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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 株式会社滝澤鉄工所  上場取引所 東証第２部 

コ ー ド 番 号 ６１２１   本社所在都道府県 岡山県 

(URL http://www.takisawa.co.jp)    

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 近 藤 安 正  

問合せ先責任者 役職名 専務取締役 管理部門担当 氏名 田 中 勝 美  

   ＴＥＬ ( ０８６ ) ２９３ － ６１１１
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 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   (注)個別財務諸表の概要中の金額は、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 15,841    23.3 2,435    53.7 2,574    49.0

17年 3月期 12,845    34.6 1,584   136.1 1,727   168.2 
 

 
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 1,908   △24.6 31.38 ― 33.3 22.2 16.3

17年 3月期 2,530   169.6 44.38 ― 78.1 21.4 13.5
(注)①期中平均株式数 18年 3月期 59,824,551株 17年 3月期 56,476,097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 

１株当たり年間配当金  

 中間 期末 
配当金総額 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 5.00 2.00 3.00 299 15.9 5.0

17年 3月期 2.00 0.00 2.00 119 4.5 2.8
 

(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 13,869 6,554 47.3 99.35

17年 3月期 9,311 4,919 52.8 71.97
(注)①期末発行済株式数 18年 3月期 59,816,569株 17年 3月期 59,835,649株 

   ②期末自己株式数  18年 3月期     44,050株 17年 3月期     24,970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 8,031 1,097 653 3.00 ― ―

通 期 16,344 2,316 1,379 ― 3.00 6.00
(参考)1株当たり予想当期純利益（通期）22円53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、様々な不確定要素が内在しておりま

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。 
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※「期中平均株式数」（自己株式数控除後） 

 18年３月期 17年３月期 

普通株式 59,824,551株 56,476,097株 

優先株式 5,840,000 5,840,000  

（第一回優先株式） （5,840,000） （5,840,000） 

 

※「期末発行済株式数」（自己株式数控除後） 

 18年３月期 17年３月期 

普通株式 59,816,569株 59,835,649株 

優先株式 5,840,000 5,840,000  

（第一回優先株式） （5,840,000） （5,840,000） 

 

※「１．18年３月期の業績」指標算式 

 

○１株当たり当期純利益 

当期純利益－優先株式配当金総額－役員賞与

普通株式の期中平均株式数 

 

○１株当たり株主資本 

期末資本の部合計額－期末発行済優先株式数×発行価額－優先株式配当金総額(累計)－役員賞与

普通株式の期末発行済株式数 

 

※「２．19年３月期の業績予想」指標算式 

 

○１株当たり予想当期純利益(通期) 

予想当期純利益－優先株式配当金総額－役員賞与 

普通株式の期末発行済株式数(当期末) 
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１．財務諸表等 

  財務諸表 

① 貸借対照表 

 

  
第75期 

(平成17年３月31日) 
第76期 

(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  316,384  935,163

２ 受取手形  1,739,756  1,823,039

３ 売掛金 ※４ 2,744,241  3,036,505

４ 製品  341,698  514,223

５ 原材料  2,835  1,508

６ 仕掛品  1,950,161  2,715,293

７ 貯蔵品  3,938  4,036

８ 前払費用  47,360  60,533

９ 未収入金  92,440  86,135

10 繰延税金資産  605,779  101,291

11 関係会社短期貸付金  ―  120,967

12 その他  10,447  2,880

   貸倒引当金  △2,681  △1,255

流動資産合計  7,852,360 84.3  9,400,322 67.8

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産 ※１  

(1) 建物  19,470  26,462

(2) 構築物  10,586  11,401

(3) 機械及び装置  72,332  136,498

(4) 車両及び運搬具  4,718  5,193

(5) 工具器具及び備品  118,752  220,803

(6) 建設仮勘定  1,398  ―

有形固定資産合計  227,257 2.5  400,358 2.9

２ 無形固定資産   

(1) 借地権  1,283  1,283

(2) その他  108  83

無形固定資産合計  1,392 0.0  1,367 0.0

３ 投資その他の資産   

(1) 投資有価証券  43,092  174,611

(2) 関係会社株式  918,784  1,369,284

(3) 関係会社長期貸付金  11,935  2,133,467

(4) 長期滞り債権  28,604  23,980

(5) 長期前払費用  45,005  26,382

(6) 敷金  199,669  194,595

(7) 繰延税金資産  ―  149,751

(8) その他  12,317  20,165

 貸倒引当金  △28,611  △24,513

投資その他の資産合計  1,230,796 13.2  4,067,723 29.3

固定資産合計  1,459,446 15.7  4,469,449 32.2

資産合計  9,311,806 100.0  13,869,772 100.0
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第75期 

