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平成 18 年 3 月期　決算短信（連結）　 　　　　　　　　　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

親会社等の名称　　－　（コード番号：　－　）　親会社等における当社の議決権所有比率　－％

米国会計基準採用の有無　無

１. 平成 18 年 3 月期の連結業績（平成 17 年 4 月 1 日～平成 18 年 3 月 31 日）

（1） 連結経営成績　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（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　　％

   14,450 　　(△  3.7)
   15,007 　　(△  5.5)

　　　　　百万円　　　％

△   12　 (　  -)
  △  235 　(　  -)

　　　　　百万円　　　％

    △　 30   (    -)
  　△　256   (    -)

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　％

△426  ( -)
△465  ( -)

　　　円　銭

  △45  42
△56  73

　　　円　銭

　　－　－
　　－　－

　　　　　％

  △16.8
  △18.1

　　　　　％

　 △0.4
   △2.9

　　　　　％

　△0.2
  △1.7

（注）① 持分法投資損益　18 年 3 月期－百万円　17 年 3 月期－百万円

② 期中平均株式数（連結）18 年 3 月期 9,383,562 株　17 年 3 月期 8,200,000 株

③ 会計処理の方法の変更　無

④ 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）連結財政状態

　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

7,244
8,501

　　　　　　百万円

2,740
2,335

％

 37.8
 27.5

円　　　銭

　　215    76
　　284    80

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

（３）連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物

期末残高

18 年 3 月期

17 年 3 月期

百万円

　 　△　62
       　73

百万円

        546
        103

百万円

  △  588
  △　261

百万円

  797
  902

（４）連結範囲及び持分法の適用に関する事項

　　　連結子会社数 4 社　持分法適用非連結子会社数－社　持分法適用関連会社数－社

（５）連結範囲及び持分法の適用の異動状況

　　　連結（新規）－社　（除外）－社　　持分法（新規）－社　（除外）－社

２.19 年 3 月期の連結業績予想（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       

中 間 期    

通 期    

百万円

 7,150
14,500

百万円
　　　 　　30

 80

百万円
   10
   30

（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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添付資料

１．企業集団の状況
　当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、ムラキ株式会社（当社）及び子会社４社により構成されて

います。

　当社グループの事業に係わる位置づけは、次の通りであります。

事 業 の 種 類 別
セグメントの名称 事 業 の 内 容 会 社 名

カーケア関連商品
販売

自動車補修部品、自動車ケミカル、サービスステーション
備品、販売促進物ギフト、自動車内小物等の販売 当社

自動車ボディメンテナンス関連資材・機材の販売等、看
板・チラシ等の販促物の企画・製作 株式会社テックコーポレーション

自動車の販売及び整備 フォード山梨株式会社

保
 

険・旅行の代理業務 株式会社ムラキエージェンシー

その他

グループ会社の社員教育、金融事業 ムラキ協力事業協同組合

　

以上の当社グループについて図示すると次の通りであります。

　（注）　※　連結子会社

　　

　

サ ー ビ ス ス テ ー シ ョ ン

( 大 手 石 油 元 売 会 社 系 列 の ガ ソ リ ン ス タ ン ド )

自動車補修部品、関連用品

自動車ボデイメンテナンスの提供

※　株式会社テックコーポレーション

※　フォード山梨株式会社

※　株式会社ムラキエージェンシー               

自動車補修部品、関連用品

販促物の企画・製作

自動車補修部品・関連用品

自動車の販売

保険、旅行の代理業務

自動車の販売及び整備

社員教育、金融事業

自動車補修部品・関連用品

保険・旅行の代理業務

※　ム ラ キ 協 力 事 業 協 同 組 合               

金融事業

社員教育

販促物の企画製作

ム
　
　
ラ
　
　
キ
　
　
株
　
　
式
　
　
会
　
　
社

　
国
　
　
内
　
　
消
　
　
費
　
　
者
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　2．経営方針及び経営成績

　  （1）企業理念

　　　    当社グループは、「ヒュ―マンカーライフの創造を通じ社会に貢献すること」を企業

        理念として、その使命は「車のある、より快適な暮らしとは何かを考え、その可能性を

        広げることが人々の心の豊かさと企業の活力を生み、ひいては社会に貢献する」という

        信念のもと、お客様ひとりひとりに満足をお届けし、広く社会に貢献する企業でありつ

        づけることと考えております。

　　　　　この企業理念のもと「お客様の問題解決力を有したカーケア総合商社への転身を目指

　　　　します」という経営ビジョン並びにステークホルダーに対する公約としての経営指針を

再構築いたしました。

　　　　  グループ一体となって、より一層顧客価値の高い競争力のある企業を目指し、弛ま

        ぬ努力を続けております。

　　　　

