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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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年３月期 122,741 7.7 2,392 1.8 2,591 10.0

17年３月期 113,949 △0.3 2,351 15.8 2,355 11.6

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 1,422 9.3 39.81  － 5.1 4.0 2.1

17年３月期 1,302 12.5 36.35  － 4.9 3.8 2.1

（注）①期中平均株式数 18年３月期           34,691,376株 17年３月期 34,728,634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 配当金総額
（年間）

配当性向
株主資本
配当率中間 期末

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年３月期 15.00 7.00 8.00 520 37.7 1.8

17年３月期 14.00 7.00 7.00 486 38.5 1.8

(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 67,960 29,274 43.1  843.18

17年３月期 62,266 26,838 43.1  772.11

（注）①期末発行済株式数 18年３月期           34,669,720株 17年３月期 34,707,990株

②期末自己株式数 18年３月期        237,305株 17年３月期 199,035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）  

売上高 経常利益 当期純利益
１株当たり年間配当金

中間 期末

百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭

中間期 60,000 900 480  7.50 ―― ――

通　期 134,000 3,400 1,850 ――  7.50  15.00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）53円36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。

なお、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、７ページをご参照願います。

（記載金額は百万円未満切捨表示）

－ 37 －



５．個別財務諸表等
(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)
増減

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額
(百万円)

増減率
(％)

（資産の部）          

Ⅰ　流動資産          

１　現金及び預金   8,379   8,740    

２　受取手形 ※3・4  5,985   5,243    

３　売掛金 ※３  27,334   30,799    

４　有価証券   2,600   2,600    

５　商品   4,433   3,992    

６　前渡金   38   5    

７　前払費用   57   56    

８　繰延税金資産   445   516    

９　関係会社短期貸付金   120   ―    

10　未収入金 ※３  1,787   1,608    

11　未収消費税等   ―   807    

12　その他 ※３  463   41    

貸倒引当金   △53   △68    

流動資産合計   51,592 82.9  54,345 80.0 2,752 5.3

Ⅱ　固定資産          

１　有形固定資産          

(1) 建物  3,698   3,767     

減価償却累計額  2,054 1,644  2,154 1,613    

(2) 機械及び装置  100   100     

減価償却累計額  76 24  80 20    

(3) 工具、器具及び備品  176   366     

減価償却累計額  132 44  136 230    

(4) 土地 ※６  3,392   3,281    

有形固定資産合計   5,106 8.2  5,145 7.6 39 0.8

２　無形固定資産          

(1) ソフトウェア   92   68    

(2) その他   31   31    

無形固定資産合計   124 0.2  100 0.1 △24 △19.6

          

３　投資その他の資産          

(1) 投資有価証券   3,937   6,202    

(2) 関係会社株式   948   1,360    

(3) 破産債権、再生債権
更生債権その他これ
らに準ずる債権

  95   249    

(4) 長期前払費用   9   17    

(5) その他   552   802    

貸倒引当金   △101   △262    

投資その他の資産合計   5,442 8.7  8,369 12.3 2,926 53.8

固定資産合計   10,673 17.1  13,615 20.0 2,941 27.6

資産合計   62,266 100.0  67,960 100.0 5,694 9.1

          

－ 38 －



  
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)
増減

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額
(百万円)

増減率
(％)

（負債の部）          

Ⅰ　流動負債          

１　支払手形 ※３  2,235   2,145    

２　買掛金 ※３  29,588   31,388    

３　未払金   437   491    

４　未払法人税等   647   945    

５　前受金   198   156    

６　預り金   40   48    

７　賞与引当金   834   951    

８　受入保証金   613   641    

９　その他   109   123    

流動負債合計   34,706 55.7  36,892 54.3 2,186 6.3

Ⅱ　固定負債          

　１　退職給付引当金   ―   122    

２　役員退職慰労引当金   182   107    

３　繰延税金負債   151   1,178    

４　再評価に係る
繰延税金負債

※６  386   384    

固定負債合計   721 1.2  1,793 2.6 1,071 148.6

負債合計   35,427 56.9  38,685 56.9 3,258 9.2

          

