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平成 18 年 3 月期　個別財務諸表の概要　　　　　　 　　　平成 18 年 5 月 24 日

会 社 名     　ムラキ株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　上場取引所　ＪＡＳＤＡＱ

コード番号　７４７７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本社所在都道府県　東京都

（ＵＲＬ　http://www.muraki.co.jp/）
問い合わせ先　代表者役職名　代表取締役社長

　　　　　　　氏　　　　名　村 木  裕       

　　　　　　　責任者役職名　常 務 取 締 役       

　　　　　　　氏 名      　児 浦 義 文       　　　　　　　　　　ＴＥＬ（03）3304-2911
決算取締役会開催日  平成 18 年 5 月 24 日　　　中間配当制度の有無　有

配当支払開始予定日  　　　　　　　　　　 　　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 1,000 株）

１. 平成 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　　％

   13,949     (△　4.4)
   14,587     (△　5.1)

　　　　　百万円　　　％

    　 △　13   (　  -)
　　 △ 217   (　  -)

　　　　　百万円　　　％

　　　△ 　33   (　  -)
     △  261   (　  -)

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　％
  △427  ( -)
　△468  ( -)

　　　円　銭
    △45  55

　△57  09

　　　円　銭
　　－　－

　　－　－

　　　　　％
 △ 17.2
 △ 18.5

　　　　　％
  △ 0.4
　△ 3.1

　　　　　％
 △ 0.2
 △ 1.8

（注）① 期中平均株式数 18 年 3 月期 9,383,562 株　17 年 3 月期 8,200,000 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

　　　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

 0　0
 0　0

円　銭

 0　0
 0　0

円　銭

 0　0
 0　0

百万円

－

－

％

－

－

％

－

－

（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

7,129
8,051

百万円

2,690
2,286

％

37.7
28.4

　　　　　円　　銭

211　85
278　89

（注）①期末発行済株式数　18 年 3 月期　12,700,000 株　17 年 3 月期　8,200,000 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

　 6,900
　14,000

百万円

     30
　　 80

百万円

　　 10
　　 30

円　銭

 0　0
円　銭

 0　0

円　銭

 0　0
（参考）1 株当たり予想当期純利益（通期）2 円 36 銭

（注）以上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、

　　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場合があります。
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　1．財務諸表
（1）貸借対照表 （単位：千円）

第　　47　　期
（平成17年3月31日現在）

第　　48　　期
（平成18年3月31日現在） 対前年比期　　別

科　　目 金 額          構成比 金 額          構成比 増減

（資産の部） ％ ％

Ⅰ 流動資産

　１． 現金及び預金 ※１ 1,146,989 1,040,122

　２． 受取手形 90,055 94,373

　３． 売掛金 1,696,866 1,593,111

　４． 有価証券 28,302 －

　５． 商品 926,646 804,872

　６． 貯蔵品 4,471 4,065

　７． 前渡金 28,533 6,261

　８． 前払費用 39,518 33,757

　９． 未収入金 103,622 98,502

　10． その他 10,288 6,473

　 貸倒引当金 △ 13,366 △ 8,761

流動資産合計 4,061,928 50.5 3,672,777 51.5 △389,151

Ⅱ 固定資産

 １． 有形固定資産

  (1) 建物 ※１ 936,977 896,143

　 減価償却累計額 625,511 311,466 623,287 272,856

  (2) 構築物 ※１ 206,538 198,010

　 減価償却累計額 173,727 32,810 171,879 26,131

  (3) 機械及び装置 8,133 15,130

　 減価償却累計額 3,534 4,598 7,627 7,503

  (4) 車両運搬具 8,248 6,524

　 減価償却累計額 7,578 669 6,123 400

  (5) 工具器具備品 196,914 188,143

　 減価償却累計額 142,131 54,783 151,668 36,475

  (6) 土地 ※１ 2,929,252 2,305,426

　 有形固定資産合計 3,333,579 2,648,793

 ２． 無形固定資産

  (1) ソフトウェア 7,053 4,958

  (2) 電話加入権 22,793 22,793

  (3) その他 150 124

　 無形固定資産合計 29,997 27,876
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（単位：千円）