　　（2）会社の利益配分に関する基本方針

　　　    当社グループといたしましては、企業体質の強化を図りながら、株主の皆様に安定配

        当を継続していくことが、経営の最重要課題と考えております。

　　      株主各位のご期待に沿うべく努力し、早期に復配を実現すると共に可能な限り安定配

        当を持続していく所存でございます。

　　   
　　（3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

          現在 1,000 株を一単元として議決権を付与し、投資単位としておりますが、現在の株

　　    価水準からみて、特段の支障はないと思われますが、幅広い投資家に参入していただく

        ため、今後検討していく所存です。

　　（4）目標とする経営指標

 収益力の向上と財務体質の強化・健全化をめざし、かつ、安定配当を継続するために

        も中期的な収益目標は、経常利益率 3％以上としております。

（5）中期的な経営戦略及び対処すべき課題

　        当社グループの主力営業基盤であるサービスステーション（ガソリンスタンド：略称

　　    ＳＳ）は、平成 8 年の特石法廃止以降、経営環境が変化、ＳＳ数は減少、また、セルフ

        化や減量経営に伴う従業員のパート化が進む一方、カー用品店やディラー等の競争激化

        に伴い、当社の販売対象であるカーケア商品の販売力は相対的に低下傾向にあります。

　　      このような業界環境を反映し、当社の売上は年々低下、これに対応して人員の削減を

　      始めとして経営の効率化に取組んでまいりましたが、固定費減少を上回る売上の減少や、

        競争激化による粗利幅の縮小から、平成 12 年度以降赤字基調で推移しております。

　        このような現状から、売上の減少に歯止めをかけると共に、赤字体質からの脱却を図

        るべく平成 16 年度から経営構造改革に取組み、当社グループの経営資源を活用したＳ

Ｓ外取引を含めた取引市場の拡大、市場、顧客ニーズの変化に対応した提供機能（商品、

サービス）の拡充を進める一方、早期に収益改善を図るべく、仕入・調達コストの低減、

        販管費コストの削減を骨子とした中期計画を平成 17 年 1 月に策定し、平成 17 年度か

ら具体的な展開を開始してまいりました。

　　　　　その中でＳＳ外取引拡大については、本社主導による開拓の成果がみられつつありま

すが、基幹部門のＳＳ向け販売においては、商品・サービスの提供価値の拡充をめざし

ましたが、従来型の商品企画並びに営業手法が継続しており、改革の成果発揮までには

至っておりません。

　　　　　平成 18 年度においては、前記の経緯を踏まえ、経営ビジョンとして掲げた「お客様

の問題解決能力を有するカーケア総合商社への転身」のための意識改革とそのための営

業手法（受注中心の営業活動）の改革並びに体制整備とそれに対応した商品企画内容の
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刷新を柱として営業基盤の再構築を進め、売上減少傾向に歯止めをかけると共に赤字体

質からの脱却を図っていくべく全社をあげて取組む所存であり、下記重点課題について、

行動計画に落とし込み具体的成果につなげる方針です。

　　　①　市場拡大

        イ　ＳＳ外取引は、当社の強みである全国ネットワーク（営業・物流）を活用した全国

規模の大口ユーザーとの取引開拓を本社主導で進める。

　　　　ロ　ＳＳ取引（基幹部門）については、販売力のある主要特約店との取引深耕を図るべ

く、ニーズの的確な把握と経営資源の重点配分を行い、店内シェアアップを図って行

く。

　　　②　商品・サービスの提供価値の拡充

イ　商品・サービス内容のレベルアップ（同業他社との差別化）

ロ　ＳＳネットワーク活用による新規ビジネスの展開

　　　

③　営業活動の発想の転換

　巡回による受注中心の営業形態から販路拡大、顧客売上拡大型営業形態への転換、そ

のための体制整備、人材育成

　　　　　　　　　　

④ 高コスト体制からの脱却

　イ　営業活動の人事生産性の向上、顧客単位での採算の確保

　ロ　売れ筋商品への絞込みによる有利購買、物流コスト、在庫コスト削減

　　　　ハ　部門別予算管理の強化、経費削減運動の継続

　　　

⑤ 組織マネジメント体制の強化

　イ　改革課題の数値化、スケジュール管理

　ロ　内部統制体制の構築

　３．経営成績及び財政状態

　　　（１）経営成績

　　　　　①　当連結会計年度の業績の概要

　　　　　　　当連結会計年度におけるわが国経済は，企業業績においては民間設備投資が増加

したことに加え、企業部門の好調さが家計部門へ波及しており、景気は回復傾向を

たどりました。

　　　　　　　当社グループの主力販売先ＳＳ業界は、供給過多の業界構造による低収益体質に

加え、近時の石油価格の一段の高騰による収益悪化から厳しい経営環境が続いてお

ります。

　　　　　　　ＳＳカーケア市場においても、セルフ化の一層の進展と石油価格の高止まりによ

る油外関連商品の買い控えから縮小傾向が続いております。

このような当社グループを取り巻く経営環境の中で、売上減少傾向に歯止めをか

けると共に、赤字体質からの脱却を図るべく、市場の拡大と商品・サービス提供価

値の拡充を柱とする経営構造改革に取組んでおりますが、成果発揮は、一部分に止

まっており、特に本年 1 月以降の石油価格の急激な変化に伴う影響もあり、売上は

減少いたしました。

　　　　　　　一方、収益面においては、不採算営業所の体制見直し、全社的な経費の削減を行

いましたが、売上の減少に対応したコスト削減までにはいたりませんでした。

これらの結果、当連結会計年度の業績は、売上高 144 億 50 百万円（前年同期比

3.7％減）、営業損失 12 百万円（前年同期は営業損失 235 百万円）、経常損失 30
百万円（前年同期は経常損失 256 百万円）、当期純損失につきましては、減損会計

の適用による減損損失 420 百万円の計上により 426 百万円（前年同期は当期純損

失 465 百万円）となりました。
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　　　　　　「カーケア関連商品販売」事業については、特に上記要因から、売上139 億 49 百

万円（前年同期比 4.4％減）、営業損失は 13 百万円（前年同期は営業損失 217）

となりました。

　　　　　　　「その他」の事業については、看板、販促品を主力とする部門については、主力

部門に経営資源を集中し、収益回復基調に転じましたが、自動車販売、整備部門に

ついては、売上は大幅伸張しましたが、固定費負担を吸収しきれず引き続き損失を

計上、「その他」の事業としては、売上は 755 百万円（前年同期比 13.7%増）とな

り、営業損失は 8 百万円（前年同期は営業損失 30 百万円）となりました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　②　翌期の見通し

