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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 

 売  上  高 営 業 利 益 経 常 利 益 

 

１８年３月期 

１７年３月期 

百万円   ％

12,653（  4.9）

12,062（  2.0）

百万円   ％

560（  27.5）

439（△14.9）

百万円   ％

526（   34.9）

390（ △13.4）

 

 
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   ％

293（  28.7）

228（ △3.4）

円 銭

25.24

18.99

円 銭

―

―

％ 

4.1 

3.3 

％ 

4.5 

3.4 

％

4.2

3.2

(注) 1．期中平均株式数   １８年３月期 10,450,363 株   １７年３月期 10,489,390 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 

 

１８年３月期 

１７年３月期 

円 銭 

10.50 

10.50 

円 銭

0.00 

0.00 

円 銭

10.50 

10.50 

百万円

109 

109 

％ 

41.6 

55.3 

％

1.5 

1.6 

 

(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 

11,837 

11,628 

百万円

7,285 

7,072 

％ 

61.5 

60.8 

円  銭

695.83 

673.16 

(注) 1．期末発行済株式数   １８年３月期 10,426,740 株   １７年３月期 10,463,690 株 
2．期末自己株式数    １８年３月期   118,393 株   １７年３月期   81,443 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 

6,400 

13,500 

百万円

170

440

百万円

50

200

円 銭

0.00

―――― 

円 銭 

―――― 

10.50 

円 銭

―――― 

10.50 

(参考) 1 株当たり予想当期純利益（通期）    19 円 18 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もと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数値と異なる場合があります。 
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７．個別財務諸表等 
 

①貸借対照表         

 （単位：千円）

期  別 第 89 期 第 90 期 比較増減 

 （平成17年3月31日現在） （平成18年3月31日現在） （△は減）

科  目 金  額 構成比 金  額 構成比  

（資産の部）  ％ ％ 

Ⅰ. 流動資産   

１． 現金及び預金  1,153,884 1,091,432  △62,452

２． 営業未収金  1,580,354 1,705,583  125,229

３． 貯蔵品  9,359 10,571  1,212

４． 前払費用  41,611 50,738  9,126

５． 繰延税金資産  55,283 50,554  △4,728

６． 短期貸付金  10,739 11,747  1,008

７． 立替金  119,255 135,968  16,713

８． その他  43,363 76,262  32,898

 貸倒引当金  △8,101 △9,447  △1,346

 流動資産合計  3,005,750 25.8 3,123,410 26.4 117,660

Ⅱ. 固定資産   

１． 有形固定資産   

（1） 建物 ※1.5 3,392,611 3,303,258  △89,352

（2） 構築物 ※５ 35,098 35,945  846

（3） 機械及び装置 ※1.5 177,622 163,553  △14,068

（4） 車両運搬具 ※５ 28,062 31,634  3,572

（5） 工具、器具及び備品 ※５ 42,070 44,045  1,974

（6） 土地 ※１ 2,310,974 2,310,974  -

 有形固定資産合計  5,986,440 51.5 5,889,412 49.8 △97,027

２． 無形固定資産   

（1） 借地権  449,043 449,043  -

（2） 商標権  116 -  △116

（3） 電話加入権  16,529 16,529  -

（4） 電信電話専用施設利用権  1,337 1,150  △187

 無形固定資産合計  467,026 4.0 466,722 3.9 △303
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（単位：千円）

期  別 第 89 期 第 90 期 比較増減 

 （平成17年3月31日現在） （平成18年3月31日現在） （△は減）

科  目 金  額 構成比 金  額 構成比  

３． 投資その他の資産  ％ ％ 

(1） 投資有価証券  648,660 819,744  171,083

(2） 関係会社株式  460,622 460,622  -

(3） 出資金  37,855 37,855  -

(4) 
破産債権、更生債権
その他これらに準ず
る債権 

 6,376 1,422  △4,954

(5) 長期前払費用  7,038 4,733  △2,304

(6) 繰延税金資産  185,047 153,175  △31,872

(7) 長期保証金  276,571 344,954  68,383

(8) 保険積立金  545,554 529,338  △16,215

(9) その他  7,190 7,190  -

 貸倒引当金  △5,630 △711  4,919

 投資その他の資産合計  2,169,284 18.7 2,358,323 19.9 189,038

 固定資産合計  8,622,751 74.2 8,714,458 73.6 91,707

 資産合計  11,628,501 100.0 11,837,869 100.0 209,367
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 （単位：千円）

