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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１９日 

上 場 会 社 名         ホクシン株式会社                              上場取引所     東 大 
コ ー ド 番 号           ７８９７                                         本社所在都道府県  大阪府 
（ＵＲＬ  http://www.hokushinmdf.co.jp/  ）  
代 表 者 役職名 代表取締役社長 氏名 平良 秀男  
問合せ先責任者 役職名 取締役管理部長 氏名 西丸 義孝 ＴＥＬ (0724)38-0141 
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 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 100 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 
17 年 3月期 

 11,169 △1.2 
 11,300 7.7 

 307 △48.7 
 599 49.8 

 321 △28.0 
 446 65.1 

 

 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 
17 年 3月期 

 324 6.6 
 304 23.5 

11.32 
10.60 

－ 
－ 

10.9 
11.4 

3.6 
4.9 

2.9 
4.0 

 
(注) ①期中平均株式数 18年 3月期 28,367,259 株 17 年 3月期 28,368,984 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     

  円 銭 円 銭  円 銭 百万円 ％ ％ 
18 年 3月期 
17 年 3月期 

2.50 
2.50 

0.00 
0.00 

2.50 
2.50 

70 
70 

22.1 
23.6 

2.3 
2.5 

 
(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 

 百万円 百万円 
 

％ 
 

円 銭   

18 年 3月期 
17 年 3月期 

8,836 
9,147 

3,111 
2,820 

35.2 
30.8 

109.59 
99.31 

 
(注) ①期末発行済株式数 18年 3月期 28,366,540 株 17 年 3月期 28,368,101 株 
 ②期末自己株式数 18年 3月期 6,465 株 17 年 3月期 4,904 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 

通   期 
5,650 

11,500 
70 

320 
70 

280 
0. 00  
――― 

――― 
2.50 

――― 
2.50 

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期)   9 円 87 銭 

 
※上記の予想は、本資料の発表時現在において、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、今後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。 
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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   1,149,050   976,190  
２ 受取手形 ※６  336,081   44,799  
３ 売掛金 ※６  1,328,264   1,370,150  
４ 商品   914,559   750,903  
５ 未着商品   111,496   152,253  
６ 製品   640,871   671,779  
７ 原材料   132,501   110,881  
８ 仕掛品   216,153   187,377  
９ 貯蔵品   232,786   258,567  
10 前払費用   30,513   16,828  
11 その他   43,743   67,495  

流動資産合計   5,136,022 56.1  4,607,227 52.1 
Ⅱ 固定資産        

１ 有形固定資産        
(1) 建物 ※２ 1,760,583   1,797,012   

減価償却累計額  1,258,571 502,011  1,275,553 521,458  
(2) 構築物  348,274   362,324   

減価償却累計額  230,626 117,647  241,831 120,493  
(3) 機械及び装置  12,269,426   12,326,936   

減価償却累計額  10,514,095 1,755,330  10,659,640 1,667,296  
(4) 車両運搬具  13,410   14,484   

減価償却累計額  10,480 2,930  11,889 2,594  
(5) 工具器具備品  166,924   169,047   

減価償却累計額  144,658 22,265  143,232 25,814  
(6) 土地 ※1,2  76,310   76,310  
(7) 建設仮勘定   310   630  
有形固定資産計   2,476,806 27.1  2,414,598 27.3 

２ 無形固定資産        
(1) ソフトウェア   8,827   7,013  
(2) ソフトウェア仮勘定   ─   91,791  
(3) 電話加入権   4,082   4,082  
(4) その他   3,527   2,382  
無形固定資産計   16,438 0.2  105,270 1.2 

３ 投資その他の資産        

(1) 投資有価証券   507,137   671,505  
(2) 関係会社株式   255,863   266,127  
(3) 従業員に対する 
  長期貸付金 

  14,170   12,150  

(4) 信託土地 ※２  709,261   709,261  
(5) 長期前払費用   216   597  
(6) 会員権   26,400   28,161  
(7) その他   11,221   27,279  
(8) 貸倒引当金   △6,100   △6,100  
投資その他の資産合計   1,518,171 16.6  1,708,982 19.4 
固定資産合計   4,011,415 43.9  4,228,851 47.9 
資産合計   9,147,437 100.0  8,836,079 100.0 
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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   167,703   118,974  
２ 買掛金 ※６  2,129,882   1,790,347  
３ 短期借入金   1,150,000   600,000  
４ １年以内に償還予定の 
  社債   100,000   200,200  

