
 

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        内外テック株式会社            上場取引所 JASDAQ 

コード番号          3374                  本社所在都道府県 東京都 

（ＵＲＬ http://www.naigaitec.co.jp） 
代 表 者         役   職   名 代表取締役社長 

          氏       名 権 田 浩 一 
問い合わせ先         責任者役職名 常務取締役 

         氏    名 中 田   治      ＴＥＬ（03）3704 － 0620 

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28日                定時株主総会開催日  平成18年６月27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                                 （百万円未満切り捨て） 

 売上高 営業利益 経常利益 

 

18年３月期 

17年３月期 

百万円   ％

16,463   （  △8.4）

17,980   （   18.7）

百万円   ％

 228   （ △50.6）

462   （  208.9）

百万円   ％

 211   （ △54.0）

459   （  326.4）

 

 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

 

18年３月期 

17年３月期 

百万円   ％ 

 115   （ △50.9） 

234   （  549.1） 

円   銭

23   26 

52   49 

円  銭

―  

―  

％

6.7  

17.4  

％ 

2.1   

4.3   

％

1.3  

2.6  

(注)①期中平均株式数      18年３月期   4,951,836株   17年３月期  4,472,000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 

 

(2) 配当状況                                 （百万円未満切り捨て） 

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 

 

18年３月期 

17年３月期 

円  銭

7   50 

5   00 

円  銭 

0   00 

0   00 

円  銭

7   50 

5   00 

百万円

     38     

22      

％ 

 32.2   

9.5   

％

1.9  

1.5  

(注) 18年３月期期末配当金の内訳は、普通配当５円00銭、記念配当２円50銭であります。 
 

(3) 財政状態                                 （百万円未満切り捨て） 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

 

18年３月期 

17年３月期 

百万円 

10,435       

10,135       

百万円

1,978      

1,458      

％ 

19.0   

14.4   

円   銭

 390    13   

326    16   

(注)①期末発行済株式数   18年３月期  5,071,200株   17年３月期  4,472,000株 

②期末自己株式数    18年３月期     800株   17年３月期      ―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  

 

中間期 

通 期 

百万円 

    9,097       

    18,082       

百万円

    146      

   310      

百万円

    83      

177      

円 銭

  0  00 

―   

円 銭 

  ― 

 9  00  

円 銭

  ― 

  9  00 

（参考）１株当たり予想当期純利益(通期) 34円93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。実際の業績は、業況の変化により、上記予想値と異なる場合があります。 

 



  

６．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） 

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 2,783,883 2,812,825  

２ 受取手形      475,055 413,822  

３ 売掛金  3,853,114 4,501,980  

４ 商品  635,480 492,723  

５ 原材料  8,848 8,383  

６ 仕掛品  505 5,399  

７ 貯蔵品  445 1,112  

８ 前払費用  25,361 20,983  

９ 繰延税金資産  49,823 56,336  

10 その他  70,734 59,401  

貸倒引当金  △4,300 △1,500  

流動資産合計  7,898,952 77.9 8,371,469 80.2 472,517

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

(1) 建物 ※１ 1,370,229 1,239,637   

減価償却累計額  △904,055 466,174 △849,881 389,755  

(2) 構築物  42,463 39,483   

減価償却累計額  △37,629 4,833 △35,508 3,975  

(3) 機械及び装置  44,266 49,341   

減価償却累計額  △37,085 7,180 △39,162 10,179  

(4) 車両運搬具  821 1,851   

減価償却累計額  △780 41 △1,002 848  

(5) 器具備品  64,015 58,749   

減価償却累計額  △54,790 9,225 △49,979 8,769  

(6) 土地 ※１ 893,880 669,120  

有形固定資産合計  1,381,335 13.6 1,082,649 10.4 △298,685

２ 無形固定資産    

(1) ソフトウェア  6,701 4,723  

(2) 電話加入権  13,506 13,506  

(3) その他  20 ―  

無形固定資産合計  20,228 0.2 18,229 0.2 △1,998
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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） 

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) 

   

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券 ※１ 358,919 554,306  

(2) 関係会社株式  60,000 60,000  

(3) 出資金  1,500 1,500  

(4) 破産・更生債権等  5,865 8,236  

(5) 長期前払費用  12,593 13,970  

(6) 差入保証金  278,632 309,669  

(7) 繰延税金資産  98,373 ―  

    (8) その他  21,314 21,067  

貸倒引当金  △2,623 △5,236  

投資その他の資産

合計 
 834,575 8.3 963,514 9.2 128,939

固定資産合計  2,236,138 22.1 2,064,393 19.8 △171,745

資産合計  10,135,090 100.0 10,435,862 100.0 300,772
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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） 