期  別 第 89 期 第 90 期 比較増減 

 （平成17年3月31日現在） （平成18年3月31日現在） （△は減）

科  目 金  額 構成比 金  額 構成比  

（負債の部） ％ ％ 

Ⅰ. 流動負債  

１．支払手形 37,607 38,053  446

２．営業未払金 ※２ 891,931 975,991  84,059

３．短期借入金 478,000 490,000  12,000

４．一年以内に返済予定の長期借入金 ※１ 411,500 318,000  △93,500

５．一年以内に償還予定の社債 ※６ - 200,000  200,000

６．未払金 117,228 91,472  △25,755

７．未払費用 37,282 32,794  △4,488

８．未払法人税等 194,938 144,442  △50,496

９．未払消費税等 - 1,611  1,611

10．前受金 9,892 9,806  △86

11．預り金 12,599 18,954  6,355

12．賞与引当金 60,798 67,333  6,534

13．その他 66,853 25,233  △41,620

 流動負債合計 2,318,632 20.0 2,413,693 20.4 95,061

Ⅱ. 固定負債  

１．社債 ※６ 700,000 720,000  20,000

２．長期借入金 ※１ 735,650 597,650  △138,000

３．退職給付引当金 499,032 499,358  325

４．役員退職慰労引当金 302,500 321,900  19,400

 固定負債合計 2,237,182 19.2 2,138,908 18.1 △98,274

 負債合計 4,555,814 39.2 4,552,601 38.5 △3,212

（資本の部）  

Ⅰ. 資本金 ※３ 2,133,280 18.3 2,133,280 18.0 -

Ⅱ. 資本剰余金  

 資本準備金 2,170,568 2,170,568  -

   資本剰余金合計 2,170,568 18.7 2,170,568 18.3 -

Ⅲ. 利益剰余金  

１．利益準備金 252,440 252,440  -

２．任意積立金  1,900,000 1,900,000  -

３． 当期未処分利益  454,854 609,765  154,910

 利益剰余金合計 2,607,295 22.4 2,762,205 23.3 154,910

Ⅳ. その他有価証券評価差額金 186,632 1.6 263,829 2.2 77,197

Ⅴ. 自己株式 ※４ △25,090 △0.2 △44,617 △0.3 △19,527

 資本合計 7,072,687 60.8 7,285,267 61.5 212,580

 負債及び資本合計 11,628,501 100.0 11,837,869 100.0 209,367
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②損益計算書 

  （単位：千円）

期  別 第 89 期 第 90 期  

 
（自平成16年4月１日） 

（至平成17年3月31日） 

（自平成17年４月１日） 

（至平成18年3月31日） 

比較増減 
（△は減） 

科  目 金  額 百分比 金  額 百分比  

  ％ ％ 

Ⅰ. 営業収益  12,062,632 100.0 12,653,313 100.0 590,680

Ⅱ. 営業原価 ※５ 10,713,269 88.8 11,152,224 88.1 438,955

 営業総利益  1,349,362 11.2 1,501,088 11.9 151,725

Ⅲ. 販売費及び一般管理費 ※１ 909,754 7.6 940,596 7.5 30,841

 営業利益  439,608 3.6 560,492 4.4 120,883

Ⅳ. 営業外収益   

１. 受取利息及び配当金 ※５ 11,427 17,492  6,065

２. その他の営業外収益 ※５ 11,416 14,820  3,404

 （合 計）  22,843 0.2 32,313 0.3 9,469

Ⅴ. 営業外費用   

１. 支払利息  66,469 57,714  △8,755

２. その他の営業外費用  5,957 9,090  3,132

 （合 計）  72,427 0.6 66,804 0.5 △5,622

経常利益  390,024 3.2 526,000 4.2 135,976

Ⅵ. 特別利益   

１. 固定資産売却益 ※２ - 410  410

２. 投資有価証券売却益  12,926 1,651  △11,274

３. 会員権売却益 ※３ 132 -  △132

 （合 計）  13,058 0.1 2,061 0.0 △10,997

Ⅶ. 特別損失   

１. 固定資産売却除却損 ※４ 1,355 12,664  11,309

２. 投資有価証券売却損  1,966 -  △1,966

３. 投資有価証券評価損  396 -  △396

 （合 計）  3,717 0.0 12,664 0.1 8,946

 税引前当期純利益  399,365 3.3 515,397 4.1 116,032

 法人税、住民税及び事業税  206,000 1.7 238,000 1.9 32,000

 法人税等調整額  △34,856 △0.3 △16,382 △0.1 18,474

 当期純利益  228,221 1.9 293,779 2.3 65,557

 前期繰越利益  226,632 315,985  89,353

 当期未処分利益  454,854 609,765  154,910
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    ③利益処分案 
                                                                                    （単位：千円） 

