1,812,306   1,955,324   

２ 住宅等サービス原価  485,632 2,297,938 65.6 454,044 2,409,368 64.5 

売上総利益        

完成工事総利益  472,495   589,483   

住宅等サービス総利益  734,106 1,206,601 34.4 736,962 1,326,446 35.5 

Ⅲ 販売費及び一般管理費        

１ 販売手数料  1,561   1,488   

２ 広告宣伝費  77,150   65,445   

３ 貸倒引当金繰入額  ―   4,629   

４ 役員報酬  55,704   48,651   

５ 給料手当  465,127   499,844   

６ 賞与  60,217   67,049   

７ 賞与引当金繰入額  45,080   56,138   

８ 退職給付費用  11,986   16,789   

９ 役員退職慰労引当金 
  繰入額  5,070   3,531   

10 法定福利費  82,812   92,523   

11 福利厚生費  10,311   15,105   

12 交際費  11,569   10,605   

13 旅費交通費  42,756   21,640   

14 車両維持費  19,861   25,336   

15 通信費  29,049   26,409   

16 水道光熱費  5,995   7,904   

17 消耗品費  24,653   20,907   

18 租税公課  6,899   8,805   

19 事業税等  4,446   5,012   

20 減価償却費  12,704   11,237   

21 保険料  9,690   7,327   

22 賃借料  69,657   59,802   

23 その他  76,809 1,129,117 32.2 91,575 1,167,763 31.3 

営業利益   77,484 2.2  158,682 4.2 
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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 
(％) 

Ⅳ 営業外収益        

１ 受取利息  61   32   

２ 受取配当金 ※１ 50,703   50,772   

３ 経営指導料 ※１ 20,640   20,640   

４ 社員出向費  8,800   ─   

５ その他  3,768 83,974 2.4 9,604 81,049 2.2 

Ⅴ 営業外費用        

１ 支払利息 ※１ 5,722   5,378   

２ 貸倒引当金繰入額  140   ─   

３ その他  1,968 7,831 0.2 321 5,700 0.1 

経常利益   153,627 4.4  234,031 6.3 

Ⅵ 特別利益        

１ 前期損益修正益 ※２ 1,000   ─   

２ 貸倒引当金戻入益  476   290   

３ 保険解約益  6,449 7,925 0.2 10,119 10,409 0.2 

Ⅶ 特別損失        

１ 固定資産売却損 ※３ ―   387   

２ 固定資産除却損 ※４ 5,148   265   

３ ゴルフ会員権評価損  240 5,388 0.2 ─ 652 0.0 

税引前当期純利益   156,163 4.4  243,789 6.5 

法人税、住民税 
及び事業税  30,087   105,062   

法人税等調整額  23,005 53,092 1.5 △10,898 94,164 2.5 

当期純利益   103,070 3.0  149,624 4.0 

前期繰越利益   96,678   183,285  

当期未処分利益   199,749   332,910  
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③ 利益処分案 
 

  前事業年度 
(平成17年６月21日) 

当事業年度 
(平成18年６月17日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 当期未処分利益   199,749  332,910 

Ⅱ 利益処分額      

１ 配当金  13,188  16,232  

２ 役員賞与金  3,275  5,100  

(うち監査役賞与金)  (300)  (400)  

３ 任意積立金      

別途積立金  ─ 16,463 200,000 221,332 

Ⅲ 次期繰越利益   183,285  111,578 

      
(注) 日付は、株主総会承認日であります。 
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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 

(1) 子会社株式 

 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 

 期末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) 

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 

(1) 子会社株式 

 同左 

(2) その他有価証券 

 時価のあるもの 

 同左 

２ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

(1) 原材料 

 総平均法による原価法 

(2) 未成工事支出金 

 個別法による原価法 

(3) 仕掛品 

 個別法による原価法 

(4) 貯蔵品 

 最終仕入原価法による原価法 

２ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

(1) 原材料 

 同左 

(2) 未成工事支出金 

 同左 

(3) 仕掛品 

 同左 

(4) 貯蔵品 

 最終仕入原価法による原価法 

３ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

① 建物及び構築物 

 定額法 

② その他の有形固定資産 

 定率法 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりでありま

す。 

  建物   11～47年 

３ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

① 建物及び構築物 

 同左 

② その他の有形固定資産 

 同左 

(2) 無形固定資産 

定額法 

(2) 無形固定資産 

同左 

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検討し、回収

不能見込額を計上しております。 

４ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

 同左 

(2) 賞与引当金 

 従業員の賞与の支払に備えるため、支給見込額に

基づき計上しております。 

(2) 賞与引当金 

 同左 

(3) 工事等補償引当金 

 完成工事及び住宅等サービスに係る瑕疵担保の費

用等に備えるため、当期の完成工事高及び住宅等サ

ービス収入に過去の補修費の支出割合を乗じた額を

計上しております。 

(3) 工事等補償引当金 

 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) 

(4) 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(自己都合要支給額)及び年金資産に基

づき計上しております。ただし、適格退職年金制度

においては、年金資産が退職給付債務を超過してい

るため、投資その他の資産に前払年金費用として

63,527千円を計上しております。 

(4) 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(自己都合要支給額)及び年金資産に基

づき計上しております。ただし、適格退職年金制度

においては、年金資産が退職給付債務を超過してい

るため、投資その他の資産に前払年金費用として   

71,956千円を計上しております。 

(5) 役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支払に備えるため、内規に基

づく期末要支給額を計上しております。 

(5) 役員退職慰労引当金 

 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。 

５ リース取引の処理方法 

 同左 

６ 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 

 税抜方式によっております。 

６ 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 

 