第　　47　　期
（平成17年3月31日現在）

第　　48　　期
（平成18年3月31日現在） 対前年比期　　別

科　　目 金 額 構成比 金 額 構成比 増減

 ３． 投資その他の資産 ％ ％

  (1) 投資有価証券 ※１ 178,386 107,640

  (2) 関係会社株式 13,502 13,502

  (3) 出資金 4,760 4,424

  (4) 長期貸付金 169,664 1,600

  (5)
関係会社
長期貸付金

－ 340,000

  (6) 破産更生債権等 2,131 12,855

  (7) 長期前払費用 2,521 1,922

  (8) 差入保証金 336,306 400,350

  (9) 保険積立金 59,578 61,331

 (10) 会員権 24,630 20,490

 (11) その他 280 616

　　　貸倒引当金 △ 166,126 △ 190,314

投資その他の資産合計 625,635 774,420

　 固定資産合計 3,989,212 49.5 3,451,090 48.4 △538,122

Ⅲ 繰延資産

　１. 新株発行費 － 5,249

繰延資産合計 － － 5,249 0.1 5,249

　 資産合計 8,051,140 100.0 7,129,117 100.0 △922,023
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（単位：千円）

第　　47　　期
（平成17年3月31日現在）

第　　48　　期
（平成18年3月31日現在） 対前年比期　　別

科　　目 金 額 構成比 金 額 構成比 増減

（負債の部）

Ⅰ 流動負債

　１．支払手形 860,177 770,433

　２．買掛金 ※１ 1,233,322 1,001,890

　３．１年内償還予定社債※１ 600,000 －

　４．短期借入金 ※１ 1,185,635 1,125,132

　５．
１年内返済予定
長期借入金

※１ 406,900 260,400

　６．未払金 81,131 83,418

　７．未払費用 26,197 30,531

　８．未払法人税等 53,030 47,066

　９．前受金 17,875 14,927

　10．預り金 7,971 7,812

　11．前受収益 665 665

　12．賞与引当金 40,000 40,000

　13．その他 37,391 57,567

流動負債合計 4,550,299 56.5 3,439,845 48.3 △1,110,453

Ⅱ 固定負債

　１．長期借入金 ※１ 644,400 384,000

　２．繰延税金負債 19,228 3,247

　３．退職給付引当金 385,390 442,092

　４．役員退職慰労引当金 147,362 147,362

　５. その他 17,568 22,038

固定負債合計 1,213,949 15.1 998,740 14.0 △215,209

負債合計 5,764,249 71.6 4,438,586 62.3 △1,325,662
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（単位：千円）

第　　47　　期
（平成17年3月31日現在）

第　　48　　期
（平成18年3月31日現在） 対前年比期　　別

科　　目 金 額 構成比 金 額 構成比 増減

（資本の部）

Ⅰ 資本金 ※２ 1,443,200 17.9 1,870,700 26.2 427,500

Ⅱ 資本剰余金

　１. 資本準備金 1,200,000 1,027,500

資本剰余金合計 1,200,000 14.9 1,027,500 14.4 △172,500

Ⅲ 利益剰余金

　１. 当期未処理損失 385,150 212,539

利益剰余金合計 △　385,150 △4.8 △　212,539 △3.0 172,611

Ⅳ
その他有価証券
評価差額金

28,842 0.4 4,870 0.1 △23,971

資本合計 2,286,891 28.4 2,690,531 37.7 403,639

負債資本合計 8,051,140 100.0 7,129,117 100.0 △922,023
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（2）損益計算書 （単位：千円）