期 別 第 89 期 第 90 期  

 
（自平成16年4月１日） 

（至平成17年3月31日） 

（自平成17年4月１日） 

（至平成18年3月31日） 

比較増減 
（△は減） 

科  目 金 額 金 額  

Ⅰ. 当期未処分利益  454,854 609,765 154,910 

Ⅱ. 利益処分額     

１． 配当金  109,868 109,480 △387 

２． 取締役賞与金  29,000 30,000 1,000 

 （合 計）  138,868 139,480 612 

Ⅲ. 次期繰越利益  315,985 470,284 154,298 
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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）子会社株式および関連会社株式 (1）子会社株式および関連会社株式 １．有価証券の評価基準及び

評価方法 移動平均法による原価法 同左 

 (2）その他有価証券 (2）その他有価証券 

 時価のあるもの 時価のあるもの 

  決算日の市場価格等にもとづく時

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

法により算定しております。） 

同左 

 時価のないもの 時価のないもの 

  移動平均法による原価法 同左 

貯蔵品 貯蔵品 ２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 最終仕入原価法 同左 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 ３．固定資産の減価償却の方

法  定率法 

 但し、平成10年4月1日以降に取得し

た建物（付属設備を除く）および東京

港営業所の建物、構築物、機械及び装

置については、定額法によっておりま

す。 

 主な耐用年数は以下のとおりであり

ます。 

同左 

 建物         ３～65年

機械及び装置     ７～12年

 

 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

  定額法 

 但し、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における見込利用可能期

間（５年）にもとづく定額法によって

おります。 

同左 

４．繰延資産の処理方法 ――――― 社債発行費 

    支出時に全額費用として処理してお

ります。 

５．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (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。 

同左 

 (2)賞与引当金 (2)賞与引当金 

  従業員賞与の支払に備えるため、支

給見込額基準にもとづき計上しており

ます。 

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 (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の見

込額にもとづき計上しております。 

同左 

 (4）役員退職慰労引当金 (4）役員退職慰労引当金 

  役員に対する退職慰労金の支払に備

えるため、内規にもとづく期末要支給

額を計上しております。 

同左 

６．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 

７．ヘッジ会計の方法 (1)ヘッジ会計の方法 (1)ヘッジ会計の方法 

  特例処理の要件を満たす金利スワッ

プについては、特例処理を採用してお

ります。 

同左 

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

 イ．ヘッジ手段──デリバティブ取引

（金利スワップ）

同左 

 ロ．ヘッジ対象──借入金  

 (3）ヘッジ方針 (3）ヘッジ方針 

  当社は、固定金利を市場の実勢金利

に合わせて変動化する場合や将来の金

利上昇リスクをヘッジするために変動

金利を固定化する目的で、「金利ス

ワップ取引」を利用しているのみであ

り、投機目的の取引はおこなっており

ません。 

同左 

 (4）ヘッジの有効性評価の方法 (4）ヘッジの有効性評価の方法 

  特例処理によっている金利スワップ

については、有効性の評価を省略して

おります。 

同左 

(1）消費税等の会計処理 (1）消費税等の会計処理 ８．その他財務諸表作成のた

めの重要な事項  税抜方式にて処理しております。 同左 

 

重要な会計方針の変更 
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） 

当営業年度より、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））および「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。これによる損益に与える影響はありません。 
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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 ※１．担保に供している資産 
  

科目 金額（千円） 

建物 2,269,668 

機械及び装置 47,120 

土地 748,926 

合計 3,065,715 

  

  

科目 金額（千円） 

建物 2,145,553 

機械及び装置 46,990 

土地 748,926 

合計 2,941,471 

  
 上記に対応する債務は次のとおりであります。  上記に対応する債務は次のとおりであります。 

  

科目 金額（千円） 

１年以内に返済予定の長
期借入金 

331,500 

長期借入金 720,650 

合計 1,052,150 

  

  

科目 金額（千円） 

１年以内に返済予定の長
期借入金 

303,000 

長期借入金 417,650 

合計 720,650 

  
※２．関係会社に対する主な債権・債務 ※２．関係会社に対する主な債権・債務 
  

科目 金額（千円） 

営業未払金 458,996 

  