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) 

 前期まで独立掲記しておりました「社員出向費」(前

期8,800千円)は、営業外収益の100分の10以下となった

ため、当期より「その他」に含めて表示しておりま

す。 

 

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)を適用しております。 

 これにより損益に与える影響はありません。 
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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) 

 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4,446千

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 担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は次のとおりであります。 

 建物 114,255千円

 土地 222,983千円

 計 337,238千円
 

※１ 担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は次のとおりであります。 

 建物 109,311千円

 土地 222,983千円

 計 332,295千円
 

 担保付債務は次のとおりであります。 

 短期借入金 150,000千円

 一年内返済予定長期借入金 67,500千円

 長期借入金 124,375千円

  計 341,875千円
 

 担保付債務は次のとおりであります。 

 短期借入金 80,000千円

 一年内返済予定長期借入金 64,375千円

 長期借入金 60,000千円

  計 204,375千円
 

※２ 会社が発行する株式の総数 

 普通株式 6,700,000株

発行済株式総数 

 普通株式 2,030,180株
 

※２ 会社が発行する株式の総数 

 普通株式 6,700,000株

発行済株式総数 

 普通株式 2,030,180株
 

※３ 自己株式の保有数 

 普通株式 1,180株
 

※３ 自己株式の保有数 

 普通株式 1,180株
 

 ４ 配当制限 

 商法施行規則第124条第３号に規定する純資産額

は16,520千円であります。 

 ４ 配当制限 

 商法施行規則第124条第３号に規定する純資産額

は33,036千円であります。 
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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 関係会社との取引高 

受取配当金 50,000千円

経営指導料 20,640千円
 

※１ 関係会社との取引高 

受取配当金 50,000千円

経営指導料 20,640千円

支払利息 1,111千円
 

※２ 前期損益修正益の内訳 

過年度支払手数料修正益 1,000千円
 

 
―――― 

 
―――― 

※３ 固定資産売却損の内訳 

車両運搬具 350千円

電話加入権 36千円

計 387千円
 

※４ 固定資産除却損の内訳 

建物 4,555千円

器具備品 191千円

解体撤去費用等 401千円

計 5,148千円
 

※４ 固定資産除却損の内訳 

構築物 219千円

電話加入権 45千円

計 265千円
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(2) 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) 

１ 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 

 (借主側) 

(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 

 (借主側) 

(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 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

期末残高 
相当額 
(千円) 

車両運搬具 64,920 28,914 36,006 

合計 64,920 28,914 36,006 

(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。 

 
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) 

車両運搬具 63,001 31,370 31,631 

合計 63,001 31,370 31,631 

(注)同左 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 12,651千円

１年超 23,354千円

合計 36,006千円

(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。 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 11,118千円

１年超 20,512千円

合計 31,631千円

(注)同左 

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 12,427千円 

減価償却相当額 12,427千円 
 

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 14,019千円 

減価償却相当額 14,019千円 
 

(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 

 同左 

２ オペレーティング・リース取引 

 (借主側) 

未経過リース料 

１年内 8,577千円

１年超 3,714千円

合計 12,292千円
 

２ オペレーティング・リース取引 

 (借主側) 

未経過リース料 

１年内 9,419千円

１年超 12,020千円

合計 21,440千円
 

 

(3) 有価証券関係 

前事業年度(平成17年３月31日現在)及び当事業年度(平成18年３月31日現在) 

前事業年度及び当事業年度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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(4) 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) 

 貸倒引当金 3,424千円

 未払事業税 921千円

 賞与引当金 24,520千円

 工事等補修引当金 6,520千円

 退職給付引当金 26,860千円

 役員退職慰労引当金 24,829千円

 ゴルフ会員権 6,930千円

 その他 4,318千円

 繰延税金資産小計 98,325千円

 評価性引当額 △7,046千円

 繰延税金資産合計 91,278千円
 

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 

(繰延税金資産) 

 貸倒引当金 4,066千円

 未払事業税 6,620千円

 賞与引当金 26,960千円

 工事等補修引当金 7,040千円

 退職給付引当金 30,695千円

 役員退職慰労引当金 25,722千円

 ゴルフ会員権 6,930千円

 その他 4,443千円

 繰延税金資産小計 112,478千円

 評価性引当額 △6,930千円

 繰延税金資産合計 105,548千円
 

(繰延税金負債) 

 前払年金費用 △25,411千円

 その他有価証券評価差額金 △11,013千円

 繰延税金負債合計 △36,424千円

 繰延税金資産の純額 54,854千円
 

(繰延税金負債) 

 前払年金費用 △28,782千円

 その他有価証券評価差額金 △22,024千円

 繰延税金負債合計 △50,806千円

 繰延税金資産の純額 54,741千円
 

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 40.0％

(調整) 
受取配当金等永久に損金に算入されない
項目 △12.9％

交際費等永久に損金に算入されない項目 3.0％

住民税均等割 2.7％

留保金課税 1.2％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 34.0％
 

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100分の５以下

であるため注記を省略しております。 
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２ 役員の異動 

(1) 代表者の異動 

 退任予定代表取締役(平成18年６月17日付予定) 

代表取締役会長  堀  睦美 

 

(2) その他の役員の異動(平成18年６月17日付予定) 

① 新任取締役候補 

取締役 経理部長  伊藤 寿朗 (現 経理部長) 

 

② 新任監査役候補 

常 勤 監 査 役  高橋紀久夫 (現 企画開発室 担当部長) 

 