(平成17年３月31日) 
第76期 

(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  1,929,951  2,126,119

２ 買掛金 ※４ 1,252,516  1,437,438

３ 一年以内返済予定の 
長期借入金 

 330,187  600,000

４ 未払金  309,022  409,612

５ 未払法人税等  38,020  453,150

６ 未払事業所税  19,220  20,231

７ 前受金  15,758  84,605

８ 預り金  17,124  19,976

９ 賞与引当金  101,077  151,655

10 その他  16,424  35,426

流動負債合計  4,029,304 43.3  5,338,214 38.5

Ⅱ 固定負債   

１ 長期借入金  ―  1,600,000

２ 繰延税金負債  3,683  ―

３ 退職給付引当金  359,416  376,706

固定負債合計  363,099 3.9  1,976,706 14.2

負債合計  4,392,403 47.2  7,314,921 52.7

(資本の部)   

Ⅰ 資本金 ※３ 1,569,024 16.8  1,569,024 11.3

Ⅱ 資本剰余金   

  その他資本剰余金   

   自己株式処分差益  816,912 816,912 819,640 819,640

資本剰余金合計  816,912 8.8  819,640 5.9

Ⅲ 利益剰余金   

１ 利益準備金  ―  15,000

２ 任意積立金   

  別途積立金  ― ― 2,000,000 2,000,000

３ 当期未処分利益  2,530,527  2,152,368

利益剰余金合計  2,530,527 27.2  4,167,368 30.1

Ⅳ その他有価証券評価差額金  5,424 0.0  8,965 0.1

Ⅴ 自己株式 ※5,6 △2,485 △0.0  △10,148 △0.1

資本合計  4,919,402 52.8  6,554,851 47.3

負債資本合計  9,311,806 100.0  13,869,772 100.0
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② 損益計算書 

 

  
第75期 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第76期 
(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  12,845,158 100.0  15,841,303 100.0

Ⅱ 売上原価   

１ 製品期首たな卸高  384,901 341,698 

２ 当期製品製造原価 ※２ 9,237,652 11,167,750 

合計  9,622,553 11,509,448 

３ 他勘定振替高  32,638 29,501 

４ 製品期末たな卸高  341,698 9,248,217 72.0 514,223 10,965,723 69.2

売上総利益  3,596,941 28.0  4,875,579 30.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費   

１ 販売手数料  148,729 179,305 

２ 荷造発送費  310,917 399,706 

３ 広告宣伝費  51,220 56,858 

４ 海外活動費  109,663 148,369 

５ サービス費  102,215 126,637 

６ 販売促進費  15,611 16,144 

７ 役員報酬  44,814 97,977 

８ 給料手当  333,123 346,053 

９ 賞与  54,699 104,529 

10 賞与引当金繰入額  37,939 60,328 

11 退職給付費用  22,050 11,367 

12 福利厚生費  65,643 94,572 

13 地代家賃  36,423 36,012 

14 事務用消耗品費  16,000 9,863 

15 旅費交通費  43,348 45,133 

16 通信費  13,539 15,116 

17 租税公課  31,260 42,518 

18 交際費  9,771 12,084 

19 減価償却費  28,457 8,916 

20 手数料  59,197 111,881 

21 保険料  20,010 19,046 

22 賃借料  81,372 77,570 

23 保守管理費  40,980 46,530 

24 サービス委託料  52,509 68,941 

25 研究開発費 ※２ 175,009 182,111 

26 雑費  108,338 2,012,848 15.7 122,614 2,440,192 15.4

営業利益  1,584,092 12.3  2,435,386 15.4
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第75期 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第76期 
(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 2,574 10,182 