  

科目 金額（千円） 

営業未払金 536,669 

  
※３．授権株式数及び発行済株式数 ※３．授権株式数及び発行済株式数 
  

授権株式数（千株） 
（普通株式） 

26,391 

発行済株式数（千株） 
（普通株式） 

10,545 

  

  

授権株式数（千株） 
（普通株式） 

26,391 

発行済株式数（千株）
（普通株式） 

10,545 

  
※４．当社が保有する自己株式の数は、普通株式81,443

株であります。 

※４．当社が保有する自己株式の数は、普通株式

118,393株であります。 

※５．有形固定資産の減価償却累計額 

6,195,390千円

※５．有形固定資産の減価償却累計額 

6,389,346千円
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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） 

※６．配当制限 ※６．配当制限 

 第７回および第８回無担保社債は、期限の利益喪

失に関する特約として純資産額維持条項が付されて

おります。 

 それぞれの無担保社債の未償還残高が存する限

り、決算期の末日における貸借対照表に示される資

本の部の金額について、第７回債は５４億円以上、

第８回債は５３億円以上に維持する必要がありま

す。 

 当該金額を下回った場合は、その貸借対照表の基

準とした決算期の末日より４か月を経過したときに

期限の利益を喪失します。 

 有価証券の時価評価により純資産額が186,632千

円増加しておりますが、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。 

 第７回、第８回および第９回無担保社債は、期限

の利益喪失に関する特約として純資産額維持条項が

付されております。 

 それぞれの無担保社債の未償還残高が存する限

り、決算期の末日における貸借対照表に示される資

本の部の金額について、第７回債および第９回債は

５４億円以上、第８回債は５３億円以上に維持する

必要があります。 

 当該金額を下回った場合は、その貸借対照表の基

準とした決算期の末日より４か月を経過したときに

期限の利益を喪失します。 

 有価証券の時価評価により純資産額が263,829千

円増加しておりますが、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。 

 ７．偶発債務  ７．偶発債務 

保証債務 保証債務 
  

被保証者 協同組合東京海貨センター 

保証金額 556,700千円 

被保証債務の内容 金融機関からの借入 
（他8社による連帯保証） 

  

  
被保証者 協同組合東京海貨センター 

保証金額 529,560千円 

被保証債務の内容 金融機関からの借入 
（他8社による連帯保証） 
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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うち主要な費目および金

額 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金

額 
  

科目 金額（千円） 

報酬及び給与 445,126 

賞与引当金繰入額 35,327 

退職給付費用 26,637 

役員退職慰労引当金繰
入額 

19,050 

福利厚生費 61,245 

交通旅費 63,714 

減価償却費 10,819 

海外駐在費 68,538 

貸倒引当金繰入額 3,033 
  

  

科目 金額（千円） 

報酬及び給与 445,711 

賞与引当金繰入額 41,098 

退職給付費用 27,535 

役員退職慰労引当金繰
入額 

19,400 

福利厚生費 65,903 

交通旅費 58,073 

減価償却費 13,638 

海外駐在費 92,489 

貸倒引当金繰入額 2,057 
  

  
販売費に属する費用のおおよその割合 27％

一般管理費に属する費用のおおよその
割合 

73％

  

  
販売費に属する費用のおおよその割合 23％

一般管理費に属する費用のおおよその
割合 

77％

  
※２．主な固定資産売却益 ※２．主な固定資産売却益 

―――――    

科目 金額（千円） 

車両運搬具売却益 410 
 

※３．会員権売却益は、THE DYNASTY CLUB（香港）の会

員権を売却したことによるものであります。 

※３．       ――――― 

※４．主な固定資産売却除却損 ※４．主な固定資産売却除却損 
  

科目 金額（千円） 

車両運搬具売却損 727 

車両運搬具除却損 563 

工具、器具及び備品除却損 64 
  

  
 

科目 
金額（千円） 

建物除却損 4,654 

建物附属設備除却損 3,206 

機械及び装置除却損 2,923 

車両運搬具売却損 6 

車両運搬具除却損 816 

工具、器具及び備品除却損 1,056 
  

※５．関係会社との取引に係る主なもの ※５．関係会社との取引に係る主なもの 
  

科目 金額（千円） 

営業原価 4,409,653 

営業外収益  

受取配当金 1,000 

賃貸収入 4,808 

  

  

科目 金額（千円） 

営業原価 5,295,940 

営業外収益  

受取配当金 6,000 

賃貸収入 8,343 
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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 

