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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 （注）金額は百万円未満を切り捨て

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 104,413 △ 10.2 1,548 △ 15.3 1,955 △ 7.0

17年 3月期 116,291 △ 16.2 1,827 160.8 2,104 91.2

  
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 1,046 10.3 - 5.2 3.1 1.9

17年 3月期 948 57.7 - 5.6 3.5 1.8

(注) ①期中平均株式数 18年 3月期 　　　　    84,961,306株          17年 3月期      84,999,712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 株主資本

中間 期末 (年間) 配当率
円　銭 円　銭 円　銭 百万円 ％ ％

18年 3月期 424 40.6 1.9

17年 3月期 5.00 0.00 424 47.7 2.4

(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
17年 3月期
（注） ①期末発行済株式数 18年 3月期  84,947,524 株 17年 3月期  84,970,218 株

       　②期末自己株式数 18年 3月期 155,728 株 17年 3月期  133,034 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

中間 期末
百万円 百万円 百万円 円　銭 円　銭 円　銭

中間期 60,000 1,050 550 0.00 - -

通　　期 130,000 2,100 1,100 - 5.00 5.00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）      12円　 95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、添付資料の連結４ページを参照して下さい。

当 期 純 利 益

執行役員管理本部長

32.8 263.16

配当性向

5.00

売上高 経常利益 当期純利益

12.31

10.49

5.00 0.00 5.00

68,226 22,355

59,359 17,584 29.6 206.28



１．個別財務諸表等 

（１）財務諸表 

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) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産  

１ 現金及び預金 ※2 5,689 5,251

２ 受取手形 ※11 2,627 2,129

３ 売掛金 ※11 30,657 31,671

４ 有価証券  1,113 124

５ 商品  651 1,010

６ 前渡金  2,126 2,986

７ 短期貸付金 ※11 ― 1,000

８ 前払費用  3 4

９ 未収入金  448 ―

10 繰延税金資産  125 269

11 その他  126 465

  貸倒引当金  △85 △137

流動資産合計  43,485 73.3 44,777 65.6

Ⅱ 固定資産  

１  有形固定資産  

(1)  建物  164 152

(2)  構築物  9 8

(3)  車両  1 0

(4)  器具及び備品  191 177

(5)  賃貸用資産  1,154 719

(6)  リース資産  1,022 1,032

(7)  土地  49 72

有形固定資産合計 ※1 2,593 2,163

２  無形固定資産  

(1) 諸施設利用権  302 262

(2) ソフトウェア  38 43

(3) その他  13 5

無形固定資産合計  354 311

３  投資その他の資産  

(1) 投資有価証券 ※2 11,308 17,886

(2) 関係会社株式  465 1,945

(3) 関係会社出資金  214 214

(4) 長期貸付金  25 ―

(5) 従業員に対する長期貸付金  635 612

(6) 固定化営業債権 ※4 115 66

(7) 長期前払費用  1 11

(8) その他  350 360

  貸倒引当金  △190 △121

投資その他の資産合計  12,926 20,975

固定資産合計  15,874 26.7 23,449 34.4

資産合計  59,359 100.0 68,226 100.0
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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) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債  

１ 支払手形  6,921 5,810

２ 買掛金  21,417 22,922

３ 短期借入金 ※2 6,700 6,700

４ 未払金  427 325

５ 未払費用  2 3

６ 未払法人税等  603 851

７ 前受金  1,613 2,300

８ 預り金  80 52

９ 前受収益  23 33

10 賞与引当金  378 433

11 役員賞与引当金  ― 66

12 その他  513 487

流動負債合計  38,681 65.2 39,986 58.6

Ⅱ 固定負債  

１ 長期借入金 ※2 1,000 1,000

２ 退職給付引当金 ※5 1,318 1,341

３ 役員退職慰労引当金  177 201

４ 繰延税金負債  590 3,335

５ その他  6 6

固定負債合計  3,093 5.2 5,885 8.6

負債合計  41,774 70.4 45,871 67.2

(資本の部)  

Ⅰ 資本金 ※6 6,728 11.3 6,728 9.9

Ⅱ 資本剰余金  

１ 資本準備金  2,096 2,096

２  その他資本剰余金  

(1)  自己株式処分差益  ― 1

資本剰余金合計  2,096 3.5 2,097 3.1

Ⅲ 利益剰余金  

１  任意積立金  

(1) 別途積立金  5,050 5,500

２  当期未処分利益  1,306 1,420

利益剰余金合計  6,356 10.7 6,920 10.1

Ⅳ その他有価証券評価差額金  2,424 4.1 6,637 9.7

Ⅴ 自己株式 ※7 △21 △0.0 △28 △0.0

資本合計  17,584 29.6 22,355 32.8

負債・資本合計  59,359 100.0 68,226 100.0
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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) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
百分比
(％)