第　　47　　期
自　平成16年4月 1日
至　平成17年3月31日

第　　48　　期
自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日

対前年比
期　　別

科　　目 金 額 百分比 金 額 百分比 増減

％ ％

Ⅰ 売上高 14,587,722 100.0 13,949,336 100.0 △638,385

Ⅱ 売上原価

　１．期首商品たな卸高 1,006,865 926,646

　２．当期商品仕入高 10,631,368 10,044,635

合計 11,638,233 10,971,282

　３．他勘定振替高 ※１ 95,533 88,583

　４．期末商品たな卸高 926,646 10,616,053 72.8 804,872 10,077,827 72.2 △538,226

売上総利益 3,971,668 27.2 3,871,509 27.8 △100,159

Ⅲ
販売費及び一般
管理費

　１．支払手数料 136,909 120,484

　２．販売促進費 61,596 50,910

　３．荷造運搬費 172,170 175,757

　４．車両関連費 309,065 286,929

　５．広告宣伝費 8,204 14,139

　６. 貸倒引当金繰入額 2,263 8,134

　７．役員報酬 84,689 78,298

　８．社員給料 1,539,409 1,395,600

　９．賞与 52,361 32,411

　10．賞与引当金繰入額 40,000 40,000

　11．退職給付費用 225,497 206,516

　12．
役員退職慰労引当金
繰入額

858 －

　13．法定福利費 207,149 183,692

　14．福利厚生費 19,185 13,692

　15．旅費交通費 113,289 100,916

　16．通信費 80,011 75,424

　17．賃借料 331,205 291,445

　18．租税公課 43,805 43,849

　19．減価償却費 72,546 55,926

　20．委託手数料 － 194,768

　21．その他 688,914 4,189,134 28.7 515,700 3,884,599 27.9 △304,534

営業損失 217,465 △1.5 13,090 △0.1 △204,375
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（単位：千円）

第　　47　　期
自　平成16年4月 1日
至　平成17年3月31日

第　　48　　期
自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日

対前年比
期　　別

科　　目 金 額 百分比 金 額 百分比 増減

％ ％

Ⅳ 営業外収益

　１．受取利息 5,547 6,461

　２．有価証券利息 53 13

　３．受取配当金 4,145 4,408

　４．仕入割引 44,129 42,350

　５．報奨金 14,145 23,884

　６．不動産賃貸収入 18,378 18,356

　７．受取手数料 6,467 10,086

　８．金利スワップ評価益 16,065 18,235

　９．
投資事業組合
出資金運用益

13,953 22,820

　10．その他 9,007 131,893 0.9 9,526 156,144 1.1 24,250

Ⅴ 営業外費用

　１．支払利息 81,809 73,346

　２．手形売却損 17,259 14,652

　３．社債利息 4,680 4,527

　４．新株発行費償却 － 2,624

　５．貸倒引当金繰入額 40,000 15,000

　６．支払手数料 － 46,178

　７．たな卸資産廃棄損 27,281 16,253

　８．その他 4,575 175,606 1.2 3,973 176,557 1.2 951

経常損失 261,177 △1.8 33,502 △0.2 △227,675

Ⅵ 特別利益

　１．固定資産売却益 ※２ 2,697 22,268

　２．投資有価証券売却益 8,609 93,094

　３．会員権売却益 3,818 15,125 0.1 1,238 116,601 0.8 101,475

Ⅶ 特別損失

　１．固定資産売却損 ※３ 521 －

　２．固定資産除却損 ※４ 1,823 21,661

　３．減損損失 ※５ － 420,343

　４．投資有価証券評価損 3,312 －

　５．特別退職加算金 19,571 8,886

　６．会員権評価損 9,367 －

　７．その他 － 34,595 0.2 20,764 471,655 3.4 437,059
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（単位：千円）

第　　47　　期
自　平成16年4月 1日
至　平成17年3月31日

第　　48　　期
自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日

対前年比
期　　別

科　　目 金 額 百分比 金 額 百分比 増減

％ ％
税引前当期純損失 280,648 △1.9 388,556 △2.8 107,908

法人税、住民税及び事業税 38,921 38,832

法人税等調整額 148,549 187,471 1.3 － 38,832 0.3 △148,639

当期純損失 468,119 △3.2 427,388 △3.1 △40,730

資本準備金取崩額 82,968 214,849 131,880

当期未処理損失 385,150 212,539 △172,611

（3）損失処理案 （単位：千円）

第　　47　　期
株主総会承認日

 （平成17年6月29日）

第　　48　　期
株主総会承認予定日
 （平成18年6月29日）

区分 金 額 金 額

Ⅰ 当期未処理損失 385,150 212,539

Ⅱ 損失処理額

1. 資本準備金取崩額 385,150 385,150 212,539 212,539

Ⅲ 次期繰越損失 － －
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重要な会計方針

期　　別

項　　目

第　　47　　期
自　平成16年4月 1日
至　平成17年3月31日

第　　48　　期
自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日

有価証券の評価基準及び

評価方法

子会社株式

移動平均法による原価法

子会社株式

　　　　　同　　　　左

２. デリバティブ等の評

価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

決算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

     投資事業有限責任組合及びこれに類する

　 組合への出資（証券取引法第２条第２項に

   より有価証券とみなされるもの）について

   は、組合契約に規定される決算報告月に応

   じて入手可能な直近の決算報告書を基礎と

   し、持分相当額を総額で取り込む方法によ

　 っております。

 時価法

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

　　　　