　　　　　　　当社グループの主力取引基盤であるＳＳ業界は、本年初頭からの石油価格の高騰

　　　　　　が続く中で、ガソリン等の消費者の節約指向や、小売価格の転嫁の遅れ、更には元

売りによる特約店の選別、再編成の動きも進んでおり、引き続き厳しい状況が続い

ております。

　　　　　　　このような経営環境の中で、当社グループといたしましては、カーケア関連商品

販売事業については、前記重点課題を着実に実施に移すことにより、特約店を中心

に売上減少に歯止めをかけると共に、ＳＳ外取引の大幅拡大、従来から進めてきた

新規事業の進捗が見込まれる他、部門、営業店別の収支状況の動きを踏まえた早期

の改善策を実施していくことにより、売上、収支とも改善していく所存です。

　　　　　　　また、その他の事業については、子会社部門の収益は改善基調にあり、今期の業

　　　　　　績はグループ全体で、売上高 145 億円（前年同期比 50 百万円増）、経常利益80 百

万円（前年同期は経常損失 256 百万円）を、当期純利益は 30 百万円を予想してお

ります。

　　　　　　　　　　　

（２） 財政状態

　　　　　　 ①　キャッシュ・フローの状況                             （単位：百万円）

項　目 当連結会計年度

（平成 17 年4 月 1 日～平成18 年3 月 31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー                  △62

投資活動によるキャッシュ・フロー                   546

財務活動によるキャッシュ・フロー                 △588

現金及び現金同等物の減少額                 △104

現金及び現金同等物期末残高                   797

            　当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は、次の通りです。

　　　　　　　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　　　　　　　　営業活動の結果支出した資金は、62 百万円（前年同期は73 百万円の収入）と

なりました。これは主として元売商事会社からの仕入れ比率の増加による現金仕

入比率の増加（仕入債務の減少）並びに差入保証金の増加によるものです。

　　　　　　　　

　　　　　　　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　　　　　　　　投資活動から得られた資金は、546 百万円（前年同期は 103 百万円の収入）と

なりました。これは主として所有不動産及び投資有価証券の売却並びに出資金の

返還によるものです。

　　　　　　　

　　　　　　　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　　　　　　　　財務活動の結果支出した資金は、588 百万円（前年同期は 261 百万円の支出）

　　　　　　　となりました。

　　　　　　　　

                これは主として増資を上回る長・短借入金の返済並びに社債の償還によるもの

              です。
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　　　　　　　以上により当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物は、

104 百万円減少し、当連結会計年度末は、797 百万円となりました。

　　　　　　　

　　②　当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記の通りでです。

項目
平成 16 年 3 月期 平成 17 年 3 月期 平成 18 年 3 月期

自己資本比率（％） 30.1 27.5 37.8

時価ベースの自己資本比率（％） 11.6 12.5 51.2

債務償還年数（年） 35.3 43.4 ―

インタレスト・カバレッジ・レシオ

　　　　　　　（倍）
1.0 0.8 ―

（注）　自己資本比率＝自己資本÷総資産

　　　　時価ベースの自己資本比率＝株式時価総額÷総資産

　　　　債務償還年数＝有利子負債÷営業キャッシュ・フロー

　　　　インタレスト・カバレッジ・レシオ＝営業キャッシュ・フロー÷利払い

● 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

● 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済み株式数（自己株式控除後）によ

　り計算しております。

● 営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動による

　キャッシュ・フローを利用しております。

　　有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払ってい

る全ての負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・

　フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

● 平成 18 年 3 月期は、営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスであった

ため、債務償還年数、インタレスト・カバレッジ・レシオは記載しておりませ

ん。

　　　（3）　事業等のリスク

　　　　事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及

　　　ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。

　　　　なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末（平成 18 年 3 月 31
日）現在において当社グループが判断したものです。

① 特定の業界に対する依存度が高いこと。

当社グループの売上高は、主として石油元売会社系列の全国のＳＳに対して、自

　　　　　　動車補修部品及び関連用品等を販売する事業、さらには、ＳＳ店舗のリニｭーアル

に伴う店舗関連設備、各種販促物の納入やイベント企画等から構成されています。

　　　　　　　ＳＳとの取引に対応するため北海道、沖縄を除く主要都市に 42 営業所・5 出張

　　　　　　所・2 物流センターを配しています。

　　　　　　　平成 18 年 3月期の当社グループの売上高のうち約 97％がＳＳ業界に対するもの

であり、業界環境の変化が、当社グループの経営成績に大きな影響を及ぼしており

ます。当社としては、現在ＳＳ業界以外の取引も拡大を図っており、漸次改善を図

　　　　　　て行く方針です。

② 資金調達

当社グループは継続的な赤字計上と当連結会計年度は、営業キャッシュ・フロ

　　　　　　―もマイナスとなりましたが、減損損失を除く損益は、経費の大幅な圧縮により収



７

支均衡まで好転、また、営業キャッシュ・フローについても一時的な要因によるも

のであります。

　　　　　　　一方、平成 17 年 12 月に実施した第三者割当増資の資金を銀行借入返済に充当し

た結果、金融調達余力が大幅に改善、取引銀行も引き続き支援方針で臨んでおり、

また、新株引受権行使による増資も見込まれることから、資金調達面の不安は、特

段無いものと判断しております。
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４．連結財務諸表
(1)　連結貸借対照表 （単位：千円）