（資本の部）          

Ⅰ　資本金 ※１  5,576 9.0  5,576 8.2 ― ―

Ⅱ　資本剰余金          

１　資本準備金  5,359   5,359     

２　その他資本剰余金          

自己株式処分差益  2   3     

資本剰余金合計   5,361 8.6  5,363 7.9 1 0.0

Ⅲ　利益剰余金          

１　利益準備金  588   588     

２　任意積立金          

別途積立金  12,740   13,240     

３　当期未処分利益  1,565   1,965     

利益剰余金合計   14,893 23.9  15,793 23.2 899 6.0

Ⅳ　土地再評価差額金 ※5・6  563 0.9  561 0.8 △2 △0.4

Ⅴ　その他有価証券評価　　
差額金

※５  531 0.8  2,098 3.1 1,567 295.0

Ⅵ　自己株式 ※２  △88 △0.1  △117 △0.1 △29 ―

資本合計   26,838 43.1  29,274 43.1 2,436 9.1

負債・資本合計   62,266 100.0  67,960 100.0 5,694 9.1
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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）

増減

区分
注記
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額
(百万円)

増減率
(％)

Ⅰ　売上高          

１　商品売上高  113,687   122,489     

２　受入手数料  262 113,949 100.0 251 122,741 100.0 8,791 7.7

Ⅱ　売上原価          

１　期首商品棚卸高  3,738   4,433     

２　当期商品仕入高 ※２ 102,705   109,978     

合計  106,443   114,411     

３　期末商品棚卸高  4,433 102,010 89.5 3,992 110,418 90.0 8,408 8.2

売上総利益   11,939 10.5  12,322 10.0 382 3.2

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  9,588 8.4  9,929 8.1 341 3.6

営業利益   2,351 2.1  2,392 1.9 41 1.8

Ⅳ　営業外収益          

１　受取利息  7   11     

２　受取配当金 ※２ 89   87     

３　仕入割引 ※２ 21   18     

４　不動産賃貸料  45   54     

５　保険金収入  36   11     

６　為替差益  ―   120     

７　その他  22 221 0.2 36 341 0.3 119 53.7

Ⅴ　営業外費用          

１　支払利息  11   12     

２　売上割引  73   73     

３　手形売却損  15   16     

４　債権譲渡損  39   28     

５　為替差損  56   ―     

６　その他  20 217 0.2 12 142 0.1 △75 △34.5

経常利益   2,355 2.1  2,591 2.1 235 10.0

Ⅵ　特別利益          

  １　前期損益修正益  10   1     

  ２　固定資産売却益 ※３ ―   30     

３　貸倒引当金戻入益  10   ―     

４　投資有価証券売却益  0   ―     

５　その他  ― 20 0.0 0 32 0.0 12 59.7

Ⅶ　特別損失          

１　減損損失 ※７ ―   40     

２　固定資産売却損 ※４ 28   ―     

３　固定資産除却損 ※５ 3   1     

４　投資有価証券売却損  12   ―     

５　投資有価証券評価損  50   16     

６　契約解除清算金  ―   18     

７　事務所解約損  ―   14     

８　ゴルフ会員権評価損  3   ―     

９　貸倒引当金繰入額 ※６ 8   ―     

10　その他  4 110 0.1 3 93 0.1 △16 △15.0

税引前当期純利益   2,265 2.0  2,529 2.0 264 11.7

法人税、住民税
及び事業税

 1,025   1,228     

法人税等調整額  △62 962 0.9 △121 1,106 0.9 144 15.0

当期純利益   1,302 1.1  1,422 1.1 120 9.3

前期繰越利益   481   782  301  

土地再評価差額金取崩額   24   2  △22  

中間配当額   243   242  △0  

当期未処分利益   1,565   1,965  399  
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(3）利益処分案

