
   

 

平成18年３月期   個別財務諸表の概要           平成18年５月22日 

会 社 名 株式会社 丸  誠               上場取引所     ＪＡＳＤＡＱ 

コ ード番 号 2434                      本社所在都道府県  東京都 

（ＵＲＬ http://www.marusei.co.jp） 
代  表  者 役  職  名  代表取締役社長 
        氏    名  西村 隆 
問い合わせ先 責任者役職名  取締役管理本部長 

        氏    名  黒沢 俊明         ＴＥＬ（03）3357－4545    

決算取締役会開催日  平成18年５月22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 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                      （百万円未満は、切り捨てて表示しております。） 

 売上高 営業利益 経常利益 

 

18年３月期 

17年３月期 

百万円   ％ 

        10,331（ 3.2） 

       10,012 (△2.8) 

百万円   ％ 

471（△14.0） 

547（ △2.1） 

百万円   ％ 

497（△5.4） 

526（△7.7） 

 

 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   ％ 

240（△27.8） 

333（ 25.1） 

円  銭 

   43.44 

    64.09 

円  銭 

  ――― 

――― 

％ 

    5.9 

8.8 

％ 

8.4 

9.3 

％ 

4.8 

5.3 

(注)①期中平均株式数      18年３月期   5,540,000 株   17年３月期  5,098,904 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 

(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 

18.00 

15.00 

円  銭 

  0.00 

  0.00 

円  銭 

18.00 

15.00 

百万円 

99 

83 

％ 

41.4    

23.4 

％ 

 2.4 

2.1 

(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 

 

18年３月期 

17年３月期 

百万円 

6,039 

5,880 

百万円 

4,135 

4,046 

％ 

68.5 

68.8 

円   銭  

746.55   

729.27   

(注)①期末発行済株式数     18年３月期     5,540,000 株   17年３月期  5,540,000 株 

②期末自己株式数     18年３月期     －   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 

5,178 

10,320 

百万円 

 249 

521 

百万円 

144 

302 

円 銭 

 0.00 

――― 

円 銭 

――― 

(注)23.00 

円 銭 

――― 

23.00 

（参考）１株当たり予想当期純利益(通期)  54円 62銭 

（注） 期末配当金の内訳は普通配当18円00銭、創立40周年記念配当５円00銭です。 

 
 ※上記の業績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、今後の様々な要因によって予想値と異なる可能性があります。 
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７．財務諸表等 

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   3,142,662   3,560,935  

２ 受取手形   80,230   50,237  

３ 売掛金   1,076,749   1,166,102  

４ 未成工事支出金   341   2,537  

５ 貯蔵品   1,028   2,777  

６ 前払費用   58,283   60,513  

７ 繰延税金資産   162,878   146,937  

８ その他   5,840   8,192  

貸倒引当金   △12,958   △11,449  

流動資産合計   4,515,057 76.8  4,986,784 82.6 

Ⅱ 固定資産        

１ 有形固定資産        

(1) 建物  267,689   268,229   

減価償却累計額  164,390 103,299  170,707 97,522  

(2) 車両運搬具  3,885   ―   

減価償却累計額  3,482 403  ― ―  

(3) 工具器具備品  200,835   214,984   

減価償却累計額  161,606 39,228  164,090 50,893  

(4) 土地   231,158   231,158  

有形固定資産合計   374,089 6.3  379,575 6.3 

２ 無形固定資産        

(1) ソフトウェア   88,981   60,856  

(2) その他   16,131   16,131  

無形固定資産合計   105,112 1.8  76,988 1.3 

３ 投資その他の資産        

(1) 投資有価証券   245,714   121,052  

(2) 関係会社株式   90,304   119,704  

(3) 出資金   50   50  
(4) 破産債権、再生債権、 
更生債権その他 
これらに準ずる債権 

  35,937   ―  

(5) 長期前払費用   2,419   2,469  

(6) 繰延税金資産   145,524   142,654  

(7) 差入保証金   159,278   135,936  

(8) 保険積立金   63,813   66,035  

(9) 投資不動産  231,963   ―   

減価償却累計額  60,662 171,300  ― ―  

(10)その他   8,000   8,000  

貸倒引当金   △35,937   ―  

投資その他の資産合計   886,405 15.1  595,900 9.8 

固定資産合計   1,365,607 23.2  1,052,464 17.4 

資産合計   5,880,665 100.0  6,039,249 100.0 
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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   442,308   476,395  

