
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） 

※ 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで
おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
なお、上記予想に関する事項は添付資料の５ページを参照して下さい。 

平成１８年３月期 個別財務諸表の概要 
平成１８年５月２５日

会社名 株式会社菱友システムズ 上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ 

コード番号 ４６８５ 本社所在都道府県 東京都 

(URL http://www.ryoyu.co.jp/) 

代表者 役職名 取締役社長 

  氏名 平﨑  雅康 

問い合わせ先 責任者役職名 執行役員企画経理部長     

  氏名 中原  健二 ＴＥＬ （０３）５４２１－５８１１ 

決算取締役会開催日 平成１８年５月２５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２８日 定時株主総会開催日 平成１８年６月２７日 

単元株制度採用の有無 有（１単元 1,000株）     

(1)経営成績 （注）記載金額は百万円未満は切り捨てて表示しております。

  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 23,935 (  1.6) 1,046 ( 7.6) 1,049 ( 9.1) 

17年３月期 23,554 (△7.7) 973 (20.1) 962 (29.6) 

  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 537 ( 20.4) 84 65 ――― 19.7 10.2 4.4 

17年３月期 446 (133.5) 70 31 ――― 18.8 9.0 4.1 

（注）①期中平均株式数 18年3月期 6,353,434株 17年3月期 6,353,710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、対前期増減率であります。 

(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 10 0 0 0 10 0 63 11.8 2.2 

17年３月期 12 50 0 0 12 50 79 17.8 3.1 

（注）17年３月期期末配当金の内訳は、普通配当7.50円、商号変更記念配当5.00円であります。 

(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 10,123 2,892 28.6 455 29 

17年３月期 10,485 2,577 24.6 405 61 

（注）①期末発行済株式数 18年3月期 6,352,870株 17年3月期 6,353,710株 

  ②期末自己株式数 18年3月期 2,130株 17年3月期 1,290株 

２．平成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 12,000   500   300   0 0  ―  ― 

通 期 24,500   1,050   600    ― 10 00 10 00 

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 94円45銭 
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６．個別財務諸表等 
(1) 貸借対照表 

  第37期 
（平成17年３月31日現在） 

第38期 
（平成18年３月31日現在） 

対前年比 

区分 注記 
番号 

金額（千円） 構成比
（％） 

金額（千円） 構成比
（％） 

増減 
（千円） 

（資産の部）          

Ⅰ．流動資産          

１．現金及び預金   316,290   875,051    

２．受取手形    88,782   64,565    

３．売掛金 (注３)  5,364,786   4,917,051    

４．商品   692,273   367,465    

５．仕掛品   116,769   130,459    

６．前渡金   550   －    

７．前払費用   23,699   24,466    

８．繰延税金資産   614,766   601,485    

９．その他流動資産   30,661   42,072    

10．貸倒引当金   △13,000   △35,000    

流動資産合計   7,235,582 69.0  6,987,617 69.0 △247,964 

Ⅱ．固定資産          

１．有形固定資産 (注1,2)         

(1）建物   730,469   716,203    

(2）構築物   2,980   1,769    

(3）機械及び装置   330   －    

(4）工具器具及び備品   79,033   118,737    

(5）土地 (注６)  884,923   733,171    

有形固定資産合計   1,697,737 16.2  1,569,881 15.5 △127,856 

２．無形固定資産          

(1）ソフトウェア   122,600   106,278    

(2）その他無形固定資
産   5,543   4,999    

無形固定資産合計   128,144 1.2  111,277 1.1 △16,866 

３．投資その他の資産          

(1）投資有価証券   60,604   103,823    

(2）関係会社株式   149,500   160,500    

(3）破産債権更生債権
等   3,023   85,420    

(4）長期前払費用   －   15,724    

(5）繰延税金資産   851,180   920,952    

(6）再評価に係る繰延
税金資産 (注６)  133,297   －    

(7）敷金保証金   211,804   236,446    

(8）その他投資   20,242   18,679    

(9）貸倒引当金   △5,724   △87,220    

投資その他の資産合
計 

  1,423,927 13.6  1,454,326 14.4 30,398 

固定資産合計   3,249,809 31.0  3,135,485 31.0 △114,324 

資産合計   10,485,391 100.0  10,123,103 100.0 △362,288 
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  第37期 
（平成17年３月31日現在） 