前連結会計年度
（平成17年3月31日現在）

当連結会計年度
（平成18年3月31日現在） 対前年比連結会計年度

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 1,269,695 1,139,285

２．受取手形及び売掛金 1,808,299 1,726,766

３．有価証券 28,302 －

４．たな卸資産 965,994 834,912

５．繰延税金資産 544 347

６．その他 186,159 155,401

貸倒引当金 △　13,670 △9,199

流動資産合計 4,245,325 49.9 3,847,512 53.1 △397,813

Ⅱ 固定資産

１． 有形固定資産

(1) 建物及び構築物 ※１ 1,219,195 1,169,834

減価償却累計額 838,972 380,222 838,369 331,464

(2) 機械装置及び運搬具 37,674 46,301

減価償却累計額 18,654 19,019 21,973 24,327

(3) 土地 ※１ 2,929,252 2,305,426

(4) その他 218,599 211,228

減価償却累計額 157,862 60,737 170,811 40,416

有形固定資産合計 3,389,232 2,701,636

２． 無形固定資産 31,427 29,306

３． 投資その他の資産

(1) 投資有価証券 ※１ 179,386 108,640

(2) 長期貸付金 5,436 2,033

(3) 差入保証金 406,828 470,012

(4) 繰延税金資産 560 560

(5) その他 261,065 106,739

貸倒引当金 △  17,526 △26,714

投資その他の資産合計 835,751 661,272

固定資産合計 4,256,411 50.1 3,392,215 46.8 △864,195

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 8,501,737 100.0 7,244,978 100.0 △1,256,759
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（単位：千円）

前連結会計年度
（平成17年3月31日現在）

当連結会計年度
（平成18年3月31日現在） 対前年比連結会計年度

科　　目 金 額 構 成 比 金 額 構成比 増 減

（負債の部） ％ ％

Ⅰ 流動負債

１．支払手形及び買掛金 ※１ 2,127,847 1,811,368

２．１年内償還予定社債 ※１ 600,000 －

３．短期借入金 ※１ 1,932,535 1,385,532

４．未払金 86,202 86,497

５．未払法人税等 54,662 47,891

６．賞与引当金 42,400 42,780

７．その他 105,815 129,061

流動負債合計 4,949,462 58.2 3,503,130 48.4 △1,446,331

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 20,568 25,038

固定負債合計 1,216,949 14.3 1,001,740 13.8 △215,209

負債合計 6,166,412 72.5 4,504,871 62.2 △1,661,540

（少数株主持分）

少数株主持分 － － － － －

（資本の部）

Ⅰ 資本金 ※３ 1,443,200 17.0 1,870,700 25.8 427,500

Ⅱ 資本剰余金 1,200,000 14.1 1,027,500 14.2 △172,500

Ⅲ 利益剰余金 △　336,717 △3.9 △　162,963 △2.3 173,753

Ⅳ その他有価証券評価差額金 28,842 0.3 4,870 0.1 △23,971

資本合計 2,335,325 27.5 2,740,107 37.8 404,781

負債、少数株主持分及び資本合計 8,501,737 100.0 7,244,978 100.0 △1,256,759
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(2)　連結損益計算書 （単位：千円）

前連結会計年度
自　平成16年4月 1日
至　平成17年3月31日

当連結会計年度
自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日

対前年比
連結会計年度

科　　目 金 額 百 分 比 金 額 百分比 増 減

％ ％

Ⅰ 売上高 15,007,989 100.0 14,450,899 100.0 △557,090

Ⅱ 売上原価 10,854,189 72.3 10,372,461 71.8 △481,727

売上総利益 4,153,800 27.7 4,078,437 28.2 △75,362

Ⅲ 販売費及び一般管理費

１．支払手数料 138,337 121,590

２．荷造運搬費 174,879 179,185

３．車両関連費 312,823 290,537

４．貸倒引当金繰入額 2,430 8,269

５．広告宣伝費 14,123 19,561

６．報酬及び給与・賞与 1,960,208 1,800,144

７．賞与引当金繰入額 42,400 42,780

８．退職給付費用 225,497 206,516

９．役員退職慰労引当金繰入額 858 －

10．法定福利費 223,636 198,954

11．旅費交通費 117,839 105,139

12．賃借料 357,291 316,556

13．減価償却費 82,109 65,007

14．その他 737,356 4,389,793 29.3 736,693 4,090,937 28.3 △298,856

営業損失 235,992 △1.6 12,499 △0.1 △223,493

Ⅳ 営業外収益

１．受取利息 752 951

２．受取配当金 8,115 9,378

３．仕入割引 44,129 42,350

４．報奨金 14,145 23,884

５．受取手数料 6,467 10,086

６．金利スワップ評価益 16,065 18,235

７．投資事業組合出資金
運用益 13,953 22,820

８．その他 24,485 128,114 0.9 26,344 154,052 1.1 25,937
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（単位：千円）

前連結会計年度
自　平成16年4月 1日
至　平成17年3月31日

当連結会計年度
自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日

対前年比
連結会計年度

科　　目 金 額 百 分 比 金 額 百分比 増 減

Ⅴ 営業外費用 ％ ％

１．支払利息 94,989 84,306

２．手形売却損 17,284 14,670

３．たな卸資産廃棄損 31,312 20,548

４．支払手数料 － 46,178

５．その他 4,575 148,161 1.0 6,598 172,302 1.2 24,140

経常損失 256,039 △1.7 30,749 △0.2 △225,289

Ⅵ 特別利益

１．固定資産売却益 ※１ 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 ※２ 521 －

２．固定資産除却損 ※３ 1,885 21,726

３．減損損失 ※４ － 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 － 34,658 0.2 20,764 471,720 3.3 437,062

税金等調整前当期純損失 275,572 △1.8 385,869 △2.7 110,296

法人税、住民税及び事業税 41,140 40,181

法人税等調整額 148,476 189,616 1.3 196 40,377 0.2 △149,239

当期純損失 465,189 △3.1 426,246 △2.9 △38,942
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(3)　連結剰余金計算書 （単位：千円）