２ 買掛金 ※３  372,549   449,630  

３ 未払金   26,926   17,537  

４ 未払費用   132,947   136,667  

５ 未払法人税等   103,662   85,085  

６ 未払消費税等   36,860   43,109  

７ 前受金   10,437   7,570  

８ 預り金   19,076   24,081  

９ 賞与引当金   292,462   294,164  

流動負債合計   1,437,231 24.4  1,534,240 25.4 

Ⅱ 固定負債        

１ 退職給付引当金   321,859   321,493  

２ 役員退職慰労引当金   73,090   46,764  

３ その他   1,927   870  

固定負債合計   396,877 6.8  369,127 6.1 

負債合計   1,834,108 31.2  1,903,368 31.5 

        

(資本の部)        

Ⅰ 資本金 ※１  419,000 7.1  419,000 6.9 

Ⅱ 資本剰余金        

１ 資本準備金  232,000   232,000   

資本剰余金合計   232,000 4.0  232,000 3.9 

Ⅲ 利益剰余金        

１ 利益準備金  58,000   58,000   

２ 任意積立金        

(1) 別途積立金  2,650,000   2,900,000   

３ 当期未処分利益  579,182   480,342   

利益剰余金合計   3,287,182 55.9  3,438,342 56.9 

Ⅳ その他有価証券評価差額金   108,374 1.8  46,538 0.8 

資本合計   4,046,556 68.8  4,135,880 68.5 

負債資本合計   5,880,665 100.0  6,039,249 100.0 
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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   10,012,428 100.0  10,331,644 100.0 

Ⅱ 売上原価   8,392,392 83.8  8,785,056 85.0 

売上総利益   1,620,036 16.2  1,546,587 15.0 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1,2  1,072,609 10.7  1,075,586 10.4 

営業利益   547,426 5.5  471,001 4.6 

Ⅳ 営業外収益        

１ 受取利息  0   0   

２ 受取配当金  9,601   5,769   

３ 不動産賃貸収入  6,877   6,415   

４ ロイヤリティ収入 ※３ 3,336   4,120   

５ 団体保険取扱手数料  3,515   3,283   

６ 保険解約返戻金  ―   7,633   

７ 雑収入  5,294 28,626 0.3 4,270 31,493 0.3 

Ⅴ 営業外費用        

１ 支払利息  1,514   1,408   

２ 為替差損  ―   59   

３ 新株発行費  10,764   ―   

４ 株式公開準備費用  33,622   ―   

５ 不動産賃貸費用  2,808   2,482   

６ 雑損失  1,236 49,946 0.5 607 4,558 0.0 

経常利益   526,106 5.3  497,936 4.8 

Ⅵ 特別利益        

１ 投資有価証券売却益  74,509   185,535   

２ 投資不動産売却益  ―   3,537   

３ 償却債権取立益  953   1,838   

４ 貸倒引当金戻入益  ― 75,463 0.7 6,380 197,292 1.9 

Ⅶ 特別損失        

１ 関係会社株式評価損  19,010   ―   

２ 貸倒引当金繰入額  2,770   ―   

３ 貸倒損失  16,170   ―   

４ ゴルフ会員権評価損  1,545   ―   

５ 固定資産売却損 ※４ 7,694   ―   

６ 関係会社株式売却損  ―   115,341   

 ７ 減損損失 ※５ ― 47,191 0.5 92,300 207,642 2.0 

税引前当期純利益   554,378 5.5  487,586 4.7 

法人税、住民税及び 
事業税 

 225,609   185,710   

法人税等調整額  △4,411 221,197 2.2 61,235 246,945 2.4 

当期純利益   333,180 3.3  240,640 2.3 

前期繰越利益   246,001   239,702  

当期未処分利益   579,182   480,342  
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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 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