５ １年以内に返済予定の 
  長期借入金 

※2,3  1,373,400   363,200  

６ 未払金   77,787   51,179  
７ 未払費用   20,601   22,674  
８ 未払法人税等   23,713   8,884  
９ 未払消費税等   ─   15,829  
10 預り金   15,781   13,741  
11 前受収益   1,155   1,239  
12 賞与引当金   79,700   78,000  
13 設備未払金   50,857   103,143  
14 その他   10,216   89,114  

流動負債合計   5,200,798 56.9  3,456,527 39.1 
Ⅱ 固定負債        

１ 社債   150,000   599,800  
２ 長期借入金   518,200   1,155,000  
３ 繰延税金負債   36,821   65,280  
４ 退職給付引当金   300,381   362,467  
５ 役員退職慰労引当金   22,417   ─  
６ その他   97,958   85,368  

固定負債合計   1,125,778 12.3  2,267,917 25.7 
負債合計   6,326,577 69.2  5,724,444 64.8 
        

（資本の部）        
Ⅰ 資本金 ※４  2,343,871 25.6  2,343,871 26.5 
Ⅱ 利益剰余金        

１ 利益準備金   ─   7,500  
２ 当期未処分利益   550,473   792,687  

利益剰余金合計   550,473 6.0  800,187 9.0 
Ⅲ 土地再評価差額金 ※１  △126,602 △1.4  △126,602 △1.4 
Ⅳ その他有価証券評価差額金   53,671 0.6  95,152 1.1 
Ⅴ 自己株式 ※５  △553 △0.0  △973 △0.0 

資本合計   2,820,860 30.8  3,111,635 35.2 
負債及び資本合計   9,147,437 100.0  8,836,079 100.0 
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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 ※４  11,300,939 100.0  11,169,256 100.0 
Ⅱ 売上原価 ※4,5       

１ 製品期首たな卸高  482,171   640,871   
２ 商品期首たな卸高  551,937   1,026,056   
３ 当期製品製造原価  5,965,288   5,956,436   
４ 当期商品仕入高  3,979,289   3,480,746   

合計  10,978,687   11,104,110   
５ 他勘定振替高 ※１ 11,704   6,405   
６ 製品期末たな卸高  640,871   671,779   
７ 商品期末たな卸高  1,026,056 9,300,054 82.3 903,156 9,522,769 85.3 

売上総利益   2,000,884 17.7  1,646,486 14.7 
Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※2,5  1,400,895 12.4  1,338,489 12.0 

営業利益   599,989 5.3  307,997 2.7 
Ⅳ 営業外収益        

１ 受取利息  125   100   
２ 受取配当金  4,362   3,731   
３ 土地信託配当金  17,711   18,101   
４ 賃貸収入  13,200   13,840   
５ 保険収入  ─   37,722   
６ デリバティブ評価益  ─   52,004   
７ その他  18,570 53,970 0.5 25,410 150,910 1.4 

Ⅴ 営業外費用        
１ 支払利息  127,795   90,507   
２ 社債利息  1,199   2,910   
３ 手形譲渡損  16,138   17,349   
４ 売上割引  14,862   19,426   
５ デリバティブ評価損  37,429   ─   
６ 社債発行費償却額  4,200   6,624   
７ その他  5,496 207,121 1.8 307 137,126 1.2 

経常利益   446,838 4.0  321,782 2.9 

Ⅵ 特別利益        
１ 投資有価証券売却益  ─   17,067   
２ 関係会社株式売却益  ─   44,955   
３ 貸倒引当金戻入額  2,679 2,679 0.0 ─ 62,023 0.5 

Ⅶ 特別損失        
１ 固定資産除却損 ※３ 101,682   46,167   
２ 関係会社株式売却損  8,415   ─   
３ 会員権評価損  5,300   ─   
４ 退職給付会計基準変更時 
  差異償却額  14,377   ─   