金額(百万円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高  116,291 100.0 104,413 100.0

Ⅱ 売上原価  

１ 商品期首たな卸高  1,742 651

２ 当期商品仕入高  106,766 96,367

合計  108,508 97,019

３ 商品期末たな卸高  651 107,857 92.7 1,010 96,008 91.9

売上総利益  8,434 7.3 8,404 8.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 
※1・
2 

6,606 5.7 6,856 6.6

営業利益  1,827 1.6 1,548 1.5

Ⅳ 営業外収益  

１ 受取利息  84 70

２ 有価証券利息  29 17

３ 受取配当金  136 175

４ 有価証券売却益  158 142

５ 投資事業組合出資金  

運用益 
 ― 83

６ その他  87 498 0.4 129 618 0.6

Ⅴ 営業外費用  

１ 支払利息  138 117

２ 出資金運用損  26 ―

３ 貸倒引当金繰入損  ― 35

４ その他  56 221 0.2 59 211 0.2

経常利益  2,104 1.8 1,955 1.9

Ⅵ 特別利益  

１ 投資有価証券売却益  102 748

２ 貸倒引当金戻入益  33 ―

３ 前期損益修正益 ※3 30 167 0.1 ― 748 0.7

Ⅶ 特別損失  

１ 固定資産減損損失 ※5 ― 398

２ 投資有価証券評価損  72 222

３ 子会社投資評価損 ※4 249 ―

４ その他  92 414 0.3 37 658 0.6

  税引前当期純利益  1,857 1.6 2,046 2.0

法人税、住民税及び 
事業税 

 899 1,327

法人税等調整額  9 908 0.8 △326 1,000 1.0

当期純利益  948 0.8 1,046 1.0

前期繰越利益  357 374

当期未処分利益  1,306 1,420
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③利益処分案 

 

株主総会承認年月日  
前事業年度 

(平成17年６月29日) 
当事業年度 

(平成18年６月29日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 当期未処分利益  1,306 1,420

Ⅱ 利益処分額  

１ 配当金  424 424

２ 取締役賞与金  57 ―

３ 別途積立金  450 931 550 974

Ⅲ 次期繰越利益  374 446
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財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 
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) 売買目的有価証券 

   時価法 

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 

 (1) 売買目的有価証券 

   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 

  イ 時価のあるもの 

     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ておりま

す。なお売却原価は移動平均法により算定し

ております。) 

 (3) その他有価証券 

  イ 時価のあるもの 

     同左 

  ロ 時価のないもの 

     移動平均法による原価法 

 

  ロ 時価のないもの 

     同左 

２ デリバティブ等の評価基準及び評価方法 

  デリバティブ 

時価法 

 

２ デリバティブ等の評価基準及び評価方法 

  デリバティブ 

   同左 

３ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

  先入先出法による原価法 

 

３ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

  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、 

  イ 取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償

却資産については３年間で均等償却を行ってお

ります。 

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、 

  イ 同左 

  ロ 賃貸用資産のうち、賃貸借契約(賃貸料均等収

入)に基づくものおよび平成10年４月１日以降

に取得した建物(建物附属設備を除く)について

は定額法によっております。 

  ロ 同左 

  ハ リース資産については、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。 

  ハ 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

額法を採用しております。 

 

 (2) 無形固定資産 

   同左 

(3) ────── 

    

(3) 長期前払費用 

   定額法。 

 

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そなえるため、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検

討して、回収不能見込額を計上しております。 

５ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

   同左 
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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) 

 
(2) 賞与引当金 

従業員賞与の支給にそなえるため、支給見込額の

うち当期負担額を計上しております。 

 
(2) 賞与引当金 

従業員賞与および取締役でない執行役員賞与の

支給にそなえるため、支給見込額のうち当事業

年度負担額を計上しております。 

 

(3) ────── 
 
 

(3) 役員賞与引当金 
取締役賞与の支給にそなえるため、支給見込額

を計上しております。 

 

 (4) 退職給付引当金 

  イ 従業員の退職給付にそなえるため、当事業年度

末における退職給付債務および年金資産の見

込額に基づいて計上しております。 

    数理計算上の差異は翌年度に一括費用処理する

こととしております。 

 (4) 退職給付引当金 

イ 同左 

ロ ────── 

 