　　　　同　　　　左

３. たな卸資産の評価基

準及

　　び評価方法

商品

移動平均法による原価法

商品

　　　　　　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（附属設備は除く）につい

ては、定額法を採用しております。

　なお、耐用年数及び残存価額につい

ては、法人税法に規定する方法と同一

の基準によっております。

(1）有形固定資産

　　　同　　　　左

(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）に基づく定額法として

  おります。

(2）無形固定資産

　　　　同　　　　左

５．繰延資産の処理方法 新株発行費は、商法の規定する最長期間

（３年間）にわたり均等償却することとし

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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期　　別

項　　目

第　　47　　期
自　平成16年4月 1日
至　平成17年3月31日

第　　48　　期
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。

(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

の見込額に基づき計上しております。な

お、会計基準変更時差異(641,189千円)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、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(９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。

(2）賞与引当金

          同　　　　左

(3）退職給付引当金

　　　　同　　　　左

(4）役員退職慰労引当金

　役員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見込額を計上してお

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

　金利スワップ取引について、特例処理の

要件を充たす場合には、特例処理によって

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　金利スワップ取引

 ヘッジ対象　特定借入金の支払金利

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段　同　　　　左

ヘッジ対象　同　　　　左

(3)ヘッジ方針

　支払金利を軽減する目的で行っておりま

す。

(1)ヘッジ有効性評価の方法

　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。

(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

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

          同　　　　左
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重要な会計方針の変更

　　　会計処理の変更

第　　47　　期
自　平成16年4月 1日
至　平成17年3月31日

第　　48　　期
自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日

（固定資産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、税引前当期純損失が420,343千円増加しており

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

第　　47　　期
自　平成16年4月 1日
至　平成17年3月31日

第　　48　　期
自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日

（貸借対照表）

「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年法律

第97号）により、証券取引法第2条第2項において、投資

事業有限責任組合及びこれに類する組合への出資を有価

証券とみなすこととされたことに伴い、前事業年度まで

「出資金」に含めて表示しておりました投資事業組合へ

の出資金を、当事業年度より「有価証券」に計上してお

ります。なお、前事業年度の「出資金」に含まれる投資

事業組合への出資金は41,204千円であります。

（損益計算書）

　前事業年度において営業外費用「その他」に含めて表

示しておりました「投資事業組合出資金運用損」は、当

事業年度においては、「投資事業組合出資金運用益」と

なり、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、当

事業年度より区分掲記しました。なお、前事業年度の営

業外費用「その他」に含まれる「投資事業組合出資金運

用損」は7,258千円であります。

（損益計算書）

　前事業年度において販売費及び一般管理費「その他」

に含めて表示しておりました「委託手数料」は、販売費

及び一般管理費の総額の100分の5を超えたため、当事業

年度より区分掲記しました。

　なお、前事業年度の販売費及び一般管理費「その他」

に含まれる「委託手数料」は148,886千円であります。
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注記事項