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 支払手形     ※1,3 3,845,598 3,683,183  

２ 買掛金      ※1,3 1,666,549 2,122,344  

３ 短期借入金 ※１ 20,000 20,000  

４ 一年以内返済予定の
長期借入金 

※１ 480,272 608,672  

５ 一年以内償還予定の
社債 

 200,000 300,000  

６ 未払費用  79,071 74,961  

７ 未払法人税等  149,000 77,000  

８ 未払消費税等  35,172 7,990  

９ 預り金  6,126 5,269  

10 前受収益  4,951 3,441  

11  賞与引当金  54,000 55,000  

12 その他  8,529 3,739  

流動負債合計  6,549,271 64.6 6,961,601 66.7 412,330

Ⅱ 固定負債    

１ 社債  720,000 420,000  

２ 長期借入金 ※１ 1,090,210 766,538  

３ 繰延税金負債  ― 941  

４ 退職給付引当金  201,853 201,703  

５ 役員退職慰労引当金  90,548 92,992  

６ その他  24,599 13,647  

固定負債合計  2,127,210 21.0 1,495,822 14.3 △631,388

負債合計  8,676,482 85.6 8,457,424 81.0 △219,057
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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） 

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) 

   

（資本の部）    

Ⅰ 資本金 ※５ 274,728 2.7 389,928 3.8 115,200

Ⅱ 資本剰余金    

 １ 資本準備金  128,728 322,078  

   資本剰余金合計  128,728 1.3 322,078 3.1 193,350

Ⅲ 利益剰余金    

１ 利益準備金  24,538 24,538  

２ 任意積立金    

(1) 別途積立金  670,000 670,000 670,000 670,000  

 ３ 当期未処分利益  290,571 383,389  

利益剰余金合計  985,109 9.7 1,077,927 10.3 92,817

Ⅳ その他有価証券評価差
額金 

 70,042 0.7 188,863 1.8 118,820

Ⅴ 自己株式 ※６ ― ― △358 △0.0 △358

資本合計  1,458,608 14.4 1,978,438 19.0 519,830

負債及び資本合計  10,135,090 100.0 10,435,862 100.0 300,772
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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） 

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    

 １ 商品売上高  17,314,220 15,616,434   

 ２ 請負売上高  666,610 17,980,830 100.0 846,702 16,463,137 100.0 △1,517,693

Ⅱ 売上原価    

１ 商品期首たな卸高  588,769 635,480   

２ 当期商品仕入高  15,592,599 13,924,556   

   合 計  16,181,368 14,560,036   

３ 商品期末たな卸高  635,480 492,723   

４ 商品売上原価  15,545,888 14,067,312   

５ 請負原価  577,021 16,122,909 89.7 740,734 14,808,047 89.9 △1,314,862

売上総利益  1,857,921 10.3 1,655,089 10.1 △202,831

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

１ 給与及び賞与  629,774 649,916   

２ 賞与引当金繰入額  46,770 47,744   

３ 退職給付費用  41,404  53,753   

４ 役員退職慰労引当金

繰入額 
 12,475  12,240   

５ 法定福利費  68,646 69,029   

６ 旅費交通費  79,097 86,836   

７ 減価償却費  22,056 17,535   

８ 賃借料  81,366 69,738   

９ 支払手数料  136,491 145,324   

10 貸倒引当金繰入額  1,615 374   

11 その他  275,645 1,395,345 7.7 273,861 1,426,356 8.7 31,011

営業利益  462,575 2.6 228,732 1.4 △233,843

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  1,724 1,839   

２ 受取配当金  9,438 11,100   

３ デリバティブ評価益  813 5,378   

４ 賃貸収入 ※１ 62,876 56,422   

５ 仕入割引  8,647 8,091   

６ その他  6,324 89,824 0.5 11,051 93,883 0.6 4,058

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  61,937 53,252   

２ 社債利息  9,203 7,660   

３ 賃貸原価  19,061 17,119   

４ 為替差損  39 124   

５ 新株発行費  ― 10,164   

６ 公開関係費用  ― 19,651   

７ その他  2,422 92,664 0.5 3,136 111,108 0.7 18,444

経常利益  459,735 2.6 211,507 1.3 △248,228
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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） 

