
平成18年３月期 個別財務諸表の概要
平成18年５月19日

会社名 株式会社　旭ダンケ 上場取引所 ＪＱ

コード番号 ５２８１ 本社所在都道府県 北海道

(URL　http://www.asahidanke.co.jp)

代表者 役職名 代表取締役社長

 氏名 山下　勝久

問い合わせ先 責任者役職名 専務取締役管理本部長   

 氏名 栗山　正三 ＴＥＬ （０１６６）５７－２０１１

決算取締役会開催日 平成18年５月19日 中間配当制度の有無 有

配当支払開始予定日 平成－年－月－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．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は切り捨てて表示しております。

 売上高 営業損益 経常損益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年３月期 11,794 (　 5.4) 178 (　　－) 160 (　　－)

17年３月期 11,192 (　 6.8) △62 (　　－) △46 (　　－)

 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 △1,154 (　　－) △229 12 － － △30.7 1.2 1.4

17年３月期 17 (△33.3) 3 54 － － 0.4 △0.3 △0.4

(注) ①期中平均株式数 18年３月期 5,040,579株 17年３月期 5,044,614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 配当金総額

（年間）
配当性向

株主資本

配当率 中間 期末

 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年３月期 0 00 0 00 0 00 － － －

17年３月期 10 00 0 00 10 00 50 282.3 1.2

  

(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 13,127 3,153 24.0 625 76

17年３月期 13,953 4,367 31.3 866 28

(注) ①期末発行済株式数 18年３月期 5,039,310株 17年３月期 5,041,410株

 ②期末自己株式数 18年３月期 17,690株 17年３月期 15,590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
１株当たり年間配当金

中間 期末  

  百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭

中間期 5,883  △6  473  0 00 　― 　―

通　期 12,100  89  524  　― 10 00 10 00

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 103円61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。
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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 751,056 895,249

２．受取手形 533,810 685,559

３．売掛金 914,365 1,484,437

４．商品 146,716 186,272

５．販売用不動産 ※１ 1,390,762 1,493,475

６．製品 1,176,479 773,362

７．原材料 164,799 154,547

８．貯蔵品 19,007 17,041

９．前渡金 762 684

10．前払費用 23,755 32,719

11．繰延税金資産 28,663 －

12. 未収還付法人税等 － 23,569

13．その他 168,571 4,638

14．貸倒引当金 △15,694 △24,016

流動資産合計 5,303,057 38.0 5,727,541 43.6

Ⅱ　固定資産

(1）有形固定資産

１．建物 ※１ 2,713,481 2,579,281

減価償却累計額 1,782,883 930,598 1,802,607 776,673

２．構築物 ※１ 348,725 325,606

減価償却累計額 242,461 106,264 251,453 74,153

３．機械装置 ※１ 3,014,074 3,111,105

減価償却累計額 2,564,146 449,928 2,643,375 467,730

４．車両運搬具 677,231 675,274

減価償却累計額 578,162 99,069 599,363 75,911

５．工具器具備品 2,366,956 2,308,553

減価償却累計額 2,150,844 216,112 2,114,294 194,258

６．土地 ※1・8 3,892,924 3,424,294

７．建設仮勘定 278,214 －

有形固定資産合計 5,973,110 42.8 5,013,021 38.2

(2）無形固定資産

１．ソフトウェア 47,406 32,449

２．その他 26,594 19,714

無形固定資産合計 74,000 0.5 52,163 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 336,504 359,091