（貸借対照表関係）

第　　47　　期
（平成17年3月31日現在）

第　　48　　期
（平成18年3月31日現在）

※１．担保に供している資産及びこれに対応する債務は

次の通りであります。

※１．担保に供している資産及びこれに対応する債務は

次の通りであります。

担保に供している資産 担保に供している資産

現金及び預金 333,500千円 現金及び預金 288,000千円

建物 307,419 建物 269,426

構築物 32,337 構築物 25,717

土地 2,914,399 土地 2,290,573

投資有価証券 155,938 投資有価証券 83,919

　計 3,743,594 計 2,957,636

上記に対応する債務 上記に対応する債務

買掛金 221,318千円 買掛金 251,187千円

１年内償還予定社債 600,000 短期借入金 825,132

短期借入金 1,185,635 １年内返済予定長期借入金 260,400

１年内返済予定長期借入金 406,900 長期借入金 384,000

長期借入金 644,400   計 1,720,719

  計 3,058,253

※２．会社が発行する株式の総数 ※２．会社が発行する株式の総数

　　　　　　　　普通株式 26,000,000株 　　　　　　　　普通株式 26,000,000株

発行済株式の総数 発行済株式の総数

　　　　　　　　普通株式 8,200,000株 　　　　　　　　普通株式 12,700,000株

　３．受取手形割引高 658,592千円 　３．受取手形割引高 579,004千円

　４．保証債務 　４．

　関係会社の金融機関からの借入金に対し次の通り

債務保証を行っております。

㈱テックコーポレーション 100,000千円

フォード山梨㈱ 240,000

計 340,000

　５．商法施行規則第124条第3号に規定する時価評価

　　　に伴う純資産の増加額　　　　　　　28,842千円

　５．商法施行規則第124条第3号に規定する時価評価

　　に伴う純資産の増加額　 　　　　　　4,870千円

　６． 　６．平成16年6月29日開催の定時株主総会において下

記の欠損てん補を行っております。

　　　資本準備金        49,431千円

　　　利益準備金 　　99,979

　７．資本の欠損の額        385,150千円 　７．資本の欠損の額        212,539千円
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（損益計算書関係）

第　　47　　期
自　平成16年4月 1日
至　平成17年3月31日

第　　48　　期
自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日

※１．他勘定振替高の内容は次の通りであります。 ※１．他勘定振替高の内容は次の通りであります。

販売促進費 54,275千円 販売促進費 42,374千円

荷造運搬費 4,095 消耗品費 18,456

その他 37,162 その他 27,752

計 95,533 計 88,583

※２．固定資産売却益の内訳は次の通りであります。 ※２．固定資産売却益の内訳は次の通りであります。

土地 2,697千円 土地 22,055千円

　　　　車両運搬具 　　　　　　 213

計           22,268

※３．固定資産売却損の内訳は次の通りであります。 ※３．

土地 521千円

※４．固定資産除却損の内訳は次の通りであります。 ※４．固定資産除却損の内訳は次の通りであります。

建物 1,118千円 建物 18,769千円

構築物 8 構築物 2,345

工具器具備品 696 工具器具備品 546

計 1,823 計 21,661

※５． ※５．減損損失

　　 　当事業年度において、以下の資産について減

       損損失を計上しております。

（1）減損損失を認識した資産グループ

場所 用途 種類

 宮城県仙台市 営業所 土地

 東京都西東京市 営業所 土地

 大阪府東大阪市 営業所 土地

（2）減損損失の認識に至った経緯

継続的に営業損失を計上しており、かつ将来キ

ャッシュ・フローの見積り総額が各資産グルー

プの帳簿価額を下回るため減損損失を認識して

     おります。

（3）減損損失の金額

　　　　　土地 420,343千円

（4）資産のグルーピングの方法

　　 営業所毎に資産のグルーピングを行っております。

（5）回収可能価額の算定方法

　　 資産グループの回収可能価額は使用価値により

     測定しており、将来キャッシュ・フローを3.0％

   　で割り引いて算定しております。
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（リース取引関係）

第　　47　　期
自　平成16年4月 1日
至　平成17年3月31日

第　　48　　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

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

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

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 49,056千円 １年内 24,228千円

１年超 53,214 １年超 38,859

合計 102,271 合計 63,088

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、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 85,607千円 支払リース料 53,689千円

減価償却費相当額 75,487 減価償却費相当額 47,806

支払利息相当額 5,156 支払利息相当額 3,821

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

  （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）

　第47期（自　平成16年4月１日　至　平成17年3月31日）及び第48期（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で時価のあるものはありません。

取得価額
相 当 額

減 価 償 却
累計額相当額

期末残高
相 当 額

千円 千円 千円

工具器具備品 98,322 46,609 51,713

ソフトウェア 45,063 36,373 8,689

合計 143,385 82,983 60,402

取得価額
相 当 額

減 価 償 却
累計額相当額

期末残高
相 当 額

千円 千円 千円

機械及び装置 3,590 3,051 538

車両運搬具 3,227 2,883 343

工具器具備品 169,842 94,918 74,923

ソフトウェア 94,255 72,385 21,869

合計 270,914 173,239 97,674
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（税効果会計関係）