５ 委託契約解約補償金  ─   9,700   
６ その他  10,529 140,304 1.3 1,204 57,071 0.5 

税引前当期純利益   309,212 2.7  326,733 2.9 

法人税、住民税 
及び事業税   5,000 0.0  2,500 0.0 

当期純利益   304,212 2.7  324,233 2.9 

前期繰越利益   246,261   468,453  
当期未処分利益   550,473   792,687  
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③ 【利益処分計算書】 
 

  前事業年度 
(平成17年６月29日) 

当事業年度 
(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   550,473  792,687 

Ⅱ 利益処分額      

 1.利益準備金  7,500  7,500  

 2.配当金  70,920  70,916  

 3.役員賞与金  3,600  3,000  

（取締役賞与金）  （2,300）  (3,000）  

（監査役賞与金）  （1,300） 82,020 (─） 81,416 

Ⅲ 次期繰越利益   468,453  711,271 

      
(注)  日付は株主総会承認日及びその予定日であります。 
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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 
   移動平均法による原価法 

(1) 子会社株式 
同左 

 (2) その他有価証券 
  時価のあるもの 
   決算日前１ヶ月間の市場価格の

平均に基づく時価法（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）
によっております。 

(2) 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 デリバティブの評価基準
及び評価方法 

時価法によっております。 同左 

３ たな卸資産の評価基準及
び評価方法 

(1) 商品及び製品 
   総平均法による原価法 

(1) 商品及び製品 
同左 

 (2) 未着商品 
   個別法による原価法 

(2) 未着商品 
同左 

 (3) 仕掛品及び原材料 
   総平均法による原価法 

(3) 仕掛品及び原材料 
同左 

 (4) 貯蔵品 
   最終仕入原価法による原価法 

(4) 貯蔵品 
同左 

４ 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日以降取得
した建物(建物附属設備を除く)につい
ては定額法によっております。 
 なお、主な耐用年数は次のとおりで
あります。 
 建物     ７年～38年 
 機械及び装置 ９年～13年 

有形固定資産－定率法 
 ただし、平成10年４月１日以降取得
した建物(建物附属設備を除く)につい
ては定額法によっております。なお、
主な耐用年数は次のとおりでありま
す。 
 建物     ８年～38年 
 機械及び装置 ９年～15年 

 無形固定資産－定額法 
 なお、ソフトウェア(自社利用)につ
いては、社内における利用可能期間(５
年)に基づく定額法によっております。 

無形固定資産－定額法 
同左 

５ 繰延資産の処理方法 社債発行費 
支出時に全額費用処理しております。 

社債発行費 
同左 

６ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 
   売上債権等の貸倒損失にあてる

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 
   従業員等に対し支給する賞与の

支出にあてるため支給見込額を計
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。なお会計
基準変更時差異(71,887千円)につ
いては、５年による按分額を費用
処理しております。 

（追加情報） 
   当社は、厚生年金基金の代行部

分について平成16年4月1日に厚生
労働大臣から過去分返上の認可を
受け、平成16年8月18日に返還額の
納付を行いました。 

(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。 

 

 (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、当社内規に基づく期末要
支給額を計上しております。 

(4) 役員退職慰労引当金 
   役員退職慰労引当金は、従来、

役員の退職慰労金の支給に備える
ため、当社内規に基づく期末要支
給額を計上しておりましたが、平
成17年６月開催の定時株主総会に
おいて、打ち切り支給が承認され
たことに伴い、役員退職慰労引当
金の全額を取崩しております。 

７ 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ィナン
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 

８ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 
   繰延ヘッジ処理を採用しており

ます。なお、振当処理の要件を満
たす為替予約については、振当処
理を行っております。また、特例
処理の要件を満たす金利スワップ
については、特例処理を行ってお
ります。 

(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） 
   為替予約取引および金利スワッ

プ取引 
  （ヘッジ対象） 
   商品輸入取引および借入金に係

る利息 

(2) 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 

 (3) ヘッジ方針 
   為替予約取引は、商品の輸入取

引に係る為替変動リスクを回避
し、安定した購入価格を維持する
目的で行っており、実需の範囲で
実施しております。また、金利ス
ワップ取引は、借入金の金利変動
リスクを回避する目的で行ってお
り、ヘッジ対象の識別は個別契約
毎に行っております。 