前連結会計年度
自　平成16年4月 1日
至　平成17年3月31日

当連結会計年度
自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日

連結会計年度

科　　目 金 額 金 額

（資本剰余金の部）

Ⅰ 資本剰余金期首残高 1,332,400 1,200,000

Ⅱ 資本剰余金増加高

１．増資による新株の発行 － － 427,500 427,500

Ⅲ 資本剰余金減少高

１．資本準備金取崩額 132,400 132,400 600,000 600,000

Ⅳ 資本剰余金期末残高 1,200,000 1,027,500

（利益剰余金の部）

Ⅰ 利益剰余金期首残高 △　3,927 △　336,717

Ⅱ 利益剰余金増加高

１．資本準備金取崩による
利益剰余金増加額 132,400 132,400 600,000 600,000

Ⅲ 利益剰余金減少高

１．当期純損失 465,189 465,189 426,246 426,246

Ⅳ 利益剰余金期末残高 △　336,717 △　162,963
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(4)　連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：千円）

前連結会計年度
自　平成16年4月 1日
至　平成17年3月31日

当連結会計年度
自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日

対前年比
連結会計年度

科　　目 金 額 金 額 増 減

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失 △　275,572 △　385,869

減価償却費 82,109 65,007

減損損失 － 420,343

貸倒引当金の増加額又は減少額(△) △　832 6,241

賞与引当金の増加額又は減少額(△) △　7,000 380

退職給付引当金の増加額 65,041 56,701

役員退職慰労引当金の減少額 △　9,816 －

受取利息及び受取配当金 △　8,867 △　10,329

支払利息 94,989 84,306

金利スワップ評価益 △　16,065 △　18,235

投資事業組合出資金運用益 △　13,953 △　22,820

支払手数料 － 46,178

固定資産売却益 △　2,697 △　22,268

投資有価証券売却益 △　8,609 △　93,094

会員権売却益 △　3,818 △　1,238

固定資産売却損 521 －

固定資産除却損 1,885 21,726

投資有価証券評価損 3,312 －

会員権評価損 9,367 －

売上債権の減少額 348,745 65,441

たな卸資産の減少額 115,256 143,358

その他の流動資産の減少額又は増加額(△) △　4,867 5,945

差入保証金の増加額 － △　81,257

仕入債務の減少額 △　129,730 △　263,495

その他の流動負債の増加額又は減少額(△) △　21,329 10,253

未払消費税等の増加額又は減少額(△) △　35,865 20,676

その他 14,972 2,658

小計 197,175 50,611 △　146,564

利息及び配当金の受取額 8,882 10,168

利息の支払額 △　91,109 △　82,338

法人税等の支払額 △　41,784 △　40,830

営業活動によるキャッシュ・フロー 73,164 △　62,389 △　135,554
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（単位：千円）

前連結会計年度
自　平成16年4月 1日
至　平成17年3月31日

当連結会計年度
自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日

対前年比
連結会計年度

科　　目 金 額 金 額 増 減

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純減少額 23,520 25,780

有形固定資産の取得による支出 △　108,640 △　63,640

有形固定資産の売却による収入 141,540 225,837

投資有価証券の売却による収入 21,749 123,074

貸付金の回収による収入 4,170 3,403

保険積立金の支払による支出 △　4,453 △　5,439

出資金の返還による収入 － 166,000

投資事業組合出資金の運用による収入 － 51,123

その他 25,307 20,480

投資活動によるキャッシュ・フロー 103,194 546,618 443,424

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純減少額 △　75,365 △　400,503

長期借入れによる収入 300,000 －

長期借入金の返済による支出 △　486,200 △　406,900

社債の償還による支出 － △　600,000

株式の発行による収入 － 847,125

新株予約権の発行による収入 － 17,600

新株発行関連手数料の支払額 － △　46,178

配当金の支払額 △　37 △　3

財務活動によるキャッシュ・フロー △　261,602 △　588,859 △　327,256

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △　85,243 △　104,630 △　19,387

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 987,759 902,515 △　85,243

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※ 902,515 797,885 △　104,630
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

連結会計年度

項　　目

前連結会計年度
自　平成16年4月 1日
至　平成17年3月31日

当連結会計年度
自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社　　　４社

　㈱テックコーポレーション、フォード山

梨㈱、㈱ムラキエージェンシー及びムラキ

協力事業協同組合であります。

(1）連結子会社　　　４社

　　　　　同　　　　左

(2）非連結子会社はありません。 (2）非連結子会社はありません。

２．連結子会社の事業年度等

　　に関する事項

　すべての連結子会社の事業年度の末日は連

結決算日と一致しております。

  同　　　　左

３．会計処理基準に関する事項

(1）有価証券 (1）有価証券(1）重要な資産の評価基準

　　及び評価方法 　　その他有価証券 　　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

時価のあるもの

　　同　　　　左

時価のないもの

　　同　　　　左

  　　　 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。

(2）たな卸資産

商品

主として移動平均法による原価法

 (3) デリバティブ

　　 時価法

(2）たな卸資産

商品

  同　　　　左

(3) デリバティブ

　          同　　　　左

(2）重要な減価償却資産の

　　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
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連結会計年度

項　　目

前連結会計年度
自　平成16年4月 1日
至　平成17年3月31日

当連結会計年度
自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日

(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

 （3）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。

  （4）重要な引当金の計上基

         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

(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。

(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、

当連結会計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、各連結会計

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

をその発生の翌連結会計年度から費

用処理することとしております。

(3）退職給付引当金

　　　　同　　　　左

(4）役員退職慰労引当金

　連結財務諸表提出会社の役員退職

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
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連結会計年度