Ⅰ 材料費  451,485 5.4 460,091 5.2 

Ⅱ 外注費  3,173,154 37.8 3,572,042 40.7 

Ⅲ 労務費 ※１ 4,433,742 52.8 4,403,740 50.1 

Ⅳ 経費 ※２ 334,009 4.0 349,182 4.0 

売上原価  8,392,392 100.0 8,785,056 100.0 

      

 

 

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 主な内訳は次のとおりであります。 

給与手当 3,127,604千円 

法定福利費 489,048千円 

賞与 261,289千円 

賞与引当金繰入額 247,799千円 

退職給付費用 103,613千円 

  

※１ 主な内訳は次のとおりであります。 

給与手当 3,103,055千円 

法定福利費 489,546千円 

賞与 260,256千円 

賞与引当金繰入額 252,523千円 

退職給付費用 101,510千円 

  

※２ 主な内訳は次のとおりであります。 

家賃 83,710千円 

車輌費 78,155千円 

減価償却費 16,679千円 

  

※２ 主な内訳は次のとおりであります。 

家賃 80,531千円 

車輌費 78,473千円 

減価償却費 21,937千円 
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③ 利益処分計算書 

 

  
前事業年度 

(平成17年６月23日) 
当事業年度 

(平成18年６月27日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 当期未処分利益   579,182  480,342 

Ⅱ 利益処分額      

１ 配当金  83,100  99,720  

２ 役員賞与金  6,380   ―  

 （うち監査役賞与金）  (850)  (―)  

３ 任意積立金      

別途積立金  250,000 339,480 200,000 299,720 

Ⅲ 次期繰越利益   239,702  180,622 

      
(注) 日付は株主総会承認予定年月日であります。 
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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) 子会社株式及び関連会社株式 

   移動平均法による原価法を採用しております。 

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)を採用しております。 

 (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を採用しております。 

   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 

 (1) 未成工事支出金 

   個別法による原価法を採用しております。 

２ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 未成工事支出金 

同左 

 (2) 貯蔵品 

   最終仕入原価法を採用しております。 

 (2) 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 

   定率法を採用しております。 

   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)については定額法を採用して

おります。 

   なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

   建物        ７～50年 

   車両運搬具     ２～５年 

   工具器具備品    ３～15年 

３ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

同左 

 (2) 無形固定資産 

   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)に基づく定額法を採用して

おります。 

 (2) 無形固定資産 

同左 

 (3) 長期前払費用 

   均等償却によっております。 

 (3) 長期前払費用 

同左 

４ 繰延資産の処理方法 

  新株発行費 

  支出時に全額費用として処理しております。 

４ 繰延資産の処理方法 

５ 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。 

５ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

同左 

 (2) 賞与引当金 

   従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の

当事業年度負担額を計上しております。 

 (2) 賞与引当金 

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) 

 (3) 退職給付引当金 

   従業員の退職金の支出に備えるため、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。 

   過去勤務債務については、その発生時の従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の年数(５年)による定

額法により費用処理しております。 

   数理計算上の差異については、各事業年度の発生

時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数(５年)による定額法により、それぞれ発生の翌

事業年度から費用処理をしております。 

 (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出に備えるため、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 

６ 収益及び費用の計上基準 

  完成工事高の計上基準 

  工事完成基準によっております。 

６ 収益及び費用の計上基準 

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。 

７ リース取引の処理方法 

同左 

８ 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 

   消費税等の会計処理は、税抜方式によっておりま

す。 

８ 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 

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、特別損失として減損損失92,300千円計上

しておりますが、当該資産を当事業年度中に売却した

為、税引前当期純利益に与える影響はありません。 
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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）  