第38期 
（平成18年３月31日現在） 

対前年比 

区分 注記 
番号 

金額（千円） 構成比
（％） 

金額（千円） 構成比
（％） 

増減 
（千円） 

（負債の部）          

Ⅰ．流動負債          

１．買掛金 (注３)  1,830,658   1,602,035    

２．短期借入金 (注２)  100,000   －    

３．１年以内返済予定長
期借入金 

(注２)  441,040   300,000    

４．未払金   62,985   33,863    

５．未払費用   1,707,953   1,659,110    

６．未払法人税等   262,559   328,833    

７．前受金   125,362   165,492    

８．預り金 (注３)  236,583   140,657    

９．その他流動負債   98,058   70,561    

流動負債合計   4,865,200 46.4  4,300,553 42.5 △564,647 

Ⅱ．固定負債          

１．長期借入金 (注２)  900,000   600,000    

２．再評価に係る繰延税 
  金負債 (注６)  －   575    

３．退職給付引当金   2,107,100   2,285,082    

４．役員退職慰労引当金   35,967   44,506    

固定負債合計   3,043,067 29.0  2,930,164 28.9 △112,902 

負債合計   7,908,268 75.4  7,230,718 71.4 △677,549 

          

（資本の部）          

Ⅰ．資本金 (注４)  685,927 6.5  685,927 6.8 － 

Ⅱ．資本剰余金          

１．資本準備金  250,015   250,015     

資本剰余金合計   250,015 2.4  250,015 2.5 － 

Ⅲ．利益剰余金          

１．利益準備金  26,500   26,500     

２．任意積立金          

(1）別途積立金  1,200,000   1,600,000     

３．当期未処分利益  594,971   712,431     

利益剰余金合計   1,821,471 17.4  2,338,931 23.1 517,459 

Ⅳ．土地再評価差額金 (注６)  △194,294 △1.8  △427,720 △4.2 △233,425 

Ⅴ．その他有価証券評価差
額金 (注７)  14,642 0.1  46,800 0.4 32,157 

Ⅵ．自己株式 (注５)  △638 △0.0  △1,569 △0.0 △930 

資本合計   2,577,123 24.6  2,892,384 28.6 315,260 

負債・資本合計   10,485,391 100.0  10,123,103 100.0 △362,288 
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(2) 損益計算書 

  
第37期 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

第38期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

対前年比 

区分 注記 
番号 

金額（千円） 百分比
（％） 

金額（千円） 百分比
（％） 

増減 
（千円） 

Ⅰ．売上高 (注１)  23,554,298 100.0  23,935,384 100.0 381,085 

Ⅱ．売上原価   19,526,898 82.9  19,808,010 82.8 281,112 

売上総利益   4,027,400 17.1  4,127,373 17.2 99,973 

Ⅲ．販売費及び一般管理費          
１．役員報酬  81,984   93,147     

２．社員賃金諸手当  1,457,951   1,385,693     
３．退職給付費用  88,742   94,604     
４．役員退職慰労引当

金繰入額  7,657   8,539     

５．従業員賞与  424,556   426,711     
６．外注費  156,651   147,704     

７．家賃地代  188,026   188,955     
８．租税公課  50,066   50,762     

９．減価償却費  35,660   50,837     
10．研究開発費 (注２) 117,515   128,674     

11．貸倒引当金繰入額   －   105,619     
12．その他販売費及び

一般管理費 
 445,532 3,054,343 13.0 399,252 3,080,502 12.9 26,159 

営業利益   973,056 4.1  1,046,871 4.4 73,814 
Ⅳ．営業外収益          

１．受取利息 (注１) 199   47     
２．受取配当金 (注１) 1,105   9,302     

３．受取移転補償金   －   22,557     
４．貸倒引当金戻入益  23,490   －     

５．その他営業外収益  1,417 26,211 0.1 394 32,302 0.1 6,090 
Ⅴ．営業外費用          

１．支払利息 (注１) 25,092   19,065     

２．固定資産除却損  5,099   9,860     
３．その他営業外費用  6,572 36,764 0.2 594 29,520 0.1 △7,244 

経常利益   962,503 4.1  1,049,653 4.4 87,149 

Ⅵ．特別損失          
１．減損損失 (注３) －   151,751     
２．退職給付に係る会

計基準変更時差異
費用処理額 

 175,535 175,535 0.8 － 151,751 0.6 △23,783 

税引前当期純利益   786,967 3.3  897,901 3.8 110,933 
法人税、住民税及び
事業税  583,000   479,126     

法人税等調整額  △242,790 340,209 1.4 △119,061 360,065 1.5 19,855 

当期純利益   446,758 1.9  537,836 2.2 91,078 
前期繰越利益   147,248   115,550  △31,697 
土地再評価差額金取崩
額   965   59,044  58,079 

当期未処分利益   594,971   712,431  117,459 
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(3) 利益処分案 

