
平成１８年３月期     個別財務諸表の概要 
平成 18 年５月 23 日 

 
会 社 名    チヨダウーテ株式会社  上場取引所      ＪＡＳＤＡＱ    
コード番号    5  3  8  7 本社所在都道府県   三重県 
（ＵＲＬ  http://www.chiyoda-ute.co.jp）  
代 表 者    役   職   名   代表取締役社長 
                氏        名   平    田    晴    久 
問い合わせ先    責任者役職名   取締役経理部長 
                氏        名   三    輪    周    美  ＴＥＬ（ 0 5 9 ）3 6 4 － 5 2 1 5（代） 
決算取締役会開催日    平成 18 年５月 23 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                                                              （百万円未満端数切捨て） 

 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 ２７，８３９    （ ４．９）   ２，２７３  （ ２２．５）   １，９２２   （ ５３．３）

17 年３月期 ２６，５４９    （ ８．４）   １，８５６  （１２３．５）   １，２５４   （１９６．７）
 
 

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
         百万円      ％     円    銭     円    銭 ％ ％ ％

18 年３月期     ７３０  （ ９０．７）  ５２ ０２   ―    ―   ６．０   ６．２   ６．９ 

17 年３月期     ３８３  （３６４．９）  ２５  ８３   ―    ―   ３．３   ４．２   ４．７ 

（注）① 期中平均株式数            18 年３月期  12,892,352 株       17 年３月期  12,894,586 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                                                              （百万円未満端数切捨て） 

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 

     円    銭     円    銭     円    銭         百万円 ％ ％

18 年３月期  １５  ００    ０  ００  １５  ００   １９３   ２８．８ １．５ 

17 年３月期  １０  ００    ０  ００  １０  ００   １２８ ３８．７ １．１ 

（注）平成 18 年３月期期末配当の内訳  普通配当１０円００銭  特別配当５円００銭  
 
(3) 財政状態                                                              （百万円未満端数切捨て） 

 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    ３１，４５１     １２，６７２  ４０．３    ９７８    ２７ 

17 年３月期    ３０，９４３    １１，７４４ ３８．０    ９１０     ９５ 

（注）① 期末発行済株式数          18 年３月期    12,892,166 株       17 年３月期    12,892,932 株 
      ② 期末自己株式数            18 年３月期        17,834 株       17 年３月期        17,068 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 １３，１０４        ５２８       ２５８   ―――  ―――  ――― 

通 期 ２６，９５７   １，５８６      ７７７ ――― １０ ００ １０ ００

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  ６０円３０銭 
（注）上記の予想の前提条件その他の関連する事項については添付資料の４ページを参照して下さい。 

  



２ 【財務諸表等】 

(1) 【財務諸表】 

① 【貸借対照表】 
 

  
第67期 

(平成17年３月31日) 
第68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   

   現金及び預金  1,333,482  1,319,034

   受取手形 ※１ 1,475,866  1,394,266

   売掛金 ※１ 4,005,286  4,163,047

   商品  62,413  63,058

   製品  820,820  801,198

   原材料  378,472  362,638

   仕掛品  49,242  55,539

   貯蔵品  567,226  511,857

   前払費用  35,474  38,769

   短期貸付金 ※１ 587,023  521,339

   繰延税金資産  239,561  221,677

   その他 ※１ 341,187  138,303

   貸倒引当金  △224,630  △228,568

   流動資産合計  9,671,425 31.2  9,362,161 29.8

Ⅱ 固定資産   

   有形固定資産 
※２ 
※３ 

 

    建物  7,592,491 7,647,462 

    減価償却累計額  3,654,241 3,938,249 3,795,115 3,852,346

    構築物  2,138,837 2,154,550 

    減価償却累計額  1,332,203 806,634 1,382,784 771,766

    機械及び装置  14,967,019 15,913,461 

    減価償却累計額  10,561,068 4,405,950 11,093,575 4,819,885

    車両運搬具  135,344 115,504 

    減価償却累計額  108,870 26,474 84,115 31,388

    工具・器具及び備品  405,156 423,944 

    減価償却累計額  297,409 107,747 330,894 93,050

    土地  9,272,707  9,192,790

    建設仮勘定  265,122  472,673

    有形固定資産合計  18,822,885 60.8  19,233,901 61.1
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第67期 