２ 受取配当金 ※１ 97,099 40,018 

３ 仕入割引 ※３ 31,945 56,027 

４ 賃貸料 ※１ 14,598 12,377 

５ 受入技術指導料 ※１ 11,315 10,937 

６ 商標権使用料 ※１ ― 30,017 

７ その他の営業外収益 ※１ 70,794 228,327 1.8 63,279 222,840 1.4

Ⅴ 営業外費用   

１ 支払利息  52,697 15,581 

２ 租税公課  18,712 15,692 

３ シンジケートローン 
  手数料 

 ― 45,534 

４ 固定資産除却損  4,647 3,351 

５ その他の営業外費用  8,577 84,635 0.6 3,082 83,241 0.5

経常利益  1,727,785 13.5  2,574,985 16.3

Ⅵ 特別利益   

１ 貸倒引当金戻入益  47,818 ― 

２ 償却済債権取立益  35,542 ― 

３ 私財提供益  91,987 175,348 1.3 91,841 91,841 0.5

Ⅶ 特別損失   

  減損損失  ― ― 139 139 0.0

税引前当期純利益  1,903,133 14.8  2,666,687 16.8

法人税、住民税 
及び事業税 

 △21,614 409,879 

法人税等調整額  △605,779 △627,393 △4.9 348,648 758,527 4.8

当期純利益  2,530,527 19.7  1,908,159 12.0

前期繰越利益  ―  366,777

中間配当額  ―  △122,568

前期繰越損失  990,887  ―

減資による欠損填補額  990,887  ―

当期未処分利益  2,530,527  2,152,368
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③ 利益処分案 

 

  
第75期 

(平成17年６月29日) 
第76期 

(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  2,530,527  2,152,368

Ⅱ 利益処分額   

１ 利益準備金  15,000 35,000 

２ 配当金   

  優先株式  11,078 2,920 

  普通株式  119,671 179,449 

３ 役員賞与金  18,000 25,000 

 （うち監査役賞与金）  (1,000) (3,500) 

４ 任意積立金   

  優先株式消却積立金  ― 584,000 

  別途積立金  2,000,000 2,163,749 900,000 1,726,369

Ⅲ 次期繰越利益  366,777  425,998

   

 (注)１ 日付は株主総会承認年月日及びその予定日であります。 

２ 金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 

第75期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第76期 
(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 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 

同左 

 (2) その他有価証券 

   時価のあるもの 

    決算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。) 

 (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 たな卸資産の評価基準及び評価方法 ２ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

  製品(特別仕様部品を含む) 

   個別法による原価法 

  製品(特別仕様部品を含む) 

同左 

  原材料 

   先入先出法による原価法 

  原材料 

同左 

  仕掛品(特別仕様部品を除く) 

   先入先出法による原価法 

  仕掛品(特別仕様部品を除く) 

同左 

  貯蔵品 

   先入先出法による原価法 

  貯蔵品 

同左 

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、耐用年数及び残存価額については、法人

税法に規定する方法と同一の基準によっておりま

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あります。

    建物             10年～47年 

    機械及び装置         ５年～11年 

    その他            ２年～20年 

    なお、採用する耐用年数等は前事業年度と同一

のため、経常利益及び税引前当期純利益に与える

影響はありません。 

 (2) 無形固定資産 

   定額法 

    なお、耐用年数については、法人税法に規定す

る方法と同一の基準によっております。 

 (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勘案

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 

    従業員への賞与支給に備えるため、当期の負担

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、当期末におけ

る退職給付債務の見込額(簡便法)に基づき、当期

末において発生している額を計上しております。

 (3) 退職給付引当金 

同左 
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第75期 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第76期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

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重要な事項 

 (1) 消費税等の処理方法 

    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。 

６ その他財務諸表作成のための重要な事項 

 (1) 消費税等の処理方法 

同左 

 (2) 連結納税制度の適用 

    当期から連結納税制度を適用しております。 

    この変更に伴い、従来の方法によった場合と比

べ、法人税、住民税および事業税は39,098千円少

なく、当期純利益は39,098千円多くなっておりま

す。 

 (2) 連結納税制度の適用 

    連結納税制度を適用しております。 

 

会計処理の変更 
 

第75期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第76期 
(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） 

 当期から「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。 

 これにより税引前当期純利益が139千円減少しており

ます。 

 なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表

等規則に基づき当該各資産の金額から直接控除しており

ます。 

  

 （海外子会社からの株式配当に係る会計基準） 

 従来、海外子会社からの株式配当については、受取配

当金に含めて計上しておりましたが、当期より、受取配

当金として計上しない方法に変更しました。 

 これは、海外子会社からの株式配当金額に重要性が増

加したことから、商法を前提とした原則的な方法に変更

したものであります。 

 これにより、当期に発生した60,646千円は、受取配当

金に計上していないため、従来の方法によった場合に比

べ経常利益及び税引前当期純利益は60,646千円減少して

おります。 
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表示方法の変更 

 

第75期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第76期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (貸借対照表) 

 従来、流動資産の「その他」に含めて表示しておりま

した「関係会社短期貸付金」は当期より金額の重要性が

高まったため、独立掲記することとしました。なお、前

期に流動資産の「その他」に含めて表示していた「関係

会社短期貸付金」は5,967千円であります。 

 

(損益計算書) 