（注）１株当たり配当金の内訳 

  
第37期 

株主総会承認日 
（平成17年６月27日） 

第38期 
株主総会承認日 

（平成18年６月27日） 
対前年比 

区分 注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 増減 
（千円） 

Ⅰ．当期未処分利益   594,971  712,431 117,459 

Ⅱ．利益処分額        

１．配当金  79,421  63,528    

２．任意積立金        

(1）別途積立金  400,000 479,421 500,000 563,528 84,107 

Ⅲ．次期繰越利益   115,550  148,902 33,352 

        

 第37期 第38期 

 年間 中間 期末 年間 中間 期末 

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 

普通株式 12 50 0 00 12 50 10 00 0 00 10 00 

（内訳）                         

  普通配当 7 50 0 00 7 50 10 00 0 00 10 00 

  商号変更記念配当 5 00 0 00 5 00 0 00 0 00 0 00 
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重要な会計方針 

項目 
第37期 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

第38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）子会社株式及び関連会社株式 

総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 

・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、売却原価は総平均法

により算定） 

(2）その他有価証券 

・時価のあるもの 

同左 

 ・時価のないもの 

総平均法による原価法 

・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 

(1）商品 

個別法による原価法 

(1）商品 

同左 

 (2）仕掛品 

個別法による原価法 

(2）仕掛品 

同左 

３．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

建物（附属設備を除く）については

定額法、建物以外については定率法 

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

建物及び構築物  ３～48年 

(1）有形固定資産 

同左 

 (2）無形固定資産 

定額法 

ただし、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、市場販

売目的のソフトウェアについては、

販売可能な有効期間（３年以内）に

おける見込販売収益に基づく償却額

と残存有効期間に基づく均等配分額

とを比較し、いずれか大きい額を償

却する方法を採用しております。 

(2）無形固定資産 

同左 

  

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

金銭債権の貸倒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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項目 
第37期 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

第38期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 (2）退職給付引当金 (2）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当

期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。 

会計基準変更時差異（877,678千円）

については、５年による定額法によ

り費用処理し、特別損失として計上

しております。数理計算上の差異

は、その発生時における従業員の平

均残存勤務期間（17年～19.4年）に

よる定額法により、それぞれ発生の

翌期から費用処理することとしてお

ります。退職給付制度の一部変更に

より発生した過去勤務債務は、その

発生時における従業員の平均残存勤

務期間（19.4年）による定額法によ

り、制度の改定日から費用処理して

おります。 

従業員の退職給付に備えるため、当

期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。 

数理計算上の差異は、その発生時に

おける従業員の平均残存勤務期間

（16年～19.4年）による定額法によ

り、それぞれ発生の翌期から費用処

理することとしております。退職給

付制度の一部変更により発生した過

去勤務債務は、その発生時における

従業員の平均残存勤務期間（19.4

年）による定額法により、制度の改

定日から費用処理しております。 

 (3）役員退職慰労引当金 (3）役員退職慰労引当金 

 

取締役及び監査役の退任に伴う役員

退職慰労金の支出に備えるため、内

規に基づく期末要支給額を計上して

おります。 

同左 

５．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 

６．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 

 金利スワップの特例処理により支払利

息に加減して処理しております。 

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 

 金利スワップにより借入金利の変動リ

スクをヘッジしております。 

同左 

 (3）ヘッジ方針 (3）ヘッジ方針 

 金利の変動によるリスクの回避を目的

として、信用リスクを極力回避するた

め信用力の高い金融機関とのみ取引を

行っております。 

同左 

 (4）ヘッジ有効性評価の方法 

金利スワップの特例処理の条件に該当

のため実施しておりません。 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

同左 
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表示方法の変更 

注記事項 

（貸借対照表関係） 

項目 
第37期 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

第38期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

７．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 

消費税及び地方消費税の会計処理は

税抜方式によっております。 

(1）消費税等の会計処理 

同左 

  (2）     ────── 

  

(2）固定資産の減損に係る会計基準 

（会計方針の変更） 

当期より、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151,751千円減少して

おります。 

第37期 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

第38期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 （貸借対照表）  ──────── 

１．前期において区分掲記しておりました「未払消費税

等」（当期末残高71,365千円）は、当期において負

債及び資本の合計額の100分の１以下となったため、

流動資産の「その他流動負債」に含めて表示してお

ります。 

  