２．関係会社株式 23,000 120,000

３．出資金 12,790 11,870

４．関係会社長期貸付金 199,000 －

５．破産更生債権 77,880 48,471

６．長期前払費用 19,460 9,122

７．繰延税金資産 28,891 －

８．投資用不動産 ※１ 2,667,615 2,599,440

減価償却累計額 756,937 1,910,678 819,094 1,780,346

９．その他 74,135 54,391

10．貸倒引当金 △79,472 △48,471

投資その他の資産合計 2,602,868 18.7 2,334,822 17.8

固定資産合計 8,649,979 62.0 7,400,007 56.4

資産合計 13,953,037 100.0 13,127,549 100.0

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形 ※４ 1,842,487 1,157,432

２．買掛金 ※４ 656,994 1,610,010

３．短期借入金 ※１ 2,800,000 2,510,000

４．１年以内返済長期借入金 ※１ 887,037 1,245,251

５．未払金 317,184 548,389

６．未払費用 142,638 116,664

７．未払法人税等 46,171 8,463

８．前受金 10,117 8,780

９．預り金 10,573 4,050

10．営業外支払手形 61,359 26,420

11．賞与引当金 38,034 31,881

12．土地売却手付金 － 337,480

13．その他 31,112 71,643

流動負債合計 6,843,712 49.0 7,676,469 58.5
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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　固定負債

１．長期借入金 ※１ 2,678,431 2,164,929

２．退職給付引当金 46,905 50,288

３．繰延税金負債 － 14,713

４．その他 16,726 67,754

固定負債合計 2,742,063 19.7 2,297,686 17.5

負債合計 9,585,775 68.7 9,974,155 76.0

（資本の部）

Ⅰ　資本金 ※２ 1,350,250 9.7 1,350,250 10.3

Ⅱ　資本剰余金

(1）資本準備金 1,658,930 1,658,930

資本剰余金合計 1,658,930 11.9 1,658,930 12.6

Ⅲ　利益剰余金

(1）利益準備金 136,000 136,000

(2）任意積立金

１．別途積立金 1,130,000 1,130,000

２．特別償却準備金 5,790 3,997

(3）当期未処分利益又は当期
未処理損失（△）

80,599 △1,142,996

利益剰余金合計 1,352,390 9.7 127,001 0.9

Ⅳ　その他有価証券評価差額金 9,485 0.0 21,615 0.2

Ⅴ　自己株式 ※３ △3,793 △0.0 △4,402 △0.0

資本合計 4,367,261 31.3 3,153,393 24.0

負債・資本合計 13,953,037 100.0 13,127,549 100.0

- 36 -



(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．製品売上高 7,758,546 7,906,388

２．商品売上高 3,075,466 3,295,295

３．その他の売上高 358,012 11,192,025 100.0 592,500 11,794,184 100.0

Ⅱ　売上原価

(1）製品売上原価

１．期首製品棚卸高 1,048,492 1,176,479

２．当期製品仕入高 194,039 107,815

３．当期製品製造原価 ※3・5 6,153,026 5,815,874

合計 7,395,559 7,100,168

４．製品他勘定振替高 ※３ 88,189 3,372

５．期末製品棚卸高 ※２ 1,176,479 773,362

差引 6,130,890 6,323,433

(2）商品売上原価

１．期首商品棚卸高 158,457 146,716

２．当期商品仕入高 2,845,037 3,082,745

合計 3,003,495 3,229,461

３．商品他勘定振替高 ※３ 14,668 2,683

４．期末商品棚卸高 146,716 186,272

差引 2,842,110 3,040,505

(3）その他の売上原価 244,255 9,217,256 82.4 457,083 9,821,021 83.3

売上総利益 1,974,768 17.6 1,973,163 16.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費
※3・
4・5

2,037,308 18.2 1,795,131 15.2

営業利益又は営業損失
（△）

△62,539 △0.6 178,032 1.5
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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 1,625 1,767

２．受取配当金 ※１ 16,851 9,289

３．投資有価証券売却益  65,786 －

４．関係会社経営指導料  － 13,200

５．関係会社受取賃貸料 10,734 13,161

６．雑収入 34,347 129,345 1.2 48,057 85,475 0.7

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 78,405 78,890

２．手形売却損 12,519 11,748

３．支払リース料 8,532 7,821

４．雑損失 13,564 113,022 1.0 4,310 102,770 0.8

経常利益又は経常損失
（△）

△46,216 △0.4 160,737 1.4

Ⅵ　特別利益

１．固定資産売却益 ※1・6 117,364 7,110

２．前期損益修正益 － 10,661

３．その他 1,040 118,404 1.1 － 17,772 0.2

Ⅶ　特別損失

１．固定資産売却損 ※７ 1,129 －

２．固定資産除却損 ※７ 6,641 14,685

３．減損損失 ※８ － 966,280

４．役員退職慰労金 － 7,771 0.1 276,279 1,257,244 10.7

税引前当期純利益又は税
引前当期純損失（△）

64,416 0.6 △1,078,734 △9.1

法人税、住民税及び事業
税

65,590 12,165

法人税等調整額 △19,032 46,557 0.4 64,011 76,177 0.7

当期純利益又は当期純損
失（△）

17,858 0.2 △1,154,911 △9.8

前期繰越利益 62,740 31,978

抱合株式消却損 － 20,062

当期未処分利益 80,599 △1,142,996
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製造原価明細書