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 固定資産売却益 ※２ ― 12,951   

２ 投資有価証券売却益  12,214 47,976   

３ 償却債権取立益  1,037 13,252 0.1 ― 60,927 0.4 47,675

Ⅶ 特別損失    

１ 固定資産売却損 ※３ 7,722 ―   

２ 固定資産除却損 ※４ 841 ―   

３ 減損損失 ※５ ― 8,563 0.1 65,749 65,749 0.4 57,185

税引前当期純利益  464,424 2.6 206,685 1.3 △257,738

法人税、住民税 
及び事業税 

 151,817 79,583   

法人税等調整額  77,876 229,694 1.3 11,923 91,507 0.6 △138,187

当期純利益  234,729 1.3 115,177 0.7 △119,551

前期繰越利益  55,841 268,211  212,369

当期未処分利益  290,571 383,389  92,817
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請負原価明細書 

 
 

 
 

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） 

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) 

   

Ⅰ 材料費  326,960 56.9 493,924 66.2 166,963

Ⅱ 労務費  121,757 21.2 127,155 17.1 5,398

Ⅲ 経費 ※1 125,860 21.9 124,548 16.7 △1,311

当期総請負費用  574,578 100.0 745,629 100.0 171,050

期首仕掛品たな卸高  2,948 505  

合計  577,526 746,134  

期末仕掛品たな卸高  505 5,399  

当期請負原価  577,021 740,734  163,712

    

  

原価計算の方法 

個別原価計算を採用しておりま

す。 

原価計算の方法 

同 左 

 

（注）※１ 主な内訳は次のとおりであります。 

 

項目 前事業年度（千円） 当事業年度（千円） 

対前年比 

増減 

（千円） 

外注加工費 

旅費交通費 

支払手数料 

地代家賃 

消耗品費 

減価償却費 

74,697 

15,297 

10,475 

7,128 

4,287 

3,281 

61,375 

19,034 

10,385 

7,746 

7,564 

3,169 

△13,321

3,737

△90

618

3,277

△112
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(3) 利益処分案 

 
 

 
 

前事業年度 
（平成17年６月29日） 

当事業年度 
（平成18年６月27日） 

対前年比 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 
増減 
(千円) 

   

Ⅰ 当期未処分利益  290,571 383,389 92,817

Ⅱ 利益処分額   

１ 配当金  22,360 22,360 38,033 38,033 15,673

Ⅲ 次期繰越利益  268,211 345,355 77,143

   

（注）１ 日付は、株主総会承認日及びその予定日であります。 

２ １株当り配当金の内訳 

 前事業年度 当事業年度 

 年間 中間 期末 年間 中間 期末 

 円  銭 円  銭 円  銭 円  銭 円  銭 円  銭

普通株式  5   00  0   00  5   00  7   50 0   00   7   50 

（内訳）   

  普通配当 5   00  0   00 5   00 5   00 0   00  5   00 

  記念配当 0   00  0   00 0   00 2   50 0   00  2   50 
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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 

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 

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） 

   時価のないもの 

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 

    同左 

 

 

 

時価のないもの 

    同左 

２ デリバティブ取引により

生じる正味の債権（及び

債務）の評価基準及び評

価方法 

 時価法 

  

同左 

３ たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

(1) 商品・原材料・仕掛品・貯蔵品 

    移動平均法による原価法 

(1) 商品・原材料・仕掛品・貯蔵品 

    同左 

４ 固定資産の減価償却の方

法 

 (1)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（建物附属設備を除

く）は定額法 

なお、耐用年数及び残存価額に

ついては、法人税法の規定する方

法と同一の基準によっておりま

す。 

(2)無形固定資産 

定額法 

ただし、ソフトウェア（自社利

用分）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 

(3)長期前払費用 

定額法 

 (1)有形固定資産 

    同左 

 

 

 

 

 

 

 

(2)無形固定資産 

    同左 

 

 

 

 

(3)長期前払費用 

    同左 

５ 繰延資産の処理方法 

 

         (1)新株発行費 

   支出時に全額費用として処理し

ております。 

６ 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。 

（1）貸倒引当金 

    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） 

 （2）賞与引当金 

   従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、支給見込額の

うち当期負担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 

  従業員に対する退職給付に備える

ため、当期末における退職給付債務

（自己都合退職による期末要支給

額）の見込額に基づき計上しており

ます。 

（3）退職給付引当金 

    同左 

 

 （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、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 

    同左 

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 

８ ヘッジ会計の方法 

 

①ヘッジ会計の方法 

 金利スワップについては、特例処

理の要件を満たしておりますので特

例処理を採用しております。 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

 (ヘッジ手段)  (ヘッジ対象) 

  金利スワップ 借入金の利息 

③ヘッジ方針 

 当社は、借入金の金利変動リスク

を回避する目的で金利スワップ取引

を行っており、ヘッジ対象の識別は

個別契約毎に行っております。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップの特例処理の要件を

満たしているため有効性の判定を省

略しております。 

①ヘッジ会計の方法 

    同左 

 