 

ロ 取締役でない執行役員の退職慰労金の支給に

そなえるため、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。 

 

 (5) 役員退職慰労引当金 

   役員の退職慰労金の支出にそなえるため、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。 

 

 (5) 役員退職慰労引当金 

取締役および監査役の退職慰労金の支出にそな

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。 

６ リース取引の処理方法 

  所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、貸手側、借手側ともに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。 

 

６ リース取引の処理方法 

  同左 

７ 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 

  税抜処理によっております。 

７ 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 

  同左 
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会計方針の変更 

 

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））および「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。この結果、税引前当期純利益は398百万円減

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。 
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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) 

(貸借対照表関係) 

前事業年度において投資その他の資産の「出資金」

として表示しておりました投資事業有限責任組合等

への出資は、「証券取引法等の一部を改正する法

律」（平成16年6月9日法律第97号）の施行に伴い、

有価証券とみなすこととされたため、当事業年度か

ら投資その他の資産の「投資有価証券」に含めて表

示しております。 

なお、当事業年度の投資その他の資産の「投資有価

証券」に含まれている「出資金」は338百万円であ

ります。 

 

 

 

 

(貸借対照表関係) 

前事業年度において、流動資産の「その他」に含め

て表示しておりました短期貸付金は、当事業年度に

おいて資産総額の百分の一を超えたため区分掲記し

ております。なお、前事業年度の流動資産の部の

「その他」に含まれている短期貸付金は10百万円で

あります。 

 

 

 

 

前事業年度の「未収入金」は流動資産に区分掲記し

ておりましたが、当事業年度においてはその金額が

僅少となったため流動資産の「その他」に含めて表

示しております。 

なお、当事業年度の流動資産の「その他」に含まれ

ている「未収入金」は345百万円であります。 

 

(損益計算書関係) 

前事業年度の「商品評価損」並びに「固定資産除却

損」は特別損失に区分掲記しておりましたが、当事

業年度においてはその金額が特別損失の総額の百分

の十以下となり極めて僅少であるため特別損失の

「その他」に含めて表示しております。 

なお、当事業年度の特別損失の「その他」に含まれ

ている「商品評価損」は５百万円、「固定資産除却

損」は12百万円であります。 

 

 

 

 

 

────── 
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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) 

（法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書

上の表示方法） 

実務対応報告第12号「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」（企業会計基準委員会 平成16年２月13日）が公

表されたことに伴い、当事業年度から同実務対応報告

に基づき、法人事業税の付加価値割及び資本割 47百万

円を販売費及び一般管理費として処理しております。 

 

 

 

 

 

────── 

 

 

 

 

 ────── 

 

 

 

 

 

（役員賞与の会計処理） 

当事業年度から実務対応報告第13号「役員賞与の会計

処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会

平成16年３月９日）を適用しております。 

これにより、従来、株主総会決議時（又は支給時）に

未処分利益の減少として会計処理していた役員賞与

を、当事業年度から発生時に費用処理しております。 

この結果、従来の方法に比べて、営業利益、経常利益

および税引前当期純利益が、66百万円減少しておりま

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 有形固定資産の減価償却累計額 2,862百万円

 
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 2,995百万円

 
 

※２ 債務の担保に供している資産 

定期預金 1百万円

投資有価証券 1,240百万円

合計 1,242百万円

 
 

※２ 債務の担保に供している資産 

定期預金 1百万円

投資有価証券 2,130百万円

合計 2,131百万円

 
 

   上記担保に対応する債務の科目名称または担保目

的とその金額 

短期借入金 2,600百万円

長期借入金 1,000百万円

取引保証金等の代用 
支払保証等のため 
 

 

   上記担保に対応する債務の科目名称または担保目

的とその金額 

短期借入金 2,600百万円

長期借入金 1,000百万円

取引保証金等の代用 
支払保証等のため 
 

 
３ 貸出コミットメント及び当座貸越契約(借手側) 

貸出コミットメント総額 4,000百万円

当座貸越極度額 1,100百万円

借入実行残高 ―百万円

差引額 5,100百万円

 
 

３ 貸出コミットメント及び当座貸越契約(借手側) 

貸出コミットメント総額 4,000百万円

当座貸越極度額 1,100百万円

借入実行残高 ―百万円

差引額 5,100百万円

 
 

※４ 財務諸表等規則第32条第１項第10号の債権を計上

しております。 

    

※４ 財務諸表等規則第32条第１項第10号の債権を計上

しております。 

    