 前期まで営業外収益の「雑収入」に含めて表示してお

りました「ロイヤリティ収入」は、営業外収益の総額の

100分の10を超えたため区分掲記しました。 

 なお、前期における「ロイヤリティ収入」の金額は

2,075千円であります。 

 

  

 

 

追加情報 

 

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) 

 「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20,401千円増加

し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が、

20,401千円減少しております。 

 

  

 

 

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 会社が発行する株式 普通株式 20,160,000株

発行済株式総数 普通株式 5,540,000株
 

※１ 会社が発行する株式 普通株式 22,160,000株

発行済株式総数 普通株式 5,540,000株
 

 ２ 配当制限 

   有価証券の時価評価により、純資産が108,374千

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。 

 ２ 配当制限 

   有価証券の時価評価により、純資産が46,538千円

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。 

※３ 関係会社項目 

   関係会社に対する資産及び負債には区分掲記され

たもののほか次のものがあります。 

買掛金 72,481千円
 

※３ 関係会社項目 

   関係会社に対する資産及び負債には区分掲記され

たもののほか次のものがあります。 

買掛金 82,543千円
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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 販売費及び一般管理費の主なもの 

役員報酬 74,260千円

給料手当 444,888千円

貸倒引当金繰入額 10,517千円

賞与 45,816千円

賞与引当金繰入額 44,663千円

退職給付費用 16,967千円

役員退職慰労引当金繰入額 6,256千円

法定福利費 72,209千円

減価償却費 35,092千円

家賃 53,931千円
  

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの 

役員報酬 73,690千円

給料手当 428,714千円

貸倒引当金繰入額 2,892千円

賞与 45,172千円

賞与引当金繰入額 41,640千円

退職給付費用 24,830千円

役員退職慰労引当金繰入額 5,892千円

法定福利費 70,408千円

減価償却費 35,215千円

家賃 54,644千円
 

   なお、販売費に属する費用のおおよその割合は

30％、一般管理費に属する費用のおおよその割合は

70％であります。 

   なお、販売費に属する費用のおおよその割合は29 

％、一般管理費に属する費用のおおよその割合は

71％であります。 

※２ 一般管理費に含まれる研究開発費は、8,244千円

であります。 

※２ 一般管理費に含まれる研究開発費は、10,753千円

であります。 

※３ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ています。 

   ロイヤリティ収入           3,336千円 

※３ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ています。 

   ロイヤリティ収入           4,120千円 

※４ 固定資産売却損の内訳 

   土地                3,473千円 

   建物及び構築物           4,131千円 

   工具器具備品             89千円 

   計                 7,694千円 

※４ 
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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) 

※５ 

 

 

 

 

※５ 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。 

 

 

 

 

 

 

 (経緯)当該賃貸用不動産につきましては、取得時から

の市場価額の著しい下落により、当該資産グループ

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(92,300千円)として特別損失に計上しま

した。その内訳は土地92,300千円であります。 

   なお、当該資産グループの回収可能価額は、不動

産鑑定評価基準に基づく鑑定評価額を使用しており

ます。 

 (グルーピングの方法) 当社では減損会計の適用にあ

たり、継続的に収支の把握、投資等の意思決定及び

キャッシュ・フローを生み出す最小の単位である事

業部を、他に賃貸している不動産につきましては、

賃貸用不動産ごとに、本社資産、従業員厚生施設及

び研修施設等につきましては、独立したキャッシ

ュ・フローを生み出さないことから共用資産として

グルーピングしております。 

 

 

 

用途 賃貸用不動産 

種類 投資不動産 

場所 東京都板橋区 

金額 92,300千円 
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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) 

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、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) 

車両運搬具 14,743 8,465 6,277 

工具器具備品 3,450 287 3,162 

合   計 18,193 8,753 9,440 

 

 
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 2,428 283 2,145 

工具器具備品 3,450 862 2,587 

合   計 5,878 1,145 4,732 

 

 ② 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 5,254千円

１年超 8,057千円

合計 13,311千円
 

② 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減
損勘定期末残高 

  未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 1,027千円

１年超 3,786千円

合計 4,813千円
 

 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 5,756千円

減価償却費相当額 3,470千円

支払利息相当額 321千円
 

 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、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 1,424千円