(平成17年３月31日) 
第68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
(％)

   無形固定資産   

    ソフトウェア  1,174  1,189

    施設利用権  19,580  18,406

    特許権  130  65

    無形固定資産合計  20,885 0.1  19,661 0.1

   投資その他の資産   

    投資有価証券 ※３ 1,253,732  1,794,262

    関係会社株式  147,913  140,008

    出資金  200  190

    従業員長期貸付金  12,105  7,642

    関係会社長期貸付金  70,269  20,269

    長期前払費用  7,269  12,547

    保険積立金  673,006  699,485

    繰延税金資産  86,330  ―

    その他  184,302  183,059

    貸倒引当金  △29,968  △30,000

    投資その他の資産合計  2,405,160 7.8  2,827,465 9.0

    固定資産合計  21,248,931 68.7  22,081,028 70.2

Ⅲ 繰延資産   

    社債発行費  23,160  8,083

    繰延資産合計  23,160 0.1  8,083 0.0

    資産合計  30,943,517 100.0  31,451,272 100.0

   

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

   支払手形 ※１ 2,505,259  2,248,513

   買掛金 ※１ 763,943  994,896

   短期借入金  7,646,049  7,920,892

   一年内償還社債  210,000  210,000

   一年内返済長期借入金 ※３ 1,091,020  974,413

   未払金 ※１ 1,452,470  1,404,568

   未払費用  164,933  195,433

   未払法人税等  620,962  430,762

   未払消費税等  19,490  95,913

   預り金  9,051  12,233

   賞与引当金  155,000  197,000

   設備支払手形  136,261  109,830

   前受金  ―  243

   工場閉鎖損失引当金  92,000  ―

   その他  160,303  27,431

   流動負債合計  15,026,745 48.5  14,822,132 47.1
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第67期 

(平成17年３月31日) 
第68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
(％)

Ⅱ 固定負債   

   社債  1,560,000  1,350,000

   長期借入金 ※３ 1,628,950  1,487,873

   退職給付引当金  462,434  550,181

   役員退職慰労引当金  54,715  62,413

   長期未払金  192,342  165,868

   繰延税金負債  ―  51,906

   その他  273,498  288,895

   固定負債合計  4,171,941 13.5  3,957,138 12.6

   負債合計  19,198,687 62.0  18,779,270 59.7

   

(資本の部)   

Ⅰ 資本金 ※５ 3,319,700 10.7  3,319,700 10.5

Ⅱ 資本剰余金   

   資本準備金  4,094,700  4,094,700

   資本剰余金合計  4,094,700 13.2  4,094,700 13.0

Ⅲ 利益剰余金   

   利益準備金  780,000  780,000

   任意積立金   

    資産圧縮記帳積立金  112,722 107,840 

    別途積立金  2,680,000 2,792,722 2,680,000 2,787,840

   当期未処分利益  461,337  1,017,902

   利益剰余金合計  4,034,059 13.1  4,585,742 14.6

Ⅳ その他有価証券評価差額金  314,118 1.0  690,090 2.2

Ⅴ 自己株式 ※６ △17,747 △0.0  △18,231 △0.0

   資本合計  11,744,830 38.0  12,672,002 40.3

   負債資本合計  30,943,517 100.0  31,451,272 100.0
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② 【損益計算書】 

 

  
第67期 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第68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   

   製品売上高  24,770,492 25,390,002 

   商品売上高  1,778,989 26,549,481 100.0 2,449,672 27,839,675 100.0

Ⅱ 売上原価   

   商品製品期首たな卸高  937,923 883,234 

   当期商品仕入高  1,670,051 2,334,232 

   当期製品製造原価 ※２ 14,299,448 14,465,388 

   合計  16,907,423 17,682,855 

   商品製品期末たな卸高  883,234 16,024,189 60.4 864,256 16,818,598 60.4

   売上総利益  10,525,292 39.6  11,021,076 39.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 
※１ 
※２ 