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 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額および期末残高相当額 

(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および期末残高相当額 
  

 
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）

工具、器具及び
備品 

143,939 44,896 99,043

ソフトウェア 133,603 69,315 64,288

合計 277,543 114,211 163,332

  

  

 
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）

工具、器具及び
備品 

177,916 72,982 104,934

ソフトウェア 167,459 73,119 94,339

合計 345,375 146,102 199,273

  
（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 
  

１年内 53,942千円

１年超 109,389千円

合計 163,332千円
  

  
１年内 66,183千円

１年超 133,090千円

合計 199,273千円
  

（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)支払リース料およ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

償却費相当額および減損損失 
  

支払リース料 70,285千円

減価償却費相当額 70,285千円
  

  
支払リース料 60,396千円

減価償却費相当額 60,396千円
  

(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、残存価額を零とする定

額法によっております。 

同左 

 (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。 

 
 
 
 
 
（有価証券関係） 
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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）および当事業年度（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および関連会社株式

で時価のあるものはありません。 
 
（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．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因

別内訳 

１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因

別内訳 

(1）流動資産の部 (1）流動資産の部 
  

繰延税金資産 

未払事業税等否認 25,119千円

賞与引当金損金不算入額 24,744千円

その他 5,418千円

繰延税金資産合計 55,283千円
  

  
繰延税金資産 

未払事業税等否認 19,435千円

賞与引当金損金不算入額 27,404千円

その他 3,714千円

繰延税金資産合計 50,554千円
  

(2）固定資産の部 (2）固定資産の部 
  

繰延税金資産 

退職給付引当金損金算入限度超過
額 

190,023千円

役員退職慰労引当金損金不算入額 123,117千円

繰延税金資産合計 313,141千円

繰延税金負債 

その他有価証券評価差額金 128,093千円

繰延税金負債合計 128,093千円

繰延税金資産純額 185,047千円
  

  
繰延税金資産 

退職給付引当金損金算入限度超過
額 

203,238千円

役員退職慰労引当金損金不算入額 131,013千円

繰延税金資産合計 334,252千円

繰延税金負債 

その他有価証券評価差額金 181,077千円

繰延税金負債合計 181,077千円

繰延税金資産純額 153,175千円
  

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別の内訳 

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 
 
法定実効税率 40.7%

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.4%

受取配当金等永久に損金に算入されない項目△1.2%

住民税均等割 2.3%

その他 △0.3%

税効果会計適用後の法人税等の負担率 42.9%
  

 
法定実効税率 40.7%

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.0%

受取配当金等永久に損金に算入されない項目△0.6%

住民税均等割 2.0%

その他 0.1%

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.2%
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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 673.16円 

１株当たり当期純利益金額 18.99円 

  

  

１株当たり純資産額 695.83円 

１株当たり当期純利益金額 25.24円 

  
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、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） 228,221 293,779 

普通株主に帰属しない金額（千円） 29,000 30,000 

（うち、利益処分による取締役賞与金） (29,000) (30,000) 

普通株式に係る当期純利益（千円） 199,221 263,779 

期中平均株式数（千株） 10,489 10,450 

 
 

（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      
 
 
（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日予定） 
 

①新任取締役候補 
 

（ 新役職名 ） （ 氏  名 ） （ 現役職名 ） 
取締役執行役員 
物流センター総括 

まつい  ひでき 
松井  秀樹 

執行役員 
経営企画室長 

取締役執行役員 
営業総括  

だいぐうじ ふみお 
大宮司 典夫 

社長付特命担当 
 

 
②昇任取締役 

 
（ 新役職名 ） （ 氏  名 ） （ 現役職名 ） 

常務取締役 
社長室長 兼 総合改革本部副本部長

委嘱 

おかやす  ひろし 
岡安   博 

取締役執行役員 
総合改革本部副本部長 
 

 
③新任監査役候補 

 
（ 新役職名 ） （ 氏  名 ） （ 現役職名 ） 

監査役（常勤） 
 

はやし  よしあき 
林   義明 

社長付特命担当 

 
④退任取締役 

 
 （ 氏  名 ） （ 現役職名 ） 

退任 
 

たかせ  ひでたろう 
高瀬  秀太郎 

取締役 

 
 

新任取締役候補者の松井秀樹、大宮司典夫、および新任監査役候補者の林義明は、平成

１８年６月２９日開催予定の第９０期定時株主総会においてそれぞれ選任されることを条

件としております。 