 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

    同左 

 

③ヘッジ方針 

    同左 

 

 

 

④ヘッジ有効性評価の方法 

    同左 

 

９ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項 

 

(1) 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。 

(1) 消費税等の会計処理 

    同左 
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  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） 

 「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

当事業年度から適用しております。 

 これにより税引前当期純利益が65,749千円減少して

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。 

 

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） 

 「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日以降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、当事業年度から「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7,000千円増加

し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が、

7,000千円減少しております。 
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注記事項 

(貸借対照表関係) 

 
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 担保に供している資産及びこれに対応する債務は

次のとおりであります。 

(1) 担保に供している資産 

預金 247,871千円

建物 411,584千円

土地 866,602千円

投資有価証券 292,039千円

 計 1,818,097千円

(2) 上記に対する債務 

支払手形 1,660,241千円

買掛金 441,762千円

短期借入金 20,000千円

１年以内返済予定の長期

借入金 446,912千円

長期借入金 1,034,690千円

 計 3,603,605千円
 

 ※１ 担保に供している資産及びこれに対応する債務は

次のとおりであります。 

(1) 担保に供している資産 

預金 277,901千円

建物 344,413千円

土地 669,120千円

投資有価証券 438,151千円

 計 1,729,586千円

(2) 上記に対する債務 

支払手形 1,532,662千円

買掛金 572,176千円

短期借入金 20,000千円

１年以内返済予定の長期

借入金 575,312千円

長期借入金 744,378千円

 計 3,444,528千円
 

  ２ 受取手形裏書譲渡高        106,744千円   ２ 受取手形裏書譲渡高        87,681千円 

 ※３ 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

ものは、次のとおりであります。 

支払手形 175,191千円

買掛金 41,610千円
 

 ※３ 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

ものは、次のとおりであります。 

買掛金 202,063千円

 
 

   ４ 偶発債務 

   子会社の金融機関からの借入金に対して、次のと

おり債務保証を行っております。 

内外エレクトロニクス(株) 504,928千円
 

   ４ 偶発債務 

   子会社の金融機関からの借入金に対して、次のと

おり債務保証を行っております。 

内外エレクトロニクス(株) 1,083,522千円
 

※５ 会社が発行する株式  普通株式   17,000,000株 

     発行済株式総数   普通株式  4,472,000株 

※５ 会社が発行する株式  普通株式  17,000,000株 

     発行済株式総数   普通株式   5,072,000株 

 ※６          

      

※６ 自己株式 

   普通株式                 800株 

  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70,526千

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192,063

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 関係会社との取引は、次のとおりであります。 

賃貸収入 22,920千円
 

※１ 関係会社との取引は、次のとおりであります。 

賃貸収入 22,920千円

    

※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 3,410千円

土地 9,541千円

 計 12,951千円
 

※３ 固定資産売却損の内容は、次のとおりでありま

す。 

土地 7,722千円
 

※３             

 
 

※４ 固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま

す。 

建物 770千円

器具備品 70千円

 計 841千円
 

※４             

 

 
 

※５             ※５ 減損損失の内容は、次のとおりであります。 

 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ております。 

場所 用途 種類 金額 

（千円）

東京都世田

谷区 

遊休 建物、土地、その

他 

25,823

東京都板橋

区 

遊休 建物、土地、その

他 

11,202

神奈川県川

崎市 

賃貸倉庫 建物、土地 13,457

静岡県田方

郡 

遊休 建物、土地 15,266

 当社は、原則として事業部門別を基本とし、販売部

門においては営業所を単位に、受託製造部門において

は事業所を単位とし、遊休資産等の非事業用資産につ

いては個々の物件単位でグルーピングをしておりま

す。 

 上記各資産グループについては、帳簿価額に比し時

価が著しく下落しているため、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（65,749千円）

として特別損失に計上しております。 

 減損損失の内訳は、建物16,163千円、土地48,719千

円、その他867千円であります。 

 なお、当該資産グループの回収可能価額は、正味売

却価額により測定しており、不動産鑑定評価等により

評価しております。 
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(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） 

 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 

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 90,844 67,621 23,223

器具備品 115,984 93,604 22,379

ソフトウェア 149,687 124,157 25,530

 合 計 356,516 285,382 71,133
 

 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 

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 42,058 18,983 23,074

器具備品 132,414 98,941 33,473

ソフトウェア 174,544 143,663 30,880

 合 計 349,017 261,588 87,429
 

 