8,668,994 32.6  8,747,680 31.4

営業利益  1,856,298 7.0  2,273,396 8.2

Ⅳ 営業外収益   

   受取利息  12,430 9,758 

   受取配当金  11,820 24,857 

   賃貸料  24,532 26,534 

   開発費補助金  47,192 ― 

   その他  25,847 121,822 0.4 30,093 91,242 0.3

Ⅴ 営業外費用   

   支払利息  215,463 218,837 

   退職給付費用  42,887 42,887 

   減価償却費  105,126 103,926 

   貸倒引当金繰入額  217,700 ― 

   その他  142,492 723,670 2.7 76,234 441,886 1.6

経常利益  1,254,450 4.7  1,922,753 6.9

Ⅵ 特別利益   

   固定資産売却益  ― 1,055 

   投資有価証券売却益  8,570 1,078 

   土地売買契約解決金  195,855 ― 

   企業立地補助金  ― 204,426 0.8 111,245 113,378 0.4
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第67期 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第68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
(％)

Ⅶ 特別損失   

   固定資産売却損 ※３ 2,639 79 

   固定資産除却損 ※４ 89,041 7,780 

   子会社支援損  ― 280,000 

   関連会社整理損  ― 7,905 

   関係会社株式評価損  41,200 ― 

   棚卸資産除却損 ※５ 95,074 172,241 

   袖ケ浦工場閉鎖に 
   よる損失 

※６ 192,598 ― 

   砂川工場閉鎖に 
   よる損失 

※７ ― 40,990 

   減損損失 ※８ ― 80,069 

   工場閉鎖損失引当金 
   繰入額 

 92,000 ― 

   その他  10,687 523,240 2.0 ― 589,067 2.1

   税引前当期純利益  935,636 3.5  1,447,064 5.2

   法人税、住民税 
   及び事業税 

 589,518 714,250 

   法人税等調整額  △36,916 552,602 2.1 2,201 716,452 2.6

   当期純利益  383,033 1.4  730,612 2.6

   前期繰越利益  78,303  287,289

   当期未処分利益  461,337  1,017,902
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製造原価明細書 

 

第67期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第68期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 科目 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

Ⅰ 材料費  6,905,838 48.3 6,691,293 45.9

Ⅱ 労務費 ※１ 1,265,995 8.8 1,381,042 9.5

Ⅲ 経費 ※２ 6,134,227 42.9 6,493,163 44.6

  当期総製造費用  14,306,061 100.0 14,565,500 100.0

  期首仕掛品たな卸高  48,712 49,242 

   合計  14,354,774 14,614,742 

  他勘定振替高 ※３ 6,083 93,813 

  期末仕掛品たな卸高  49,242 55,539 

  当期製品製造原価  14,299,448 14,465,388 

   

 
(製造原価明細書 脚注) 

 

第67期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第68期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 労務費には次のものが含まれております。 

賞与引当金繰入額 76,145千円

退職給付費用 70,901千円 

※１ 労務費には次のものが含まれております。 

賞与引当金繰入額 98,993千円

退職給付費用 61,461千円 
※２ 経費の主要な費目及び金額 

減価償却費 466,406千円

外注加工費 1,752,208千円

燃料費 1,326,344千円

動力費 638,378千円 

※２ 経費の主要な費目及び金額 

減価償却費 632,068千円

外注加工費 1,817,071千円

燃料費 1,381,092千円

動力費 622,192千円 
※３ 他勘定振替高の内容 

カタログ費 275千円

建物 1,524千円

砂川工場閉鎖に伴う損失 4,283千円 

※３ 他勘定振替高の内容 

カタログ費 24千円

建設仮勘定 53千円

修繕費 12千円

室蘭工場棚卸資産除却 93,723千円 
 ４ 原価計算の方法 

   総合原価計算 

 ４ 原価計算の方法 

   同左 
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③ 【利益処分案】 

 

株主総会承認年月日  
第67期 

(平成17年６月29日) 
第68期 

(平成18年６月29日予定) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 当期未処分利益  461,337  1,017,902