(3) ヘッジ方針 
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) ヘッジ有効性評価の方法 
   為替予約取引については、当該

取引とヘッジ対象になる負債又は
予定取引に関する重要な条件が同
一であり、ヘッジ開始時及びその
後も継続して、相場変動またはキ
ャッシュ・フロー変動を相殺する
ことが事前に想定されるため、有

効性の判定を省略しております。
金利スワップについては、「金利ス
ワップの特例処理」の適用要件を
充足しておりますので、有効性の
判定を省略しております。 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 
 

９ 消費税等の会計処理 税抜方式によっております。 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。 

 

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） 
前事業年度まで営業外収益の「その他」に含めて表示

しておりました「保険収入」は、営業外収益の100分の10

を超えたため当事業年度より区分掲記することといたし
ました。 
なお、前事業年度の「保険収入」は1,070千円であります。 
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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 土地の再評価 
    土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日

公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価
を行い、土地再評価差額金を資本の部に計上して
おります。 

   ・再評価の方法 

     主に土地の再評価に関する法律施行令(平成
10年３月31日公布政令第119号)第２条第４号に
定める路線価に基づいて時点修正等合理的な調
整を行って算出しております。 

   ・再評価を行った年月日・・・平成13年３月31日 
   ・再評価を行った土地の期末における時価と再評

価後の帳簿価額との差額・・・△38,509千円 

※１ 土地の再評価 
    土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日

公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価
を行い、土地再評価差額金を資本の部に計上して
おります。 

   ・再評価の方法 

     主に土地の再評価に関する法律施行令(平成
10年３月31日公布政令第119号)第２条第４号に
定める路線価に基づいて時点修正等合理的な調
整を行って算出しております。 

   ・再評価を行った年月日・・・平成13年３月31日 
   ・再評価を行った土地の期末における時価と再評

価後の帳簿価額との差額・・・△41,912千円 

※２ 担保に供している資産 
建物 502,011千円
土地 76,310千円
信託土地 709,261千円

合計 1,287,582千円
 
    上記物件は、１年以内に返済予定の長期借入金

1,200,000千円の担保に供しております。 

─── 

※３ １年以内に返済予定の長期借入金12億円について

は、各年度の決算期及び中間期末の末日における
貸借対照表上の資本の部の金額が20億円を下回ら
ないこととする財務制限条項が付されておりま
す。 

─── 

※４ 授権株式数  普通株式 99,713,700株
   発行済株式数 普通株式 28,373,005株
 

同左 

※５ 自己株式 
当社が保有する自己株式の数は、普通株式4,904

株であります。 

※５ 自己株式 
当社が保有する自己株式の数は、普通株式6,465

株であります。 

※６ 関係会社に係るもの 
    各科目に含まれている関係会社に対するものは

次のとおりであります。 
受取手形 305,081千円
売掛金 1,327,403千円
買掛金 800,139千円

 

※６ 関係会社に係るもの 
    各科目に含まれている関係会社に対するものは

次のとおりであります。 
受取手形 44,799千円
売掛金 1,370,008千円
買掛金 284,329千円

 
 ７ 受取手形割引高 1,358,646千円
 

 ７ 受取手形割引高 1,435,055千円
 

 ８ 平成15年6月27日開催の定時株主総会において下
記の欠損填補を行っております。 
資本準備金 5,456,703千円 
利益準備金 359,542千円 

 

同左 

 ９ 配当制限 

   有価証券の時価評価により、純資産額が53,671千
円増加しております。 

   なお、当該金額は商法施行規則第124条第３号の規
定により、配当に充当することが制限されておりま
す。 

 ９ 配当制限 

   有価証券の時価評価により、純資産額が95,152千
円増加しております。 

   なお、当該金額は商法施行規則第124条第３号の規
定により、配当に充当することが制限されておりま
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 他勘定振替高は次のとおりであります。 
商品、製品から販売費へ 11,704千円

 

※１ 他勘定振替高は次のとおりであります。 
商品、製品から販売費へ 6,405千円

 
※２ 販売費に属する費用のおおよその割合は76％であ

り、一般管理費に属する費用のおおよその割合は
24％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。 
運賃荷役費 774,904千円
役員報酬 39,259 
給与賃金手当 126,240 
賃借料 63,050 
保管料 109,980 