 従来、営業外費用の「その他の営業外費用」に含めて

表示しておりました「租税公課」は当期より営業外費用

の合計額の100分の10を超えることとなったため、独立

掲記することとしました。なお、前期に営業外費用の

「その他の営業外費用」に含めて表示していた「租税公

課」は16,330千円であります。 

(損益計算書) 

 従来、営業外収益の「その他の営業外収益」に含めて

表示しておりました「商標権使用料」は当期より営業外

収益の合計額の100分の10を超えることとなったため、

独立掲記することとしました。なお、前期に営業外収益

の「その他の営業外収益」に含めて表示していた「商標

権使用料」は22,211千円であります。 

 

追加情報 

 

第75期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第76期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 「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

以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入さ

れたことに伴い、当期から「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」（平成16年２月13日 企業会計基準委員会実務対

応報告第12号）に従い法人事業税の付加価値割及び資本

割については、販売費及び一般管理費に計上しておりま

す。 

 この結果、販売費及び一般管理費が20,536千円増加

し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が、

20,536千円減少しております。 

――― 
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注記事項 

(貸借対照表関係) 

 

第75期 
(平成17年３月31日) 

第76期 
(平成18年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 515,162千円
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 563,609千円
 

  

 ２ 受取手形裏書譲渡高 31,675千円
 

 ２ 受取手形裏書譲渡高 67,869千円
 

  

※３ 授権株式数 普通株式 90,000千株

 優先株式 10,000千株

   発行済株式総数 普通株式 59,860千株

 優先株式 5,840千株
 

※３ 授権株式数 普通株式 90,000千株

 優先株式 10,000千株

   発行済株式総数 普通株式 59,860千株

 優先株式 5,840千株
 

  

※４ 関係会社に対する資産及び負債 

    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ものは次の通りであります。

売掛金 277,817千円

買掛金 469,853千円
 

※４ 関係会社に対する資産及び負債 

    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ものは次の通りであります。

売掛金 252,367千円

買掛金 505,206千円
 

  

※５ 自己株式の保有数 

普通株式 24,970株
 

※５ 自己株式の保有数 

普通株式 44,050株
 

  

※６ 無償で取得した自己株式 

普通株式 6,000株
 

 ６ ――― 

  

 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、

5,424千円であります。 

 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、

8,965千円であります。 

  

 ８ 平成15年６月27日開催の定時株主総会決議によ

り、下記の欠損填補を行っております。 

資本準備金 2,598,464千円

利益準備金 181,065千円

合計 2,779,530千円
 

 ８ 平成15年６月27日開催の定時株主総会決議によ

り、下記の欠損填補を行っております。 

資本準備金 2,598,464千円

利益準備金 181,065千円

合計 2,779,530千円
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(損益計算書関係) 

 

第75期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第76期 
(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かかるものが次の通り含まれ

ております。 

受取配当金 96,754千円

受取利息 2,524千円

受入技術指導料 11,315千円

その他の営業外収益 39,172千円
 

※１ 関係会社との取引にかかるものが次の通り含まれ

ております。 

受取配当金 38,094千円

商標権使用料 30,017千円

受取利息 10,156千円

受入技術指導料 10,937千円

賃貸料 9,857千円

その他の営業外収益 18,553千円
 

  

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は次の通りであります。 

一般管理費 175,009千円
 

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は次の通りであります。 

一般管理費 182,111千円
 

  

※３ 仕入割引 

    従来、売上原価の戻入処理としておりました取

引の一部について、当期においてその内容を検討

した結果、仕入割引の性格を有するもの(31,945

千円)について営業外収益として表示することと

いたしました。 

    なお、前期において売上原価の戻入処理をした

のは、18,493千円であります。 

 ３ ――― 

     

     

  

 ４ ――― 

  

※４ 減損損失 

 当社は事業資産については管理会計上の区分

で、賃貸資産及び遊休資産においては個別物件

単位でグルーピングしております。 

 当期において、以下の資産グループについて

減損損失を計上しました。 

用途 種類 場所 金額 

賃貸資産 建物 岡山県岡山市 139千円 

 賃貸資産については、収益性が著しく低下し

ているため、当該資産又は資産グループの帳簿

価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を

減損損失として計上しました。 

 なお、回収可能価額は、正味売却価額により

測定しております。 

 また、他への転用及び売却の可能性がないこ

とから、帳簿価額の全額を減損損失として計上

しております。 
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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 

第75期(平成17年３月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

 

区分 貸借対照表計上額(千円) 時価(千円) 差額(千円) 

子会社株式 804,776 1,516,173 711,397

 

第76期(平成18年３月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

 