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）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ　材料費 3,104,172 50.5 3,103,974 53.4

Ⅱ　労務費 1,463,083 23.8 1,234,061 21.2

Ⅲ　経費 ※ 1,585,770 25.7 1,477,838 25.4

当期総製造費用 6,153,026 100.0 5,815,874 100.0

当期製品製造原価 6,153,026 5,815,874

原価計算の方法 原価計算の方法

　原価計算の方法は、工場別（製品

別）組別総合原価計算であり、期中

は予定原価を用い、原価差額は期末

において製品、売上原価に配賦して

おります。

同左

　（注）　※．主な内訳は次のとおりであります。

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）

運賃（千円） 490,695 531,507

減価償却費（千円） 312,622 271,806

消耗品費（千円） 106,931 155,994

その他の売上原価明細書

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 金額（千円）
構成比
（％）

区分 金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ　不動産販売原価 Ⅰ　不動産販売原価

用地取得費 19,351 用地取得費 56,068

外注工事費 146,100 外注工事費 314,174

商品評価損 － 商品評価損 24,682

その他 12,569 その他 －

不動産販売原価　計 178,020 72.9 不動産販売原価　計 394,925 86.4

Ⅱ　不動産賃貸料原価 66,234 27.1 Ⅱ　不動産賃貸料原価 62,157 13.6

その他の売上原価 244,255 100.0 その他の売上原価 457,083 100.0

原価計算の方法 原価計算の方法

　不動産販売の原価計算の方法は、個別原価計算によって

おります。
同左
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(3) 利益処分案及び損失処理案

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
株主総会承認日

（平成18年６月29日）

区分
注記
番号

金額（千円） 区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　当期未処分利益 80,599 Ⅰ　当期未処理損失 1,142,996

Ⅱ　任意積立金取崩額   Ⅱ　損失処理額

特別償却準備金取
崩額

1,793 1,793
１．任意積立金取崩

額

合計  82,392
(1)別途積立金

取崩額
1,130,000

Ⅲ　利益処分額
(2)特別償却準

備金取崩額
3,997

配当金 50,414 50,414
２．利益準備金取崩

額
8,998 1,142,996

Ⅳ　次期繰越利益 31,978 Ⅲ　次期繰越利益 －
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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

子会社株式

移動平均法による原価法

子会社株式

同左

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）

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

時価のないもの

同左

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

商品・製品・原材料

主として総平均法による低価法

商品・製品・原材料

同左

販売用不動産

個別法による原価法

販売用不動産

同左

貯蔵品

最終仕入原価法

貯蔵品

同左

３．固定資産の減価償却の方法 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（附属設備を除く）は定

額法）を採用しております。

なお、主な耐用年数は、建物26～50年、

機械装置７～12年であります。

有形固定資産

同左

無形固定資産

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）

に基づいております。

無形固定資産

同左

投資用不動産

定率法（ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（附属設備を除く）は定

額法）を採用しております。

なお、主な耐用年数は、建物50年であり

ます。

投資用不動産

同左

４．引当金の計上基準 (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

従業員に対して支給する賞与の支出に

備えるため、支給見込額の当期負担額

を計上しております。

(2）賞与引当金

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

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計上しており

ます。

会計基準変更時差異（136,572千円）

については、15年による均等額を費用

処理しております。

(3）退職給付引当金

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。

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

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。

消費税等の会計処理

同左

財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

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。これにより税

引前当期純損失は966,280千円増加しております。

　なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表等

規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。

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）

　前期まで区分掲記しておりました「貸倒引当金戻入益」

（当期1,040千円）は、特別利益の総額の100分の10以下と

なったため、特別利益の「その他」に含めて表示すること

にしました。

 ──────
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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 担保資産 ※１ 担保資産