減価償却費相当額 1,057千円

支払利息相当額 133千円
 

 ④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

   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 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

   減価償却費相当額の算定方法 

同左 

   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。 
  

   利息相当額の算定方法 

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年以内 2,048千円

１年超 3,063千円

合計 5,111千円

 

（減損損失について） 

  リース資産に配分された減損損失はありません。 
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(有価証券関係) 

 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

前事業年度(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はありません。 

 

当事業年度(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) 

① 流動資産 

未払事業税否認 23,746千円

賞与引当金損金算入限度超過額 119,003千円

貸倒引当金超過額 2,496千円

その他 17,632千円

計 162,878千円

② 固定資産 

役員退職慰労引当金否認額 29,740千円
退職給付引当金損金算入限度額 
超過額 

130,964千円

子会社株式評価損否認額 24,313千円

ゴルフ会員権評価損否認額 9,323千円

投資有価証券評価損否認額 10,283千円

貸倒引当金損金否認額 14,622千円

その他 627千円

繰延税金負債(固定)との相殺 △74,351千円

計 145,524千円

繰延税金資産合計 308,403千円
  

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) 

① 流動資産 

未払事業税否認 8,743千円

賞与引当金損金算入限度超過額 119,695千円

貸倒引当金超過額 1,074千円

その他 17,424千円

計 146,937千円

② 固定資産 

役員退職慰労引当金否認額 19,028千円
退職給付引当金損金算入限度額 
超過額 

130,815千円

子会社株式評価損否認額 24,313千円

ゴルフ会員権評価損否認額 9,323千円

投資有価証券評価損否認額 4,018千円

その他 423千円

繰延税金負債(固定)との相殺 △31,927千円

計 155,995千円

評価性引当額 △13,341千円

繰延税金資産合計 289,592千円
  

(繰延税金負債) 

① 固定負債 

その他有価証券評価差額金 74,351千円

繰延税金資産(固定)との相殺 △74,351千円

繰延税金負債合計 ―千円

差引：繰延税金資産純額 308,403千円

  

(繰延税金負債) 

① 固定負債 

その他有価証券評価差額金 31,927千円

繰延税金資産(固定)との相殺 △31,927千円

繰延税金負債合計 ―千円

差引：繰延税金資産純額 289,592千円

  

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。 
  

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 40.69％

(調整) 

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.77％

寄付金の損金不算入額 2.34％

受取配当金等永久に益金に算入されない

項目 △0.11％

住民税均等割等 1.42％

評価性引当額 2.74％

その他 1.80％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 50.65％
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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 729円27銭
 

１株当たり純資産額 746円55銭
 

１株当たり当期純利益 64円09銭
 

１株当たり当期純利益 43円44銭
 

当社は、平成16年11月１日付で株式１株につき10株

の株式分割を行っております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した

場合の前事業年度における１株当たり情報について

は、以下のとおりとなります。 

１株当たり純資産額 694円13銭

１株当たり当期純利益 52円86銭

また、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) 333,180 240,640 

普通株主に帰属しない金額(千円) 6,380 ― 

(うち利益処分による役員賞与金) (6,380) (―) 

普通株式に係る当期純利益(千円) 326,800 240,640 

普通株式の期中平均株式数(株) 5,098,904 5,540,000 
 
 

(重要な後発事象) 

     該当事項はありません。 
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８.役員の異動 

 

 

当社は、平成18年５月２日開催の取締役会決議により、下記のとおり役員の異動を決議いたしました 

 

ので、お知らせいたします。 

 

 

記 
 
１．役員の異動   （平成18年６月27日付予定） 

 

 （１）退任予定取締役 

 

柳 原 博 實  （現 総合企画室 企画担当） 

 

 

 （２）新任予定取締役 

 

                 小 林 憲 司  （現 横浜事業部長） 

 

                                 

                 

 

      以  上 

 

            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 