Ⅱ 任意積立金取崩額   

   資産圧縮記帳積立金 
   取崩額 

 4,881 4,881 4,570 4,570

   合計  466,218  1,022,473

Ⅲ 利益処分額   

 １ 配当金  128,929 193,382 

 ２ 役員賞与金  50,000 60,000 

 ３ 任意積立金   

    別途積立金  ― 178,929 400,000 653,382

Ⅳ 次期繰越利益  287,289  369,090
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重要な会計方針 

 

項目 
第67期 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第68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) 満期保有目的の債券 

  原価法 

(1) 満期保有目的の債券 

   同左 

(2) 子会社株式及び関連会社株式 

  移動平均法による原価法 

(2) 子会社株式及び関連会社株式 

   同左 

(3) 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) 

  時価のないもの 

  移動平均法による原価法 

(3) その他有価証券 

   同左 

２ たな卸資産の評価基準

及び評価方法 

(1) 製品・仕掛品 

  総平均法による原価法 

(1) 製品・仕掛品 

   同左 

 (2) 商品・原材料・貯蔵品 

  先入先出法による原価法 

(2) 商品・原材料・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 

 建物   定額法 

 その他  定率法 

      但し、岡山工場他３工

      場は定額法 

 なお、主な耐用年数は次のとおり

であります。 

 建物      31～50年 

 構築物     ７～75年 

 機械及び装置  ５～12年 

(1) 有形固定資産 

   同左 

 (2) 無形固定資産 

 定額法 

 但し、ソフトウェア(自社利用分)

については、社内における見込利用

期間(５年)に基づく定額法 

(2) 無形固定資産 

   同左 

 (3) 長期前払費用 

 均等償却 

(3) 長期前払費用 

   同左 

４ 繰延資産の処理方法 (1) 社債発行費 

 商法施行規則に規定する最長期間

(３年間)で均等償却 

(1) 社債発行費 

   同左 
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項目 
第67期 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第68期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

５ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

 売上債権等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

倒実績率による計算額を、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。 

(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、支給見込額に基づき計上してお

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、当

事業年度末において発生していると

認められる額を計上しております。

 なお、会計基準変更時差異

(643,315千円)については、15年によ

る按分額を費用処理しております。

 数理計算上の差異は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間による

定額法により翌事業年度から費用処

理しております。 

(3) 退職給付引当金 

   同左 

 (4) 役員退職慰労引当金 

  役員の退職金の支給に備えるた

め、規程に基づく期末要支給額(現価

方式による)を引当計上しておりま

す。 

(4) 役員退職慰労引当金 

   同左 

 (5) 工場閉鎖損失引当金 

  工場閉鎖に伴う損失に備えるた

め、当該損失見込額を計上しており

ます。 

    ―――――――― 

 

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 重要なヘッジ会計の方

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。また、金利スワップ取引及び金

利キャップ取引については特例処理

の要件を満たしている場合に特例処

理を採用しております。 

(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。また、金利スワップ取引につい

ては特例処理の要件を満たしている

場合に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 

金利キャップ 借入金 
 

(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 
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項目 
第67期 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第68期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (3) ヘッジ方針 

 変動金利を固定金利に変換する目

的で金利スワップ取引及び金利キャ

ップ取引を利用しているのみであり

ます。投機目的の取引及びレバレッ

ジ効果の高いデリバティブ取引は行

わない方針であります。 

(3) ヘッジ方針 

 変動金利を固定金利に変換する目

的で金利スワップ取引を利用してい

るのみであります。投機目的の取引

及びレバレッジ効果の高いデリバテ

ィブ取引は行わない方針でありま

す。  

 (4) ヘッジの有効性の評価 

 ヘッジ開始時から有効性判定時点

までの期間におけるヘッジ対象の相

場変動またはキャッシュ・フロー変

動の累計とヘッジ手段の相場変動ま

たはキャッシュ・フロー変動との累

計とを比較検討し、両者の変動率ま

たは変動額を基礎にして判断してお

ります。 

(4) ヘッジの有効性の評価 

   同左 

８ 消費税等の会計処理に

ついて 

 税抜方式によっております。   同左 
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会計処理の変更 

 