（担保に供している資産）
（内財団抵当

部分）

販売用不動産 9,538千円 －千円

建物 699,967 53,956

構築物 440 440

機械装置 31,025 31,025

土地 3,147,507 723,078

投資用不動産 1,300,030 －

計 5,188,509 808,500

（上記に対応する債務）
（内財団抵当

部分）

短期借入金 2,379,200千円 －千円

１年以内返済長

期借入金
887,037 40,000

長期借入金 2,678,431 710,000

計 5,944,668 750,000

（担保に供している資産）
（内財団抵当

部分）

販売用不動産 9,538千円 －千円

建物 540,739 47,619

構築物 440 440

機械装置 31,025 31,025

土地 2,968,677 723,078

投資用不動産 1,306,637 －

計 4,857,058 802,163

（上記に対応する債務）
（内財団抵当

部分）

短期借入金 2,410,000千円 －千円

１年以内返済長

期借入金
1,245,251 －

長期借入金 2,164,929 640,000

計 5,856,491 640,000

※２ 授権株式数及び発行済株式の総数 ※２ 授権株式数及び発行済株式の総数

授権株式数

普通株式 11,000,000株

発行済株式の総数

普通株式 5,057,000株

授権株式数

普通株式 11,000,000株

発行済株式の総数

普通株式 5,057,000株

※３ 自己株式 ※３ 自己株式

当社が保有する自己株式の数は、普通株式15,590株

であります。

当社が保有する自己株式の数は、普通株式17,690株

であります。

※４ 関係会社項目 ※４ 関係会社項目

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資産・負債は次のとおりであり

ます。

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資産・負債は次のとおりであり

ます。

支払手形及び買掛金 838,357千円 支払手形及び買掛金 697,121千円

　５ 偶発債務 　５ 偶発債務

(1）関係会社の金融機関からの借入に対して次のと

おり連帯保証を行っております。

(1）関係会社の金融機関からの借入に対して次のと

おり連帯保証を行っております。

㈱ニシモト 340,616千円

旭勇産業㈱ 62,250千円

旭勇産業㈱ 553,975千円

(2）当社従業員の福利厚生を目的とした提携フリー

ローン制度による金融機関からの借入に対し連

帯保証を行っております。

(2）当社従業員の福利厚生を目的とした提携フリー

ローン制度による金融機関からの借入に対し連

帯保証を行っております。

17,459千円 11,236千円

　６ 受取手形割引高 1,502,638千円

（内関係会社受取手形割引高 76,204千円）

　６ 受取手形割引高 1,188,125千円

（内関係会社受取手形割引高 36,309千円）
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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）

　７ 配当制限 　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9,485千円

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21,615千円

であります。

※８ 有形固定資産に含まれている、用途検討中の土地が

あります。 

旭川市永山１条18丁目11－５ 376,427千円

札幌市大通西６丁目５番 916,473

東京都港区浜松町１丁目 70,477

計 1,363,378

※８ 有形固定資産に含まれている、用途検討中の土地が

あります。 

旭川市永山１条18丁目11－５ 213,240千円

札幌市大通西６丁目５番 802,910

東京都港区浜松町１丁目 58,300

計 1,074,450

 ────── 　９ 資本の欠損の額は13,402千円であります。
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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 ──────

固定資産売却益 103,013千円

受取配当金 2,000

※２ 期末製品棚卸高は低価法による評価減32,591千円を

行った後の金額によって計上されております。

※２ 期末製品棚卸高は低価法による評価減271千円を行っ

た後の金額によって計上されております。

※３ 製品他勘定振替高及び商品他勘定振替高の内訳は次

のとおりであります。

※３ 製品他勘定振替高及び商品他勘定振替高の内訳は次

のとおりであります。

製品他勘

定振替高

商品他勘

定振替高

不動産販売原価へ

の振替高

86,798千円 13,332千円

販売費及び一般管

理費への振替高

141 －

工場試験使用 2,353 －

商品間振替 △1,207 1,274

その他 103 61

計 88,189 14,668

製品他勘

定振替高

商品他勘定

振替高

不動産販売原価へ

の振替高

△134千円 △1,599千円

販売費及び一般管

理費への振替高

△2,323 －

工場試験使用 △1,260 －

商品間振替 1,115 △1,115

その他 △770 31

計 △3,372 △2,683

※４ 販売費に属する費用のおおよその割合は35.6％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は64.4％で