第37期 
（平成17年３月31日現在） 

第38期 
（平成18年３月31日現在） 

（注１）有形固定資産の減価償却累計額は585,339千円で

あります。 

（注１）有形固定資産の減価償却累計額は616,836千円で

あります。 

（注２）担保は次のとおりであります。 （注２）担保は次のとおりであります。 

(1）担保に供している資産 (1）担保に供している資産 

建物 100,921千円 

土地 102,291 

計 203,212 

建物 98,167千円 

土地 102,291 

計 200,458 

(2）担保が付されている債務 (2）担保が付されている債務 

短期借入金 100,000千円 

長期借入金 500,000  

(１年以内に返済予定の長期借入金を含む) 

１年以内返済予定長期

借入金 

200,000千円 

  

（注３）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資産及び負債は次のとおり

であります。 

（注３）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資産及び負債は次のとおり

であります。 

売掛金 2,509,774千円 

買掛金 30,764 

預り金 200,000 

売掛金 2,414,334千円 

買掛金 28,245 

預り金 100,000 
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第37期 
（平成17年３月31日現在） 

第38期 
（平成18年３月31日現在） 

（注４）  

会社が発行する株式の総数 普通株式23,840,000株

発行済株式の総数 普通株式 6,355,000 

（注４）  

会社が発行する株式の総数 普通株式23,840,000株

発行済株式の総数 普通株式 6,355,000 

（注５）当社が保有する自己株式の数は、普通株式1,290

株であります。 

（注５）当社が保有する自己株式の数は、普通株式2,130

株であります。 

（注６）「土地」については、「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）に

基づき、事業用土地の再評価を行っておりま

す。この評価差額のうち、当該評価差額に係る

税金相当分を「再評価に係る繰延税金資産」と

して固定資産の部に計上し、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。 

（注６）「土地」については、「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）に

基づき、事業用土地の再評価を行っておりま

す。この評価差額のうち、当該評価差額に係る

税金相当分を「再評価に係る繰延税金負債」と

して固定負債の部に計上し、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。 

なお、当期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）を適用したことにより、帳

簿価額が151,751千円減少しております。 

再評価を行った年月日 平成14年３月31日 

再評価の方法 「土地の再評価に関

する施行令」（平成

10年３月31日公布政

令119号）第２条第３

号に定める地方税法

第341条第十号の土地

課税台帳又は同条第

十一号の土地補充課

税台帳に登録されて

いる価格に合理的な

調整を行う方法によ

り算出 

再評価を行った土地の

期末における時価と再

評価後の帳簿価額との

差額 △139,383千円 

再評価を行った年月日 平成14年３月31日 

再評価の方法 「土地の再評価に関

する施行令」（平成

10年３月31日公布政

令119号）第２条第３

号に定める地方税法

第341条第十号の土地

課税台帳又は同条第

十一号の土地補充課

税台帳に登録されて

いる価格に合理的な

調整を行う方法によ

り算出 

再評価及び減損処理を

行った土地の期末にお

ける時価と再評価及び

減損処理後の帳簿価額

との差額 △30,542千円 

（注７）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

14,642千円であります。 

（注７）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

46,800千円であります。 
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（損益計算書関係） 

第37期 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

第38期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（注１）関係会社との主な取引高は次のとおりでありま

す。 

（注１）関係会社との主な取引高は次のとおりでありま

す。 

売上高 売上高 

情報処理売上高 5,602,637千円 

商品売上高 2,771,329 

計 8,373,966 

受取利息 115千円 

受取配当金 120千円 

支払利息 1,793千円 

情報処理売上高 6,594,047千円 

商品売上高 2,844,607 

計 9,438,654 

受取配当金 8,170千円 

支払利息 1,906千円 

（注２）一般管理費に含まれる研究開発費は117,515千円

であります。 

なお、当期製造費用に含まれる研究開発費はあ

りません。 

（注２）一般管理費に含まれる研究開発費は128,674千円

であります。 

なお、当期製造費用に含まれる研究開発費はあ

りません。 

（注３）           ──────── 

  

（注３）減損損失 

 当社は支社・営業所単位をグルーピングの基礎とし、遊

休資産については上記グループから区別してグルーピン

グを行っております。 

 当期において、以下の資産グループについて減損損失

を計上しております。 

  当該資産は現在遊休状態であり、また将来の用途が定

まっていないため、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（151,751千円）として特別損

失に計上しました。 

 なお、当該資産の回収可能価額は正味売却価額により

測定し、固定資産税評価額を合理的に調整した価格に基

づき評価しております。 

場所 用途 種類 

富山県富山市 遊休資産 土地 
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① リース取引 

１．借主側 

第37期 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

第38期 
（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、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

 
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) 