  
前事業年度

(平成17年３月期)
当事業年度

(平成18年３月期)
対前年比

区分
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円)
増減

(百万円)

Ⅰ　当期未処分利益   1,565  1,965 399

Ⅱ　利益処分額       

１　配当金  242  277   

２　役員賞与金
(うち監査役賞与金)

 
40
(―)

 
42
(―)

  

３　任意積立金       

別途積立金  500 782 900 1,219 436

Ⅲ　次期繰越利益   782  745 △36

       

　（注）平成17年12月９日に242,850,020（１株当たり７円）の中間配当を実施しました。
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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) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

同左

 

 

(2) その他有価証券

①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してお

ります。）

(2) その他有価証券

①時価のあるもの

…同左

 

 

②時価のないもの

…移動平均法による原価法

②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

移動平均法による原価法 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。

なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

(1) 有形固定資産

定率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 15～50年

機械及び装置 15年

工具、器具及び備品 ５～20年

建物 15～50年

機械及び装置 15年

工具、器具及び備品 ２～20年

 

 

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについ

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

４　外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替

相場により円貨に換算し、換算差額は損益

として処理しております。

なお、為替予約の振当処理の対象となって

いる外貨建金銭債権債務については、当該

為替予約の円貨額に換算しております。

同左

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

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

従業員に対して支給する賞与の支出に

充てるため、実際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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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

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、当事業

年度末では、退職給付債務から未認識

数理計算上の差異を控除した金額を年

金資産が超過しているため、前払年金

費用を投資その他の資産の「その他」

に計上しております。

数理計算上の差異は、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(14年)による定額

法により按分した額をそれぞれ発生の

翌事業年度から費用処理することとし

ております。

(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。

数理計算上の差異は、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(14年)による定額

法により按分した額をそれぞれ発生の

翌事業年度から費用処理することとし

ております。

 

 

(4) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備えるため内

規に基づく当事業年度末要支給額を計

上しております。

(4) 役員退職慰労引当金

同左

６　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

為替予約が付されている外貨建金銭債

権債務については、振当処理を行って

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

ヘッジ手段……為替予約取引

ヘッジ対象……外貨建金銭債権債務

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 

 

(3) ヘッジ方針

当社では、為替予約は通常の営業取引

に係る為替変動リスク回避の目的で実

需の範囲内で利用しており、投機目的

のためのデリバティブ取引は行ってお

りません。

(3) ヘッジ方針

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

税抜方式であります。

(1) 消費税等の会計処理

同左
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会計処理方法の変更

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）

──────── （固定資産の減損に係る会計基準）

　当事業年度より、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））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

り税引前当期純利益は40百万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

規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。

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）

────────

 

 

 

 

 

(貸借対照表)

前期において、流動資産の「その他」に含めて表示してい

ました「未収消費税等」は、当期において、資産の総額

の100分の１を超えたため、区分掲記することとしました。

なお、前期は流動資産の「その他」に450百万円含まれて

おります。

 前期において、区分掲記していました「関係会社短期貸付

金」（当期25百万円）は、資産の総額の100分の１以下で

あるため、流動資産の「その他」に含めて表示しておりま

す。

 

(損益計算書)

前期において、営業外費用の「その他」に含めて表示して

いました「為替差損」は、当期において、営業外費用の100

分の10を超えたため、区分掲記することとしました。なお、

前期は営業外費用の「その他」に０百万円含まれておりま

す。

(損益計算書)

前期において、特別損失の「その他」に含めて表示してい

ました「事務所解約損」は、当期において、特別損失の100

分の10を超えたため、区分掲記することとしました。なお、

前期は特別損失の「その他」に３百万円含まれております。

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

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。

　これによる当期の損益に与える影響は軽微であります。

────────
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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　授権株式数…普通株式 90,000,000株 ※１　授権株式数…普通株式 90,000,000株