あります。

主要な費目及び金額は次のとおりであります。

※４ 販売費に属する費用のおおよその割合は33.6％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は66.4％で

あります。

主要な費目及び金額は次のとおりであります。

運賃発送配達費 660,883千円

役員報酬 165,900

給料手当 387,301

賞与引当金繰入額 15,751

退職給付費用 33,795

貸倒引当金繰入額 55,581

減価償却費 64,558

運賃発送配達費 543,522千円

役員報酬 133,887

給料手当 382,611

賞与引当金繰入額 13,298

退職給付費用 31,526

貸倒引当金繰入額 19,909

減価償却費 35,063

※５ 研究開発費の総額 ※５ 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
31,323千円

一般管理費及び当期製造費

用に含まれる研究開発費
30,738千円

※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。

建物 2,821千円

車両運搬具 1,378

工具器具備品 191

土地 112,972

計 117,364

建物 4,285千円

車両運搬具 5

土地 2,818

計 7,110
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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）

※７ 固定資産売却損及び固定資産除却損の内訳は次のと

おりであります。

※７ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

固定資産

売却損

固定資産

除却損

建物 －千円 4,176千円

機械装置 － 270

車両運搬具 1,129 1,877

工具器具備品 － 317

計 1,129 6,641

 固定資産

除却損

建物   6,449千円

構築物  96

機械装置  1,735

車両運搬具  738

工具器具備品  5,665

計  14,685
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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）

────── ※８ 減損損失

当事業年度において、当社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

北海道網走郡

美幌町

営業所及び工

場設備

建物及び構築

物と土地等

群馬県邑楽郡

板倉町
工場設備

建物及び構築

物と土地等

北海道二海郡

八雲町

営業所及び工

場設備

建物及び構築

物と機械装置

北海道旭川市
賃貸マンショ

ン
投資用不動産

北海道旭川市 遊休資産 土地

札幌市中央区 遊休資産 土地

東京都港区 遊休資産 土地

　公共事業依存度の高い当社は、公共事業の激減と

資産デフレの影響から、資産を事業用資産、共用資

産、賃貸用資産及び遊休資産に分類し、事業用資産

につきましては独立した最小の会計単位である営業

所をグルーピングの単位とし、賃貸用資産及び遊休

資産につきましては各物件をグルーピングの単位と

しております。

　当事業年度において営業活動から生ずる損益が継

続してマイナスである資産グループ及び時価が著し

く下落している資産グループにつきまして、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966,280千円として特別損失に計上しております。

　その内訳は、建物155,075千円、構築物34,514千

円、機械装置69,478千円、土地469,362千円、建設

仮勘定56,975千円、投資用不動産74,725千円、リー

ス資産95,748千円及びその他10,399千円であります。

　なお、上記資産の回収可能価額は正味売却価額に

より測定しており、主として不動産鑑定士評価額に

より算出しております。
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①　リース取引

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

（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

（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、

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）

機械装置 509,300 330,207 179,093

合計 509,300 330,207 179,093

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

減損損
失累計
額相当
額
（千円）

期末残
高相当
額
（千円）

機械装置 450,446 333,308 95,748 21,390

合計 450,446 333,308 95,748 21,390

　（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 72,757千円

１年超 106,336千円

合計 179,093千円

１年内 65,095千円

１年超 6,443千円

合計 71,538千円

リース資産減損勘定の残高 50,148千円

　（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 81,625千円

減価償却費相当額 81,625千円

支払リース料 71,887千円

リース資産減損勘定の取崩額 45,599千円

減価償却費相当額 27,264千円

減損損失 95,748千円

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（残価保証

の取り決めがある場合は残価保証額）とする定額法に

よっております。

同左

②　有価証券

　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。
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③　税効果会計

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．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）