第67期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第68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。 

 これにより税引前当期純利益が80,069千円減少してお

ります。 

 
表示方法の変更 

 

第67期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第68期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(損益計算書) 

 貸倒引当金繰入額（営業外）の表示方法 

  前期の営業外費用において「その他」に含めていた

貸倒引当金繰入額は、営業外費用の100分の10を超える

こととなったため区分掲記いたしました。 

  なお、前期の当該金額は3,500千円であります。 

(損益計算書) 

１ 貸倒引当金繰入額（営業外）の表示方法 

  前期の営業外費用において区分掲記しておりました

貸倒引当金繰入額は、営業外費用の100分の10以下とな

ったため「その他」に含めて表示することに変更いた

しました。 

  なお、当期の当該金額は3,200千円であります。 

２ 砂川工場閉鎖による損失の表示方法 

   前期の特別損失において「その他」に含めていた砂

川工場閉鎖による損失は、特別損失の100分の10を超え

ることとなったため区分掲記いたしました。 

  なお、前期の当該金額は10,090千円であります 

 
追加情報 

 

第67期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第68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33,934千円増加

し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が、同

額減少しております。 

  
―――――――――― 
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注記事項 

(貸借対照表関係) 

 

第67期 
(平成17年３月31日) 

第68期 
(平成18年３月31日) 

※１ 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

関係会社に対する主なものは次の通りであります。

受取手形 174,359千円

売掛金 115,839千円

短期貸付金 521,838千円

その他の流動資産 74,436千円
支払手形 254,499千円
買掛金 95,899千円

未払金 317,362千円 

※１ 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

関係会社に対する主なものは次の通りであります。

受取手形 71,931千円

売掛金 17,995千円

短期貸付金 459,754千円

その他の流動資産 56,864千円
支払手形 263,559千円
買掛金 87,821千円

未払金 349,745千円 
※２ 有形固定資産に含まれている休止固定資産 

建物 359,718千円

構築物 64,982千円

機械及び装置 1,234,321千円

工具・器具及び備品 584千円
 

※２ 有形固定資産に含まれている休止固定資産 

建物 148,324千円

構築物 56,469千円

機械及び装置 1,146,597千円

工具・器具及び備品 446千円
 

※３ 担保に供している資産 

   担保差入資産 
※３ 担保に供している資産 

   担保差入資産 
建物 2,356,058千円
構築物 267,515千円
機械及び装置 1,546,594千円
土地 4,290,821千円
投資有価証券 263,405千円

計 8,724,394千円

   上記のうち、工場財団設定分 

建物 1,808,155千円
構築物 267,515千円
機械及び装置 1,546,594千円
土地 1,756,040千円

計 5,378,306千円

  上記は次の債務の担保に供しております。 

一年内返済長期借入金 917,700千円

長期借入金 1,235,600千円 

建物 2,291,000千円
構築物 260,679千円
機械及び装置 2,012,130千円
土地 4,222,637千円
投資有価証券 345,720千円

計 9,132,168千円

   上記のうち、工場財団設定分 

建物 1,761,724千円
構築物 260,679千円
機械及び装置 2,012,130千円
土地 1,756,040千円

計 5,790,575千円

  上記は次の債務の担保に供しております。 

一年内返済長期借入金 826,093千円

長期借入金 1,242,843千円 
 ４ 偶発債務 

   下記の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。 

東京総合資材㈱ 200,000千円
 

 ４ 偶発債務 

   下記の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。 

東京総合資材㈱ 200,000千円
 

※５ 会社が発行する株式及び発行済株式の総数 

授権株式数   普通株式 32,000千株

発行済株式総数 普通株式 12,910千株 

※５ 会社が発行する株式及び発行済株式の総数 

授権株式数   普通株式 32,000千株

発行済株式総数 普通株式 12,910千株 
※６ 自己株式 

普通株式 17,068株
 

※６ 自己株式 

普通株式 17,834株
 

７ 手形債権流動化残高 2,384,435千円

 信託手形債権が取立不能等の場合においてのみ

手形債権の買戻し義務が発生する特約となっており

ます。 
 

７ 手形債権流動化残高 2,343,401千円

 信託手形債権が取立不能等の場合においてのみ

手形債権の買戻し義務が発生する特約となっており

ます。 
 

 ８ 配当制限 

 商法施行規則第124条第３号の規定により配当が

制限される純資産額は314,118千円であります。 

 ８ 配当制限 

 商法施行規則第124条第３号の規定により配当が

制限される純資産額は690,090千円であります。 
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(損益計算書関係) 