５ ────── ※５ 退職給付引当金 

設定対象者 

従業員 1,307百万円

取締役でない執行役員 34百万円

 
 

※６ 会社が発行する株式の種類及び総数 

普通株式 188,529,000株

   発行済株式の種類及び総数 

普通株式 85,103,252株

 
 

※６ 会社が発行する株式の種類及び総数 

普通株式 188,529,000株

   発行済株式の種類及び総数 

普通株式 85,103,252株

 
 

※７ 自己株式数 

普通株式 133,034株

 
 

※７ 自己株式数 

普通株式 155,728株

 
 

 ８ 保証債務 

銀行取引に対する保証 

子会社          
西曄貿易(上海)有限公司 

794百万円

営業取引に対する保証 

子会社          
西華貿易(深 )有限公司 

25百万円

 
 

 ８ 保証債務 

営業取引に対する保証 

子会社          
西華貿易(深 )有限公司 

15百万円

 
 

 ９ ────── 
 

 ９ 取引履行保証 

    営業取引に係る取引履行保証 20百万円
 

  

 10 受取手形割引高 8百万円
 

 10 受取手形割引高 477百万円
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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) 

※11 関係会社に対する資産は次のとおりであります。

受取手形 396百万円

売掛金 989百万円

 
 

※11 関係会社に対する資産は次のとおりであります。

受取手形 175百万円

売掛金 1,479百万円

短期貸付金 1,000百万円

 
 

 
 

  なお、関係会社に対する貸出コミットメントの残

高は次のとおりであります。 

貸出コミットメント総額 1,500百万円

貸出実行残高 1,000百万円

差引額 500百万円

 
 

12 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

2,420百万円であります。 

12 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

6,637百万円であります。 
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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主要な費目および金額 

                     （百万円）

従業員給料諸手当 2,266

従業員賞与 449

役員退職慰労引当金繰入額 71

賞与引当金繰入額 378

退職給付費用 501

福利厚生費 461

旅費交通費 545

交際費 376

事務所費 490

減価償却費 103
 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目および金額 

                     （百万円）

従業員給料諸手当 2,243

従業員賞与 592

賞与引当金繰入額 433

役員賞与引当金繰入額 66

役員退職慰労引当金繰入額 68

退職給付費用 393

福利厚生費 441

旅費交通費 549

交際費 421

事務所費 448

減価償却費 104

貸倒引当金繰入額 59
 

    なお、販売費と一般管理費との割合は、おおむ

ね69対31であります。 

 

    なお、販売費と一般管理費との割合は、おおむ

ね67対33であります。 

 

※２ 一般管理費に含まれている研究開発費 

―百万円

※２ 一般管理費に含まれている研究開発費 

―百万円

※３ 前期損益修正益 

取引先の倒産により前期に計上した損失を、そ

の後の状況変化に応じ修正したものでありま

す。 

 

３ ────── 

 

 

 

 

※４ 子会社投資評価損 

当社子会社の財務状態の悪化により、当該子

会社への出資金および株式の実質価額が著し

く低下したため、子会社出資金について210百

万円、子会社株式について39百万円の評価損

を計上したものであります。 

 

４ ────── 

 

５ ────── 

 

 

 

※５ 固定資産減損損失 

固定資産減損損失に関しては、主に資産の所

在地別にグルーピングを行い、当事業年度に

おいては、以下の資産グループについて損失

を計上しております。 

用途 主に賃貸用資産 

種類 土地及び建物 

場所 埼玉県上尾市 

当該資産グループについては、時価の下落、

並びに将来見込まれる賃貸料収入の不確実性

により、算定した回収可能価額が帳簿価額を

下回ったため、帳簿価額を回収可能価額まで

減少させております。 

なお、回収可能価額は使用価値により測定し

ており、使用価値については、将来キャッシ

ュ・フローを2.91％で割引いて算出しており

ます。 
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(リース取引関係) 

 
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 所有権移転外ファイナンス・リース取引 

  (貸手側) 

 (1) 固定資産に含まれているリース物件の取得価額、

減価償却累計額および当期末残高 

１ 所有権移転外ファイナンス・リース取引 

  (貸手側) 

 (1) 固定資産に含まれているリース物件の取得価額、

減価償却累計額および当期末残高 

 器具及び備品

取得価額 2,769百万円

減価償却累計額 1,746百万円

当期末残高 1,022百万円

 
 

 器具及び備品

取得価額 2,909百万円

減価償却累計額 1,877百万円

当期末残高 1,032百万円

 
 