減価償却費 17,133 
賞与引当金繰入額 19,600 
退職給付費用 42,476 
役員退職慰労引当金繰入額 8,136 

 

※２ 販売費に属する費用のおおよその割合は77％であ
り、一般管理費に属する費用のおおよその割合は
23％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。 
運賃荷役費 737,615千円
役員報酬 44,362 
給与賃金手当 126,050 
賃借料 55,139 
保管料 112,461 

減価償却費 19,451 
賞与引当金繰入額 18,200 
退職給付費用 41,117 

 

※３ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

 
建物 8,218千円
構築物 1,659千円
機械及び装置 79,191千円
車両運搬具 1,088千円
工具器具備品 2,254千円

除却に伴う撤去費用等 9,270千円

合計 101,682千円
 

※３ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

 
建物 4,300千円
機械及び装置 34,482千円
工具器具備品 308千円
除却に伴う撤去費用等 7,075千円

合計 46,167千円
 

※４ 関係会社に係るもの 
    当期売上高には関係会社との取引が11,159,386

千円含まれております。 

    当期売上原価に属する費用の内、関係会社との
取引により発生した仕入高は1,546,432千円であ
ります。 

※４ 関係会社に係るもの 
    当期売上高には関係会社との取引が11,159,145

千円含まれております。 

    当期売上原価に属する費用の内、関係会社との
取引により発生した仕入高は1,297,827千円であ
ります。 

※５ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発
費は80,517千円であります。 

※５ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発
費は76,547千円であります。 

 

(リース取引関係) 

有価証券報告書についてＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。 
 
 

(有価証券関係) 

前事業年度(平成17年３月31日) 

当事業年度において、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。 
 

当事業年度(平成18年３月31日) 

当事業年度において、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) 

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) 
繰延税金資産  

貸倒引当金繰入限度超過額  2,482千円 2,482千円

賞与引当金繰入限度超過額  32,429 31,738 

退職給付引当金繰入限度超過額  122,225 147,488 

役員退職慰労引当金繰入限度超過額  9,121 ― 

会員権評価損否認  15,425 15,425 

投資有価証券評価損否認  2,561,803 792 

繰越欠損金  3,083,509 5,500,426 

土地再評価差額金  51,514 51,514 

その他  10,220 4,192 

評価性引当額  △5,683,137 △5,548,468 

繰延税金資産計  205,591 205,591 

繰延税金負債    

その他有価証券評価差額金  36,821 65,280 

土地再評価差額金取崩額  205,591 205,591 

繰延税金負債計  242,412 270,871 

繰延税金負債の純額  36,821 65,280 
    

 

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) 

法定実効税率 40.69％

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.34 

住民税均等割 1.06 

評価性引当額の増減額 △337.55 

繰越欠損金の取崩額 296.52 

その他 0.56 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 1.62 
    

 

当事業年度(平成18年３月31日)  

法定実効税率 40.69％

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.33 

住民税均等割 0.87 

評価性引当額の増減額 △41.02 

その他 △0.10 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 0.77 
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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 99円31銭
 

１株当たり純資産額 109円59銭
 

１株当たり当期純利益金額 10円60銭
 

１株当たり当期純利益金額 11円32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。 

 
同左 

(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。 
 

 
第55期 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第56期 
(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) 304,212 324,233 

普通株主に帰属しない金額(千円) 3,600 3,000 

（うち利益処分による役員賞与金） (3,600) (3,000) 

普通株式に係る当期純利益(千円) 300,612 321,233 

普通株式の期中平均株式数(千株) 28,368 28,367 

 

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 
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２．役員の異動 

（１）代表者の異動 

該当事項はありません。 

 

（２）その他の役員の異動（平成 18年 6月 29 日付予定） 

①新任取締役候補 

 取締役       後藤  知雄 

②退任予定取締役 

 取締役       大石橋 正和 

③退任予定監査役 

 監査役       中谷  行道 

④新任補欠監査役候補 

 監査役       米田  宏己 

(注) 新任補欠監査役候補者 米田 宏己氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

 