 ②未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 50,995千円

１年超 24,472千円

 合計 75,468千円

  

 

②未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 23,969千円

１年超 64,450千円

 合計 88,420千円
 

 ③支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 

支払リース料 71,861千円

減価償却費相当額 68,316千円

支払利息相当額 5,140千円

 
 

③支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 49,755千円

減価償却費相当額 46,141千円

支払利息相当額 3,300千円
 

 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 

⑤利息相当額の算定方法 

   リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利

息法によっております。 

⑤利息相当額の算定方法 

同左 

 
 

 

(有価証券関係) 

 

前事業年度（平成17年３月31日現在） 

  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日現在） 

  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) 

 

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) 

退職給付引当金 81,381千円

役員退職慰労引当金 36,671千円

賞与引当金 21,870千円

貸倒引当金 20,911千円

商品等評価損 12,534千円

未払事業税 9,041千円

その他 13,462千円

繰延税金資産合計 195,872千円

(繰延税金負債) 

その他有価証券評価差額金 47,675千円

繰延税金負債合計 47,675千円

差引：繰延税金資産の純額 148,196千円

 
 

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) 

退職給付引当金 81,689千円

役員退職慰労引当金 37,662千円

商品等評価損 24,531千円

賞与引当金 22,275千円

未払事業税 6,596千円

その他 11,194千円

繰延税金資産合計 183,949千円

(繰延税金負債) 

その他有価証券評価差額金 128,553千円

繰延税金負債合計 128,553千円

差引：繰延税金資産の純額 55,395千円

 
 

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の内訳 

法定実効税率 40.50％

（調整） 

 留保金課税額 7.92％

住民税均等割額 1.05％

 交際費等 0.96％

 その他 △0.97％

税効果会計適用後の法人税等 

の負担率 49.46％

  

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の内訳 

法定実効税率 40.50％

（調整） 

受取配当金等 △1.53％

住民税均等割額 2.38％

 交際費等 1.93％

 その他 0.99％

税効果会計適用後の法人税等 

の負担率 44.27％
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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              326.16円 1株当たり純資産額             390.13円 

1株当たり当期純利益             52.49円 1株当たり当期純利益       23.26円 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益に

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）

当期純利益（千円） 234,729 115,177 

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（千円） 234,729 115,177 

普通株式の期中平均株式数（千株） 4,472 4,951 
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(重要な後発事象) 

 
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） 

 平成17年５月11日及び平成17年５月24日開催の取締

役会において、下記のとおり新株式の発行を決議し、

平成17年６月13日に払込が完了いたしました。 

この結果、平成17年６月13日付で資本金は389,928

千円、発行済株式総数は5,072,000株となっておりま

す。 

① 募集方法      ：一般募集 

             (ブックビルディング方

式による募集） 

② 発行する株式の種類 ：普通株式   600,000株 

  及び数 

③ 発行価格      ：１株につき      550円 

  一般募集はこの価格にて行いました。 

④ 引受価額      ：１株につき 514円25銭 

この価額は当社が引受人より１株当たりの新株式

払込金として受け取った金額であります。 

なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引

受人の手取金となります。 

⑤ 発行価額      ：１株につき      383円 

                          (資本組入額     192円)

⑥ 発行価額の総額   ：          229,800千円 

⑦  払込金額の総額   ：     308,550千円 

⑧ 資本組入額の総額  ：          115,200千円

⑨ 払込期日      ：平成17年６月13日 

⑩ 配当起算日     ：平成17年４月１日 

⑪ 資金の使途     ：当社の設備資金、子会社

への投融資（設備資金貸

付）及び当社の運転資金

に充当 
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ファイル名:040_役員の異動 更新日時:5/17/2006 9:37:00 AM 印刷日時:06/05/18 17:58 

７．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 役職の異動（平成18年４月１日付） 

新 役 職 名 氏   名 旧 役 職 名 

常務取締役 

担当 営業全般 
杉 本 春 夫 

常務取締役 

営業本部長 

常務取締役 

担当 管理全般 
中 田 治 

常務取締役 

管理本部長 

取締役執行役員 

営業本部長 

兼開発三部ｾﾞﾈﾗﾙﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

高 階 秀 俊 
取締役執行役員 

営業副本部長 

取締役執行役員 

営業副本部長 

兼開発一部ｾﾞﾈﾗﾙﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

兼東日本ﾌﾞﾛｯｸｾﾞﾈﾗﾙﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

茨 田 満 

取締役執行役員 

営業副本部長 

 兼東日本営業部ｾﾞﾈﾗﾙﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

 （注）上記事項は平成18年３月24日に開示済みであります。 
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