項　　目

前連結会計年度
自　平成16年4月 1日
至　平成17年3月31日

当連結会計年度
自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日

 （5）重要なリース取引の

　　　処理方法

　  

 （6）重要なヘッジ会計の

　　　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。

(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。

　　　　　　同　　　　左

(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。

 (4)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

(7）その他連結財務諸表作

　　成ための重要な事項

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

４．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価につ

いては、全面時価評価法を採用しており

ます。

同　　　　左

５．連結調整勘定の償却に関

する事項

　該当事項はありません。 同　　　　左

６．利益処分項目等の取扱い

に関する事項

　連結剰余金計算書は、連結会計年度中

に確定した利益処分又は損失処理に基づ

いて作成されております。

同　　　　左

７．連結キャッシュ・フロー

　　計算書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない

取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。

同　　　　左
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　　連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

　　　会計処理の変更

前連結会計年度
自　平成16年4月 1日
至　平成17年3月31日

当連結会計年度
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）

　当連結会計年度より、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、税金等調整前当期純損失が420,343千円増加し

ております。セグメント情報に与える影響は当該箇所に

記載しております。なお、減損損失累計額については、

改正後の連結財務諸表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

前連結会計年度
自　平成16年4月 1日
至　平成17年3月31日

当連結会計年度
自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日

（連結貸借対照表）

「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、前連結会計年度

まで投資その他の資産「その他」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、当連結会計年度より

「有価証券」に計上しております。なお、前連結会計年

度の投資その他の資産「その他」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）

　前連結会計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、当連結会計年度においては、「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、当連結会計年度より区分掲記しました。なお、

前連結会計年度の営業外費用「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。

（連結キャッシュ・フロー計算書）

前連結会計年度まで区分掲記しておりました投資活動に

よるキャッシュ・フローの「保険積立金の返還による収

入」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計

年度より投資活動によるキャッシュ・フローの「その他

」に含めて表示しております。なお、当連結会計年度の

投資活動によるキャッシュ・フロー「その他」に含まれ

る「保険積立金の返還による収入」は1,926千円であり

ます。

（連結キャッシュ・フロー計算書）

前連結会計年度において投資活動によるキャッシュ・フ

ロー「その他」に含めて表示しておりました「投資事業

組合出資金の運用による収入」は金額的重要性が増した

ため、当連結会計年度より区分掲記しました。なお、前

連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フロー「そ

の他」に含まれる「投資事業組合出資金の運用による収

入」は21,749千円であります。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成17年3月31日現在）

当連結会計年度
（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

建物及び構築物 339,757 建物及び構築物 295,143

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

支払手形及び買掛金 221,318千円 支払手形及び買掛金 251,187千円

１年内償還予定社債 600,000 短期借入金 1,085,532

短期借入金 1,932,535 長期借入金 384,000

長期借入金 644,400   計 1,720,719

  計 3,398,253

  ２．受取手形割引高 658,592千円 　２．受取手形割引高 579,004千円

 ※３．当社の発行済株式総数は、普通株式8,200,000株

　　 であります。

 ※３．当社の発行済株式総数は、普通株式12,700,000株

　　 であります。
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
自　平成16年4月 1日
至　平成17年3月31日

当連結会計年度
自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日

※１．固定資産売却益の内訳は、次の通りであります。 ※１．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

　　　　機械装置及び運搬具 　      213

計      22,268

※２．固定資産売却損の内訳は、次の通りであります。 ※２．

土地 521千円

※３．固定資産除却損の内訳は、次の通りであります。 ※３．固定資産除却損の内訳は、次の通りであります。

建物及び構築物 1,127千円 建物及び構築物 21,114千円

機械装置及び運搬具 62 機械装置及び運搬具 65

その他（有形固定資産） 696 その他（有形固定資産） 546

計 1,885 計 21,726

 ※４．  ※４．減損損失

      当連結会計年度において、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

 （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

　 事業毎又は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。

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
自　平成16年4月 1日
至　平成17年3月31日

当連結会計年度
自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

　　　に掲記されている科目の金額との関係

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

　　　に掲記されている科目の金額との関係

　　（平成17年3月31日現在） 　　（平成18年3月31日現在）

　　現金及び預金 　 1,269,695千円 　　現金及び預金      1,139,285千円

　　 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 　　 預入期間が3ヶ月を超える定期預金

　　 及び担保に供している預金
   △367,180

　　 及び担保に供している預金
     △341,400

　　現金及び現金同等物   902,515 　　現金及び現金同等物 　　　 797,885

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
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（リース取引関係）

前連結会計年度
自　平成16年4月 1日
至　平成17年3月31日

当連結会計年度
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

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。

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

その他（有形固
定資産）

98,322 46,609 51,713

その他（無形固
定資産） 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

機械装置及び運
搬具 6,817 5,935 881

その他（有形固
定資産） 169,842 94,918 74,923

その他（無形固
定資産） 94,255 72,385 21,869

合計 270,914 173,239 97,674
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（有価証券関係）