第　　47　　期
（平成17年3月31日）

第　　48　　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

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

（単位：千円） （単位：千円）

繰延税金資産 繰延税金資産

賞与引当金 16,000 賞与引当金 16,000

退職給付引当金損金算入限度超過額 148,276 退職給付引当金損金算入限度超過額 176,836

貸倒引当金損金算入限度超過額 60,196 役員退職慰労引当金 58,944

税務上の繰越欠損金 253,272 貸倒引当金損金算入限度超過額 78,015

その他 152,891 税務上の繰越欠損金 208,162

   繰延税金資産小計 630,638 減損損失 168,137

   評価性引当額 △　630,638 その他 75,108

   繰延税金資産合計 －    繰延税金資産小計 781,205

   評価性引当額 △　781,205

   繰延税金資産合計 －

　 繰延税金負債

　　その他有価証券評価差額金 19,228 　 繰延税金負債

  繰延税金負債合計 19,228 　　その他有価証券評価差額金 3,247

　　繰延税金負債の純額 19,228   繰延税金負債合計 3,247

　　繰延税金負債の純額 3,247

　　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。

　　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 － 　　流動資産　　　繰延税金資産 －

　　固定資産　　　繰延税金資産 － 　　固定資産　　　繰延税金資産 －

　　流動負債　　　繰延税金負債 － 　　流動負債　　　繰延税金負債 －

　　固定負債　　　繰延税金負債 19,228 　　固定負債　　　繰延税金負債 3,247

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

  当期純損失が計上されているため記載しておりま

　せん。

　　同左
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（１株当たり情報）

第　　47　　期
自　平成16年4月 1日
至　平成17年3月31日

第　　48　　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

１株当たり当期純損失

278.89円

57.09円

１株当たり純資産額

１株当たり当期純損失

211.85円

45.55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、１株当たり当期純損失であり、また、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、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失で

あるため記載しておりません。

（注）１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下の通りであります。

第　　47　　期
自　平成16年4月 1日
至　平成17年3月31日

第　　48　　期
自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日

当期純損失 　　468,119千円 　　427,388千円

普通株主に帰属しない金額 　－　千円 　－　千円

普通株式に係る当期純損失 　　468,119千円 　　427,388千円

期中平均株式数 8,200千株 9,383千株

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めな

かった潜在株式の概要

新株予約権１種類

（新株予約権の数８個）



役 員 の 異 動          

　（平成 18 年 6 月 29 日付）

1. 新任取締役候補

取 締 役      　　
さか   た   すえ  お

坂 田 季 雄（現　アジア商事㈱代表取締役社長）

　　　　　　　（株主総会後の取締役会で代表取締役社長に就任予定）

取 締 役      　　
あか

赤　
ほし

星　
ゆう

祐　
じ

二（現　㈱イビサ代表取締役社長）

　　　　　　　（赤星祐二氏は、社外取締役候補者であります。）

2. 新任監査役候補

常勤監査役      　　　
よし

吉　
だ

田　　　
まこと

誠　（当社人事総務部副部長）

監 査 役      　　　
か  と う  た け  ひ こ

加 藤 全 彦　（現　アジア商事㈱顧問）

　　　　　　　　　（18 年 6 月　アジア商事㈱顧問退任予定）

　（加藤全彦氏は、社外監査役候補者であります。）

3. 退任監査役

　常勤監査役      　　　　
わ た な べ   て つ や  

渡 部  哲 也 

　監 査 役　　　　
か

加　
とう

藤　　　
じゅん

順

　参考

　1.　現　当社代表取締役社長　村木　裕氏は会長に就任予定

2. 坂　田　季　雄氏の略歴

生 年 月 日　昭和 11 年 4 月 26 日生（70 歳）

学 歴　横浜国立大学　工学部卒業

昭和 35 年　4 月　アジア石油㈱入社

昭和 41 年　7 月　共同石油㈱移籍

平成　2 年　4 月　合併により㈱日鉱共石　取締役関東支店長

平成　5 年 12 月　社名変更により㈱ジャパンエナジー取締役関東支店長

平成　8 年　6 月　常務取締役　東京支店長

平成 10 年　6 月　㈱ジャパンエナジー常務取締役東京支店長　退任

平成 10 年　6 月　アジア商事㈱　代表取締役社長就任

平成 18 年　6 月　アジア商事㈱　代表取締役社長退任予定