賞与引当金超過額 15,403

未払事業税 7,173

未払事業所税 3,627

貸倒引当金超過額 2,459

繰延税金資産（流動）の純額 28,663

繰延税金資産（固定）

退職給付引当金超過額 18,142

貸倒引当金超過額 15,293

投資有価証券評価損否認 4,455

その他 315

　計 38,206

繰延税金負債（固定）

特別償却準備金 △2,859

その他有価証券評価差額金 △6,456

　計 △9,413

繰延税金資産（固定）の純額 28,891

繰延税金資産（流動）

賞与引当金超過額 12,911

未払事業所税 3,598

貸倒引当金超過額 10,455

役員退職慰労金 80,215

合併に伴う繰越欠損金 41,643

その他 △833

評価性引当額 △147,991

繰延税金資産（流動）の純額 －

繰延税金資産（固定）

退職給付引当金超過額 20,366

貸倒引当金超過額 9,419

投資有価証券評価損否認 4,050

減損損失に伴う減価償却超過

額

333,530

評価性引当額 △365,790

　計 1,577

繰延税金負債（固定）

特別償却準備金 △1,577

その他有価証券評価差額金 △14,713

　計 △16,290

繰延税金資産（負債）の純額 △14,713

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

との差異の原因となった主な項目別内訳

（単位：％） 当事業年度は、税引前当期純損失を計上したため、法

定実効税率と法人税との負担率との差異は記載してお

りません。

法定実効税率 40.5

　　（調整）

住民税均等割額 18.0

交際費等永久に損金に算

入されない項目
21.1

受取配当金等永久に益金

に算入されない項目
△5.0

法人税額の特別控除額 △1.8

その他 △0.5

税効果会計適用後の法人

税等の負担率
72.3
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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    866円28銭

１株当たり当期純利益  3円54銭

１株当たり純資産額   625円76銭

１株当たり当期純損失 229円12銭

　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、１株当たり当期純損失であり、また、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又は１株当たり当期純損失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)

１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当

期純損失金額

当期純利益又は当期純損失（△）（千円） 17,858 △1,154,911

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益又は普通株式に

係る当期純損失（△）（千円）
17,858 △1,154,911

期中平均株式数（株） 5,044,614 5,040,579

（重要な後発事象）

　当社所有の固定資産（遊休地）を財務体質の強化を目的として下記の通り譲渡をいたしました。  

　１．譲渡先

　　　積水ハウス株式会社

　２．譲渡資産の内容

資産の種類 所在 地番 地目 地積

土地 札幌市中央区大通西６丁目 ５番２ 宅地 495.86 ㎡

土地 札幌市中央区大通西６丁目 ６番５ 宅地 272.72 ㎡

土地 札幌市中央区大通西６丁目 ５番３ 宅地 219.01 ㎡

土地 札幌市中央区大通西６丁目 ５番５ 宅地 19.83 ㎡

合　　計 1,007.42 ㎡

　３．譲渡の時期　　

　　　平成18年４月６日　　

　４．譲渡価額　　

　　　1,687,400千円
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７．役員の異動
 　　（平成18年６月29日）

１．代表者及び代表取締役の異動（予定）

役職名 氏名 旧役職名 

取締役副会長 山下　　勝久 代表取締役社長

代表取締役社長 山下　　裕久 代表取締役副社長

２．新任取締役候補　　該当はありません。

３．退任予定取締役（予定）

役職名 氏名 旧役職名 

執行役員事業本部長兼

旭川支店長
杉山　　正幸

取締役事業副本部

長兼旭川支店長 

執行役員生産担当 小林　　一彦
取締役事業副本部

長兼生産部長 

執行役員道東支店長 近藤　　武史
取締役事業副本部

長兼道東支店長

４．新任監査役候補　　該当はありません。

５．退任予定監査役　　該当はありません。 

６．役職の異動（予定）

役職名 氏名 旧役職名 

専務取締役統括本部長

兼管理本部長
山下　　晴久

常務取締役事業副

本部長

取締役相談役 栗山　　正三
専務取締役管理本

部長

７．退任取締役（平成17年４月28日付）

役職名 氏名

常務取締役 漆原　　富男
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