１．その他有価証券で時価のあるもの （単位：千円）

前連結会計年度（平成17年3月31日現在） 当連結会計年度（平成18年3月31日現在）

種 類
取 得 原 価 連 結 貸 借 対 照 表

計 上 額 差 額 取 得 原 価 連 結 貸 借 対 照 表
計 上 額 差 額

(1）株式 73,495 129,553 56,058 44,794 59,885 15,090

(2）債券 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

連結貸借対照
表計上額が取
得原価を超え
るもの

小計 73,495 129,553 56,058 44,794 59,885 15,090

(1）株式 49,503 41,516 △　7,987 47,427 40,455 △　6,972

(2）債券 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

連結貸借対照
表計上額が取
得原価を超え
ないもの

小計 49,503 41,516 △　7,987 47,427 40,455 △　6,972

合計 122,998 171,069 48,070 92,222 100,340 8,118

２．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券 （単位：千円）

前連結会計年度
自　平成16年4月 1日
至　平成17年3月31日

当連結会計年度
自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日

売却額 売却益の合計額 売却損の合計額 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額

21,749 8,609 － 123,074 93,094 －

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 （単位：千円）

前連結会計年度
（平成 1 7年3月31日現在）              

当連結会計年度
（平成 1 8年3月31日現在）              

連結貸借対照表計上額 連結貸借対照表計上額

その他有価証券

非上場株式 8,317 8,300

その他 28,302

（デリバティブ取引関係）

１．取引の状況に関する事項

①　取引の内容

　　当社の利用しているデリバティブ取引は、金利関連の金利スワップ取引であります。

②　取引に対する取組方針、取引の利用目的

　　金利関連のデリバティブは、金利変動のリスクを回避することを目的として利用しています。ただし、契約

　時のヘッジ対象は社債及び長期借入金の支払金利でありましたが、現在、社債については償還しております。

　　なお、投機目的でのデリバティブ金融商品の保有、発行はありません。

③　取引に係るリスク内容

　　当社が利用している金利スワップ取引は、市場金利の変動によるリスクを有しております。

　　なお、取引相手先は信用度の高い金融機関に限定しているため信用リスクは低いものと認識しております。

④　取引に係るリスク管理体制

　　デリバティブ取引は取締役会で承認され、取引の実行と管理は経理部が行っております。

⑤　取引の時価等に関する事項についての補足説明

　　「取引の時価等に関する事項」における「契約額等」（想定元本）は、デリバティブ取引におけるリスク量

　自体を表しているものではありません。

２. 取引の時価等に関する事項
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　前連結会計年度（平成17年3月31日現在）

金利関連　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

区分 種類 契約額等
契約額等のうち

1年超
時価 評価損益

市場取引以外

の取引

金利スワップ取引

　支払固定･受取変動 600,000 　　－ △　27,321 △　27,321

　　　　　　　合計 600,000 　　－ △　27,321 △　27,321

（注）１.時価の算定方法

 　　　　金利スワップ契約を締結している取引銀行から提示された価格によっております。

　　　２.評価損益の金額は、連結損益計算書に営業外収益の「金利スワップ評価益」として計上しております。

　　３.「ヘッジ会計」が適用されているデリバティブ取引は除外しております。

当連結会計年度（平成18年3月31日現在）

金利関連　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

区分 種類 契約額等
契約額等のうち

1年超
時価 評価損益

市場取引以外

の取引

金利スワップ取引

　支払固定･受取変動 600,000 　　－ △　9,085 △　9,085

　　　　　　　合計 600,000 　　－ △　9,085 △　9,085

（注）１.時価の算定方法

 　　　　金利スワップ契約を締結している取引銀行から提示された価格によっております。

　　　２.評価損益の金額は、連結損益計算書に営業外収益の「金利スワップ評価益」として計上しております。

　　３.「ヘッジ会計」が適用されているデリバティブ取引は除外しております。
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（退職給付関係）

(1）採用している退職給付制度の概要

　当社及び連結子会社は、確定給付型の退職金制度を設けております。

　この退職金の支払に備えるため必要資金の内部留保の他に適格退職年金制度を採用し外部拠出を行っており

　ます。

　なお、この他に複数事業主制度による企業年金（自動車振興会厚生年金）に加盟しております。

(2）退職給付債務に関する事項

前連結会計年度
（平成17年3月31日現在）

当連結会計年度
（平成18年3月31日現在）

(ｲ）退職給付債務 　     1,003,892千円 　     934,215千円

(ﾛ）年金資産 154,353 135,507

(ﾊ）退職給付引当金 385,390 442,092

(ﾆ）未認識数理計算上の差異 36,689 △　28,096

(ﾎ）会計基準変更時差異の未処理額 427,458 384,712

(3）退職給付費用に関する事項

前連結会計年度
自　平成16年4月 1日
至　平成17年3月31日

当連結会計年度
自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日

(ｲ）勤務費用 72,828千円 58,446千円

(ﾛ）利息費用 22,801 20,077

(ﾊ）期待運用収益（減算） 2,321 1,543

(ﾆ）数理計算上の差異の費用処理額 17,487 10,467

(ﾎ）会計基準変更時差異の費用処理額 42,745 42,745

(ﾍ）臨時に支払った割増退職金 19,571 8,886

(4）退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

前連結会計年度
（平成17年3月31日現在）

当連結会計年度
（平成18年3月31日現在）

(ｲ）割引率 2.00％ 2.00％

(ﾛ）期待運用収益率 1.00％ 1.00％

(ﾊ）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準

(ﾆ）数理計算上の差異の処理年数 ９年 ９年

(ﾎ）会計基準変更時差異の処理年数 15年 15年

(5）複数事業主制度による企業年金

自動車振興会厚生年金基金につきましては、当社の拠出に対応する年金資産額を合理的に計算できませんが掛

金拠出割合に基づいて算定された年金資産額は、1,730,082千円（前連結会計年度1,473,715千円）であります。

また、当連結会計年度における退職給付費用のうち、当該調整年金制度に係る金額は76,323千円（前連結会計

年度71,956千円）であります。
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
（平成17年3月31日）