 

第67期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第68期 
(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 

   主要な費目及び金額 

(1) 運賃 6,157,268千円

(2) 役員報酬 91,486千円

(3) 給与・賞与 694,960千円

(4) 賞与引当金繰入額 72,329千円

(5) 役員退職慰労引当金繰入額 6,964千円

(6) 退職給付費用 53,104千円

(7) 減価償却費 58,640千円

(8) 試験研究費 174,066千円

販売費に属する費用 約87.5％

一般管理費に属する費用 約12.5％ 

※１ 販売費及び一般管理費 

   主要な費目及び金額 

(1) 運賃 6,247,125千円

(2) 役員報酬 74,388千円

(3) 給与・賞与 745,359千円

(4) 賞与引当金繰入額 92,530千円

(5) 役員退職慰労引当金繰入額 8,130千円

(6) 退職給付費用 51,575千円

(7) 減価償却費 55,302千円

(8) 試験研究費 155,702千円

販売費に属する費用 約86.1％

一般管理費に属する費用 約13.9％ 
※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、179,640千円であります。 

※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、161,253千円であります。 

※３ 固定資産売却損の内訳 

建物 300千円

構築物 346千円

機械及び装置 1,991千円

計 2,639千円 

※３ 固定資産売却損の内訳 

車両運搬具 79千円

計 79千円 

※４ 固定資産除却損の内訳 

建物 65,086千円

構築物 5,823千円

機械及び装置 16,663千円

車両運搬具 881千円

工具・器具及び備品 585千円

計 89,041千円 

※４ 固定資産除却損の内訳 

建物 1,515千円

機械及び装置 4,996千円

車両運搬具 995千円

工具・器具及び備品 272千円

計 7,780千円 

※５ 棚卸資産除却損の内訳 

機械部品等の貯蔵品 95,074千円
 

※５ 棚卸資産除却損の内訳 

製品 93,723千円

機械部品等の貯蔵品 78,517千円

計 172,241千円
 

※６ 袖ケ浦工場閉鎖による損失の内訳 

残材処理費用 192,598千円
 

※６  ―――――――――― 

       ―――――――――― ※７ 砂川工場閉鎖による損失の内訳 

残材処理費用 40,990千円
 

       ―――――――――― ※８ 減損損失の内訳 

 当社は、事業用資産については、地域別事業部
を基本として資産のグルーピングを行い、遊休資産
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。 
  当事業年度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(千円)

遊休 土地 三重県志摩市 46,101

遊休 土地 福井県三国町 33,968
計 80,069

 上記資産は、遊休状態であり、今後の使用見込み
がなく、土地の価格が下落しているため、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
として特別損失に計上いたしました。   
 なお、回収可能価額は正味売却価額により測定し
ており、固定資産税評価額等に基づいて評価してお
ります。 
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(リース取引関係)  

 

第67期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第68期 
(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 

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 

  
機械及び 
装置 

 
工具・ 
器具及び 
備品 

 
ソフト 
ウェア 

合計 

取得価額 
相当額 

 
千円 

345,019
 

 
千円 

176,918
 

千円 
164,387

 

千円
686,325

減価償却 
累計額 
相当額 

 237,585  111,714 97,164 446,464

期末残高 
相当額 

 107,433  65,204 67,223 239,861

  なお、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。 

 
機械及び
装置 

工具・ 
器具及び 
備品 

 
ソフト 
ウェア 

 合計 

取得価額
相当額 

千円
345,019

千円 
120,921

 

千円 
184,428

 