定款の定めにより、自己株式の消却が行われた場合

は、これに相当する株式数を減ずることとなってお

ります。

同左

発行済株式数…普通株式 34,907,025株 発行済株式数…普通株式 34,907,025株

※２　自己株式

当社が保有する自己株式の数は、普通株式

199,035株であります。

※２　自己株式

当社が保有する自己株式の数は、普通株式

237,305株であります。

※３　関係会社項目

関係会社に対する資産、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。

※３　関係会社項目

関係会社に対する資産、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。

受取手形 58百万円

売掛金 1,144百万円

未収入金 1,034百万円

支払手形 2百万円

買掛金 9,011百万円

受取手形 62百万円

売掛金 1,067百万円

未収入金 1,156百万円

短期貸付金 25百万円

支払手形 1百万円

買掛金 9,998百万円

※４　受取手形割引残高は1,400百万円であります。 ※４　受取手形割引残高は1,400百万円であります。

※５　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1,094百万円

であります。

※５　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2,659百万円

であります。

※６　土地の再評価に関する法律」(平成10年３月31日公

布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法律の

一部を改正する法律」(平成13年３月31日公布法律

第19号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、

評価差額については、当該評価差額に係る税金相当

額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部

に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額

金」として資本の部に計上しております。

・再評価の方法…「土地の再評価に関する法律施行

令」(平成10年３月31日公布政令第

119号)第２条第４号に定める地価税

法、及び第３号に定める土地課税台

帳に基づき、奥行価格補正等の合理

的な調整を行って算出しております。

・再評価を行った年月日　　平成14年３月31日

・再評価を行った土地の当期末における時価が再評価

後の帳簿価額を下回った差額　　　 489百万円

※６　土地の再評価に関する法律」(平成10年３月31日公

布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法律の

一部を改正する法律」(平成13年３月31日公布法律

第19号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、

評価差額については、当該評価差額に係る税金相当

額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部

に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額

金」として資本の部に計上しております。

・再評価の方法…「土地の再評価に関する法律施行

令」(平成10年３月31日公布政令第

119号)第２条第４号に定める地価税

法、及び第３号に定める土地課税台

帳に基づき、奥行価格補正等の合理

的な調整を行って算出しております。

・再評価を行った年月日　　平成14年３月31日

・再評価を行った土地の当期末における時価が再評価

後の帳簿価額を下回った差額　　　 448百万円
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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うち主要な費目及び金額は
次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は
次のとおりであります。

旅費交通費 513百万円
従業員給料諸手当 2,969百万円
従業員賞与 673百万円
賞与引当金繰入額 834百万円
退職給付引当金繰入額 357百万円
役員退職慰労引当金繰入額 34百万円
法定福利費 626百万円
減価償却費 160百万円