当連結会計年度
（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

（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 16,960 賞与引当金 17,112

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

税務上の繰越欠損金 298,724 役員退職給付引当金 58,944

その他 108,550 税務上の繰越欠損金 259,572

　　　 繰延税金資産小計 572,511 減損損失 168,137

　 　　評価性引当額 △　571,407 その他 41,400

繰延税金資産合計 1,104 　　　 繰延税金資産小計 722,003

　 　　評価性引当額 △　721,095

繰延税金資産合計 908

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 18,124 繰延税金負債合計 3,247

　繰延税金負債の純額 　2,339

繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の 繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の

　 　項目に含まれております。 　 　項目に含まれております。

           流動資産－繰延税金資産 544            流動資産－繰延税金資産 348

           固定資産－繰延税金資産 560            固定資産－繰延税金資産 560

           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  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      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      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 　   同左

     ん。
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（セグメント情報）

１．事業の種類別セグメント情報

　前連結会計年度（自　平成16年4月1日　至　平成17年3月31日）

（単位：千円）

カーケア関連商品
販売 そ の 他 計 消去又は全社 連 結

Ⅰ 売上高及び営業損益

(1）外部顧客に対する売上高 14,532,030 475,959 15,007,989 － 15,007,989

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高 55,691 189,131 244,823 （244,823） －

計 14,587,722 665,090 15,252,812 （244,823） 15,007,989

営 業 費 用 14,805,187 695,504 15,500,691 （256,709） 15,243,982

営業利益又は営業損失(△） △217,465 △30,413 △247,879      11,886 △235,992

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支出

資産 8,051,140 2,824,533 10,875,674 （2,373,936） 8,501,737

減価償却費 72,546 9,578 82,125 （15） 82,109

資本的支出 94,917 16,214 111,132 （73） 111,059

　（注）１．事業区分の方法

事業区分は、製品の種類及び販売方法の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な商品

「1.企業集団の状況」に記載しております。

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。

４．減価償却費及び資本的支出には長期前払費用とその償却額が含まれております。

　当連結会計年度（自　平成17年4月1日　至　平成18年3月31日）

（単位：千円）

カーケア関連商品
販売 そ の 他 計 消去又は全社 連 結

Ⅰ 売上高及び営業損益

(1）外部顧客に対する売上高 13,946,276 504,622 14,450,899 － 14,450,899

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高 3,060 251,257 254,318 （254,318） －

計 13,949,336 755,880 14,705,217 （254,318） 14,450,899

営 業 費 用 13,962,426 764,127 14,726,554 （263,155） 14,463,398

営業利益又は営業損失(△） △13,090 △8,246 △21,337      8,837 △12,499

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失
及び資本的支出

資産 7,129,117 1,901,213 9,030,330 （1,785,352） 7,244,978

減価償却費 55,926 9,102 65,029 （21） 65,007

減損損失 420,343 － 420,343 － 420,343

資本的支出 45,815 18,736 64,551 （123） 64,428

　（注）１．事業区分の方法

事業区分は、製品の種類及び販売方法の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な商品

「１.企業集団の状況」に記載しております。

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。

４．減価償却費及び資本的支出には長期前払費用とその償却額が含まれております。
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２．所在地別セグメント情報

　前連結会計年度及び当連結会計年度において本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店

がないため該当事項はありません。

３．海外売上高

　前連結会計年度（自　平成16年4月1日　至　平成17年3月31日）

　海外売上高がないため、該当事項はありません。

　当連結会計年度（自　平成17年4月1日　至　平成18年3月31日）

　海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。

　

（関連当事者との取引）

　　前連結会計年度（自　平成16年4月1日　至　平成17年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　 （単位：千円）

(1)役員及び個人主要株主等

関 係 内 容

属 性 氏名 住 所
資本金又

は出資金

事業の内容

又は職業

議決権等

の所有(被

所有)割合

役員の

兼任等

事実上

の関係

取引の

内 容   
取引金額 科目 期末残高

役 員   村木　裕
当社代表

取締役

被所有

直接

15.68％

被債務

保証

270,635

（注）
借入金

　（注）当社の金融機関よりの借入金の一部について債務保証を行うと共に、個人所有資産を担保として提供し

　　　　ております。

　　当連結会計年度（自　平成17年4月1日　至　平成18年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　 （単位：千円）

(1)役員及び個人主要株主等

関 係 内 容

属 性 氏名 住 所
資本金又

は出資金

事業の内容

又は職業

議決権等

の所有(被

所有)割合

役員の

兼任等

事実上

の関係

取引の

内 容   
取引金額 科目 期末残高

役 員   村木　裕
当社代表

取締役

被所有

直接

8.94％

被債務

保証

225,132

（注）
借入金

　　（注）当社の金融機関よりの借入金の一部について債務保証を行うと共に、個人所有資産を担保として提供し

　　　　　ております。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
自　平成16年4月 1日
至　平成17年3月31日

当連結会計年度
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

１株当たり当期純損失

284.80円

56.73円

１株当たり純資産額

１株当たり当期純損失

215.76円

45.42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。

前連結会計年度
自　平成16年4月 1日
至　平成17年3月31日

当連結会計年度
自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日

当期純損失 465,189千円 426,246千円

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 465,189千円 426,246千円

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）

５. 販売の状況
 商品区分別売上高明細表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

連結会計年度 前連結会計年度
自　平成16年4月 1日
至　平成17年3月31日

当連結会計年度
自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日

商品区分別 金額 構成比 金額 構成比

％ ％

自動車補修部品 14,587,722 95.6 13,949,336 94.9

カーケアサービス 297,928 2.0 319,484 2.2

自動車の販売・整備 327,640 2.1 401,034 2.7

その他の収益 39,521 0.3 35,362 0.2

合計 15,252,812 100.0 14,705,217 100.0