区分 貸借対照表計上額(千円) 時価(千円) 差額(千円) 

子会社株式 804,776 1,853,478 1,048,701
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税効果会計関係 

 

第75期 
(平成17年３月31日) 

第76期 
(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 

  流動資産 

繰越欠損金 605,779千円

貸倒引当金繰入限度超過 106,256千円

たな卸資産評価損 72,081千円

賞与引当金 40,875千円

その他 62,121千円

繰延税金資産(流動)小計 887,114千円

評価性引当額 △281,335千円

 繰延税金資産(流動)合計 605,779千円
 

  固定資産 

繰越欠損金 89,867千円

退職給付引当金繰入限度超過 137,511千円

投資有価証券評価損 4,057千円

その他 110,610千円

繰延税金資産(固定)小計 342,047千円

評価性引当額 △342,047千円

 繰延税金資産(固定)合計 ―千円
 

 繰延税金負債 

  固定負債 

その他有価証券評価差額 3,683千円

繰延税金負債(固定)合計 3,683千円
  

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 

  流動資産 

貸倒引当金繰入限度超過 34,881千円

たな卸資産評価損 92,436千円

賞与引当金 61,329千円

未払事業税 29,606千円

その他 12,908千円

繰延税金資産(流動)小計 231,161千円

評価性引当額 △129,869千円

 繰延税金資産(流動)合計 101,291千円
 

  固定資産 

退職給付引当金繰入限度超過 152,340千円

投資有価証券評価損 2,419千円

その他 146,206千円

繰延税金資産(固定)小計 300,965千円

評価性引当額 △145,126千円

 繰延税金資産(固定)合計 155,838千円
 

 繰延税金負債 

  固定負債 

その他有価証券評価差額 6,087千円

繰延税金負債(固定)合計 6,087千円
  

  

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 40.44％

（調整） 

交際費等永久に損金に算入され
ない項目 

0.25％

受取配当金等永久に益金に算入
されない項目 

△0.53％

住民税均等割 0.92％

繰越欠損金の利用 △40.16％

繰越欠損金に対する税効果 △31.83％

連結納税適用による連結納税子
会社に対する未収入金 

△2.06％

税効果会計適用後の法人税等の
負担率 

△32.97％
 

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 40.44％

（調整） 

交際費等永久に損金に算入され
ない項目 

0.22％

住民税均等割 0.56％

繰越欠損金の利用 △26.06％

評価性引当額 13.06％

その他 0.22％

税効果会計適用後の法人税等の
負担率 

28.44％
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重要な後発事象 

 

第75期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第76期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 子会社株式の取得 

 平成17年４月26日開催の当社取締役会において、設備

投資の機動性と自由度を確保することを目的とし、株式

会社カスケードの株式を取得することを決議し、同日

190株取得いたしました（取得価額10百万円）。 

 これにより、株式会社カスケードの発行済株式総数に

対する当社の所有割合は95.0％となりました。 

 なお、株式会社カスケードの概要は以下のとおりで

す。 

商号 株式会社カスケード 

代表者 代表取締役 原田一八 

所在地 東京都千代田区丸の内二丁目 
２番１号岸本ビル 

設立年月日 平成15年１月８日 

主な事業の内容 不動産の所有、売買、賃貸借、
管理、仲介及び鑑定等 

決算期 3月31日 

従業員数 2名 

主な事業所 岡山市撫川983番地 

資本の額 10,050千円 

発行済株式総数 201株 
 

１ 優先株式の取得及び消却 

 平成18年５月19日開催の当社取締役会において、次の

とおり、当社第一回優先株式の全てについて、取得及び

消却を行うことを決議いたしました。 

 

 取得及び消却の内容 

(1) 取得する株式の 
種類 第一回優先株式 

(2) 取得株式の総数 5,840,000株 

(3) 取得価格 一株につき100円 

(4) 取得価格の総額 584,000,000円 

(5) 取得先 株式会社中国銀行 

株式会社三菱東京UFJ銀行

みずほ信託銀行株式会社 

住友信託銀行株式会社 

株式会社トマト銀行 
(6) 取得予定日及び 

消却予定日 平成 18 年８月１日 
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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 

① 新任取締役候補 

該当事項はありません。 

② 退任取締役（平成18年３月31日付） 

取締役 清 水 秀 雄

③ 新任監査役候補（平成18年６月29日付予定） 

監査役 出 射 勝 巳  

④ 退任予定監査役 

該当事項はありません。 

 

（注）新任監査役候補者出射勝巳氏は、社外監査役であります。 

 

 