旅費交通費 522百万円

従業員給料諸手当 2,926百万円

従業員賞与 652百万円

賞与引当金繰入額 951百万円

退職給付引当金繰入額 342百万円

役員退職慰労引当金繰入額 29百万円

法定福利費 641百万円

減価償却費 161百万円

貸倒引当金繰入額 204百万円

おおよその割合は以下のとおりであります。 おおよその割合は以下のとおりであります。

販売費 80.3％
一般管理費 19.7％

販売費 81.6％
一般管理費 18.4％

※２　関係会社項目
関係会社に対する取引は次のものがあります。

※２　関係会社項目
関係会社に対する取引は次のものがあります。

仕入高 47,009百万円
受取配当金 55百万円
仕入割引 19百万円

仕入高 48,383百万円
受取配当金 45百万円
仕入割引 18百万円

この他、関係会社との取引にかかわる営業外収益
が31百万円あります。

この他、関係会社との取引にかかわる営業外収益
が34百万円あります。

※３　　　　　　　──────── ※３　固定資産売却益の内訳

  土地 30百万円

※４　固定資産売却損の内訳 ※４　　　　　　　────────
土地 28百万円

※５　固定資産除却損の内訳 ※５　固定資産除却損の内訳
建物 0百万円
工具、器具及び備品等 2百万円

建物 0百万円
工具、器具及び備品等 0百万円

※６　特別損失に計上されている「貸倒引当金繰入額」は、
ゴルフ会員権の預託金に係るものであります。

※６　　　　　　　──────── 
 

※７　　　　　　　──────── ※７　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ております。

場所 用途 種類

福島県
西白河郡
西郷村 

遊休資産 土地

群馬県
吾妻郡
六合村 

遊休資産 土地

兵庫県
川辺郡
猪名川町

遊休資産 土地

　当社は継続的に損益の把握を実施している管理会計
上の単位を基礎としてグルーピングを行い、重要な賃
貸資産及び遊休資産については個々の資産ごとに減損
の兆候を判定しております。
　上記の遊休資産については、今後の使用見込みがな
く、近年の地価下落傾向の中、時価が下落しているた
めそれらの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該
減少価額（40百万円）を特別損失として計上しており
ます。
　なお、回収可能価額は、正味売却価額により測定し
ており、固定資産税評価額に基づき評価しております。
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①　リース取引

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

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、

減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

 車両運搬具
工具、器具
及び備品

合計

取得価額
相当額

59百万円 962百万円 1,021百万円

減価償却累
計額相当額

24百万円 606百万円 631百万円

期末残高
相当額

34百万円 355百万円 389百万円

 車両運搬具
工具、器具
及び備品

合計

取得価額
相当額

65百万円 742百万円 807百万円

減価償却累
計額相当額

30百万円 412百万円 443百万円

期末残高
相当額

35百万円 329百万円 364百万円

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等

未経過リース料期末残高相当額

１年内 183百万円

１年超 213百万円

合計 397百万円

１年内 123百万円

１年超 193百万円

合計 316百万円

③　支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 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 216百万円

減価償却費相当額 207百万円

支払利息相当額 8百万円

支払リース料 204百万円

減価償却費相当額 195百万円

支払利息相当額 7百万円

④　減価償却費相当額の算定方法

減価償却費相当額の算定方法は、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

利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース物件

の取得価額相当額と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

②　有価証券

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

時価のある子会社株式及び関連会社株式は所有しておりません。

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

時価のある子会社株式及び関連会社株式は所有しておりません。
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③　税効果会計

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

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  

賞与引当金 339百万円

未払事業税 55百万円

役員退職慰労引当金 74百万円

貸倒引当金 31百万円

ゴルフ会員権 73百万円

その他 87百万円

繰延税金資産合計 661百万円

繰延税金負債  

前払年金費用 3百万円

その他有価証券評価差額金 364百万円

繰延税金負債合計 367百万円

繰延税金資産の純額 294百万円

繰延税金資産  

賞与引当金 387百万円

未払事業税 73百万円

退職給付引当金 49百万円

役員退職慰労引当金 43百万円

貸倒引当金 61百万円

ゴルフ会員権 47百万円

減損損失 15百万円

その他 　　99百万円

繰延税金資産合計 778百万円

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 1,439百万円

繰延税金負債合計 1,439百万円

繰延税金負債の純額 661百万円

（注）繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目

に含まれております。

（注）繰延税金負債の純額は、貸借対照表の以下の項目

に含まれております。

流動資産―繰延税金資産 445百万円

固定負債―繰延税金負債 151百万円

流動資産―繰延税金資産 516百万円

固定負債―繰延税金負債 1,178百万円

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

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
2.40％

受取配当金等永久に益金に算入

されない項目
△0.99％

住民税均等割額 1.35％

その他 △0.94％

税効果会計適用後の法人税等の

負担率
42.51％

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
2.32％

受取配当金等永久に益金に算入

されない項目
△0.75％

住民税均等割額 1.22％

その他 0.27％

税効果会計適用後の法人税等の

負担率
43.75％
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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 772.11円