車両及び運搬
具 

4,850 4,850 － 

工具器具及び
備品 

2,600,263 1,555,388 1,044,875 

無形固定資産 40,725 11,979 28,746 

合計 2,645,839 1,572,217 1,073,621 

 
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 

2,144,403 1,270,691 873,711 

無形固定資産 39,771 9,778 29,992 

合計 2,184,174 1,280,470 903,703 

(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 523,281千円 

１年超 591,602 

合計 1,114,884 

１年内 432,798千円 

１年超 435,903 

合計 868,701 

(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 685,303千円 

減価償却費相当額 638,061 

支払利息相当額 24,282 

支払リース料 602,669千円 

減価償却費相当額 573,142 

支払利息相当額 20,281 

(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 

(5）利息相当額の算定方法 (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。 

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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２．貸主側 

第37期 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

第38期 
（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、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

 
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 

2,208,179 1,272,113 936,065 

無形固定資産 36,516 7,790 28,725 

合計 2,244,695 1,279,904 964,790 

 
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 

1,830,407 1,031,694 798,712 

無形固定資産 98,536 19,573 78,963 

合計 1,928,943 1,051,267 877,676 

(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 454,987千円 

１年超 548,068 

合計 1,003,055 

１年内 405,773千円 

１年超 505,510 

合計 911,284 

(3）受取リース料、減価償却費相当額及び受取利息相  

当額 

(3）受取リース料、減価償却費相当額及び受取利息相  

当額 

受取リース料 579,022千円 

減価償却費相当額 539,475 

受取利息相当額 21,312 

受取リース料 537,828千円 

減価償却費相当額 485,339 

受取利息相当額 19,077 

(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 

(5）利息相当額の算定方法 (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。 

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。 

（注）当該ファイナンス・リース取引は、全てセール・ア

ンド・リースバック転貸契約によるものでありま

す。 

（注）         同左 
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② 有価証券 

 前期（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日）及び当期（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日）における

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

③ 税効果会計 

第37期 
（平成17年３月31日現在） 

第38期 
（平成18年３月31日現在） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因の

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の

内訳 

（注）当期における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。 

繰延税金資産   

未払従業員賞与繰入限度超過額 482,867 千円

貸倒引当金繰入限度超過額 7,618 

退職給付引当金繰入限度超過額 838,194 

役員退職慰労引当金否認 14,635 

未払社会保険料否認 50,235 

未払事業税否認 50,749 

会員権評価損否認 20,836 

投資有価証券評価損否認 15,244 

その他 31,692 

繰延税金資産小計 1,512,074 

評価性引当額 △36,081 

繰延税金資産合計 1,475,992 

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金 △10,045 

繰延税金資産の純額 1,465,946 

流動資産－繰延税金資産 614,766千円 

固定資産－繰延税金資産 851,180 

（注）当期における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。 

繰延税金資産   

未払従業員賞与繰入限度超過額 491,809 千円

貸倒引当金繰入限度超過額 32,499 

退職給付引当金繰入限度超過額 910,615 

役員退職慰労引当金否認 18,109 

未払社会保険料否認 53,510 

未払事業税否認 30,976 

会員権評価損否認 6,542 

投資有価証券評価損否認 15,244 

減損損失 21,239 

 その他 17,025 

繰延税金資産小計 1,597,572 

評価性引当額 △43,026 

繰延税金資産合計 1,554,545 

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金 △32,107 

繰延税金資産の純額 1,522,438 

流動資産－繰延税金資産 601,485千円 

固定資産－繰延税金資産 920,952 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異発生の主な原因別内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異発生の主な原因別内訳 

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 0.61 

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.03 

住民税均等割 0.72 

評価性引当額 0.12 

その他 1.12 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.23 

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異が法定実効税率の100分の５以下である

ため注記を省略しております。 
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（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

第37期 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

第38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 405円61銭

１株当たり当期純利益 70円31銭

１株当たり純資産額 455円29銭

１株当たり当期純利益 84円65銭

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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 
第37期 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第38期 
(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） 446,758 537,836 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純利益（千円） 446,758 537,836 

期中平均株式数（株） 6,353,710 6,353,434 
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７．役員の異動 
 １．役員の異動 

   (1)新任取締役候補 

     取締役   西邑雅史（現 三菱重工業株式会社情報システム部長） 

     取締役   松本浩司（現 三菱自動車工業株式会社管理本部ＩＴ企画統括部長） 

     取締役   大友文博（現 事業開発室副室長） 

     （注）西邑雅史、松本浩司の両氏は会社法第２条第15号に定める社外取締役の候補者であります。 

   (2)辞任予定取締役 

     常務取締役 上之門捷二（顧問就任予定） 

 ２．就任予定日 

    平成18年６月27日 
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