 
千円

650,368

減価償却
累計額 
相当額 

283,771 74,340 118,369  476,481

期末残高
相当額 

61,247 46,580 66,058  173,886

      同左 

 ② 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 90,280千円

１年超 149,581千円

合計 239,861千円

  なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リ

ース料期末残高相当額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。 

 ② 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 64,079千円

１年超 109,806千円

合計 173,886千円

      同左 

 ③ 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 106,435千円

減価償却費相当額 106,435千円 

 ③ 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 92,539千円

減価償却費相当額 92,539千円 
 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 

   (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) 

第67期(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 

該当事項はありません。 

 
 
第68期(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 

該当事項はありません。 
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(税効果会計関係) 

 

第67期 
(平成17年３月31日) 

第68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) 

   役員退職慰労引当金 21,722千円

   退職給付引当金 174,538千円

   貸倒引当金 86,546千円

   賞与引当金 61,535千円

   投資有価証券・会員権評価損 170,232千円

   関係会社株式評価損 16,356千円

   未払事業税 47,757千円

   工場閉鎖損失引当金 36,524千円

   その他 8,712千円

   繰延税金資産小計 623,924千円

   評価性引当額 △ 152,993千円

   繰延税金資産合計 470,931千円

 

 

  (繰延税金負債) 

   資産圧縮記帳積立金 △  71,011千円

   その他有価証券評価差額金 △  74,028千円

   繰延税金負債合計 △ 145,039千円

   繰延税金資産の純額 325,891千円
  

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) 

   役員退職慰労引当金 24,777千円

   退職給付引当金 218,422千円

   貸倒引当金 87,737千円

   賞与引当金 78,209千円

   投資有価証券・会員権評価損 170,312千円

   関係会社株式評価損 16,356千円

   未払事業税 34,334千円

   子会社支援損 10,914千円

   減損損失 31,787千円

   その他 11,635千円

   繰延税金資産小計 684,486千円

   評価性引当額 △ 218,765千円

   繰延税金資産合計 465,720千円

 

  (繰延税金負債) 

   資産圧縮記帳積立金 △  68,002千円

   その他有価証券評価差額金 △ 227,947千円

   繰延税金負債合計 △ 295,949千円

   繰延税金資産の純額 169,770千円
  

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項目別の内訳 

   法定実効税率 39.7％

  (調整) 

   交際費等永久に損金に 
   算入されない項目 3.2％

   関係会社株式評価損 1.8％

   住民税均等割 3.1％

   留保金税額 6.3％

   過年度法人税等 3.2％

   その他 1.8％

   税効果会計適用後の法人税等 
   の負担率 

59.1％

  

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項目別の内訳 

   法定実効税率 39.7％

  (調整) 

   交際費等永久に損金に 
   算入されない項目 2.0％

   受取配当金益金不算入 △ 0.3％

   住民税均等割 2.0％

   留保金税額 1.5％

   評価性引当額 4.5％

   その他 0.1％

   税効果会計適用後の法人税等 
   の負担率 

49.5％
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(１株当たり情報) 

 

第67期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第68期 
(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 910円95銭  １株当たり純資産額 978円27銭

 １株当たり当期純利益 25円83銭  １株当たり当期純利益 52円02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、潜在株式がないため記載しておりません。

１株当たり当期純利益の算定上の基礎 

 損益計算書上の当期純利益 383,033千円

 普通株式に係る当期純利益 333,033千円

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 

 利益処分による役員賞与金 50,000千円

普通株式の期中平均株式数 12,894,586株
 

 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、潜在株式がないため記載しておりません。

１株当たり当期純利益の算定上の基礎 

 損益計算書上の当期純利益 730,612千円

 普通株式に係る当期純利益 670,612千円

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 

 利益処分による役員賞与金 60,000千円

普通株式の期中平均株式数 12,892,352株
 

 
(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 
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役 員 の 異 動 

 
平成 18 年６月 29 日付をもって次のとおり役員の異動を実施する予定であります。 

 

１．代表者の異動 
 
   該当事項はありません。 

 

 

２．新任取締役候補 
 
   取締役社長室長    長 島 英 雄    （現 原子力発電環境整備機構 理事） 
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