１株当たり当期純利益 36.35円

１株当たり純資産額 843.18円

１株当たり当期純利益 39.81円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額は、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（百万円） 1,302 1,422

普通株主に帰属しない金額（百万円） 40 42

（うち利益処分による役員賞与金） (40) (42)

普通株式に係る当期純利益（百万円） 1,262 1,380

普通株式の期中平均株式数（千株） 34,728 34,691
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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）

──────── 　当社は、平成18年４月１日付で、情報システム事業部門

を会社分割し、連結子会社である株式会社エルピージーブ

レインに承継しました。また、同日を以って株式会社エル

ピージーブレインと当社の100％出資子会社である株式会

社カナテックは合併をしました。

　なお、株式会社エルピージーブレインは同日を以って会

社名を株式会社カナデンブレインに変更しております。

　詳細につきましては、「４. 連結財務諸表等　注記事項

（重要な後発事象）」に記載のとおりであります。
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役 員 の 異 動 

（平成１８年６月２９日付予定） 

 

 

１． 代表取締役の異動 

 （１）昇任予定代表取締役    

代表取締役 

常務取締役 
西 村 敏 之 （現 常務取締役 総務人事室長） 

   

    但し、常務取締役を代表取締役に選任することは、平成18年６月29日開催予定の当社第156回定時株主総会に

おいて、定款変更案が承認されることを条件としております。 

 

 （２）退任予定代表取締役  

               大 村 哲 雄 （現 代表取締役 取締役副社長） 

 

 

２． その他の役員の異動 

（１）昇任予定取締役 

      常務取締役     濱 嶋 重 遠 （現 取締役 九州支店長）       

（２） 新任取締役候補者 

     取締役       別 府 輝 夫 （現 上席執行役員 交通事業部長） 

        取締役          佐 藤 政 良 （現 執行役員 設備事業部長）         

（３）退任予定取締役 

      取締役副社長     大 村 哲 雄 （当社常任顧問に就任予定）      

（４） 新任監査役候補者 

監査役（社外）   西 野   仁  (現 三菱電機株式会社 関係会社部 専任) 

（５） 新任補欠監査役候補者 

    補欠監査役     井 口 弘 義 （現 三菱電機株式会社 営業本部 事業企画部長） 

    補欠監査役     城 田   正 （現 株式会社寺岡製作所 経理部長）    

（６） 退任予定監査役       

監査役（社外）     朝比奈   保 

以 上 
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 略 歴  
 

  氏    名 ： 西
にし

 村
むら

 敏
とし

 之
ゆき

 

  新 役 職 ： 代表取締役 常務取締役 

生年月日      ： 昭和１８年 ９ 月 ５ 日（６２才） 

  現 住 所 ： 神奈川県横浜市 

  出 身 地 ： 福岡県 

  略    歴 ：  昭和４３年 ３月 福岡大学商学部卒 

              昭和４３年 ４月  当社 入社 

          平成 元年 ４月 当社 九州支店 総務部長 

          平成 ６年 ４月 当社 九州支店 副支店長  

          平成１１年 ４月 当社 関西支社 副支社長 

                平成１３年 ４月  当社 人事部長 

                平成１３年  ６月  当社 取締役就任  

         平成１３年  ６月  当社 人事部長兼輸出管理部長及び総務部担当 

        平成１５年 ４月  当社 総務人事部長兼ＩＳＯ推進室長 

        平成１５年１０月  当社 総務人事室長兼輸出管理室長兼ＩＳＯ管理室長 

          平成１６年 ６月 当社 管理本部長兼輸出管理室長兼ＩＳＯ管理室長 

        平成１７年 ６月 当社 常務取締役就任（現在） 

        平成１７年１０月 当社 管理本部長兼コンプライアンス室長 

        平成１８年 ４月 当社 総務人事室長（現在） 

                                                         

以 上 
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