 (2) 未経過リース料期末残高相当額 

一年内 451百万円

一年超 696百万円

合計 1,147百万円

 
 

 (2) 未経過リース料期末残高相当額 

一年内 409百万円

一年超 677百万円

合計 1,086百万円

 
 

 (3) 受取リース料、減価償却費および受取利息相当額

受取リース料 486百万円

減価償却費 423百万円

受取利息相当額 50百万円

 
 

 (3) 受取リース料、減価償却費および受取利息相当額

受取リース料 491百万円

減価償却費 427百万円

受取利息相当額 40百万円

 
 

 (4) 利息相当額の算定方法 

   利息相当額の各期への配分方法は、利息法によっ

ております。 

 

 (4) 利息相当額の算定方法 

   同左 

  (借手側) 

 (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額および当期末残高相当額 

  (借手側) 

 (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額および当期末残高相当額 

 器具及び備品

取得価額相当額 82百万円

減価償却累計額相当額 41百万円

当期末残高相当額 40百万円

 
 

 器具及び備品 車両 合計 

取得価額相当額 73百万円 18百万円 91百万円

減価償却累計額相当額 40百万円 13百万円 54百万円

当期末残高相当額 32百万円 4百万円 37百万円

 
 

 (2) 未経過リース料期末残高相当額 

一年内 19百万円

一年超 22百万円

合計 42百万円

 
 

 (2) 未経過リース料期末残高相当額 

一年内 17百万円

一年超 20百万円

合計 38百万円

 
 

 (3) 支払リース料、減価償却費相当額および支払利息

相当額 

支払リース料 19百万円

減価償却費相当額 17百万円

支払利息相当額 1百万円

 
 

 (3) 支払リース料、減価償却費相当額および支払利息

相当額 

支払リース料 26百万円

減価償却費相当額 23百万円

支払利息相当額 2百万円

 
 

 (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 
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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) 

 (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 

 

 

────── 

所有権移転外ファイナンス・リース取引（借手側）

については、昨今のリース契約状況等に鑑み、当事業

年度より重要性の基準を適用し、１件当たりリース料

総額３百万円未満のリース取引については省略して記

載しております。 

 

２ オペレーティング・リース取引 

  (借手側) 

   未経過リース料 

一年内 26百万円

一年超 53百万円

合計 80百万円
 

２ オペレーティング・リース取引 

  (借手側) 

   未経過リース料 

一年内 2百万円

一年超 7百万円

合計 9百万円

 
 

 

────── 

 

 

オペレーティング・リース取引（借手側）について

は、昨今のリース契約状況等に鑑み、当事業年度よ

り重要性の基準を適用し、１件当たりリース料総額

３百万円未満のリース取引については省略して記載

しております。 
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(有価証券関係) 

前事業年度及び当事業年度のいずれにおいても子会社株式および関連会社株式で時価のあるも

のはありません。 

 

(税効果会計関係) 

 

項目 
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

の発生原因別の主な内訳 

繰延税金資産 

 貸倒引当金 

 賞与引当金 

 退職給付引当金 

 役員退職慰労引当金 

 ゴルフ会員権評価損 

 減価償却費 

 減損損失 

 未払事業税 

子会社投資評価損 

 その他 

 繰延税金資産計 
 

（百万円）

88

155

506

72

155

53

―

53

105

58

1,248

（百万円）

88

177

558

82

149

54

163

69

105

126

1,575

繰延税金負債 

 その他有価証券評価差額金 

 その他 

 繰延税金負債計 

繰延税金資産（負債）純額 

 
 

1,685

28

1,713

（465）

4,612

28

4,641

（3,065）

 
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

重要な差異原因 

 
法定実効税率 41.0％

（調整） 

交際費損金不算入 8.3％

その他 △0.4％

税効果会計適用後の

法人税等負担率 

48.9％

 

 
法定実効税率 41.0％

（調整） 

交際費損金不算入 8.5％

その他 △0.6％

税効果会計適用後の

法人税等負担率 

48.9％
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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 １株当たり純資産額 206円28銭

 

１ １株当たり純資産額 263円16銭

 
２ １株当たり当期純利益金額 10円49銭

 

２ １株当たり当期純利益金額 12円31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。 

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。 

(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) 

 （百万円）

当期純利益 948

普通株主に帰属しない金額 57

(うち利益処分による取締役賞与金 57)

普通株式に係る当期純利益 891

期中平均株式数 84,999千株
  

 （百万円）

当期純利益 1,046

普通株主に帰属しない金額 ―

(うち利益処分による取締役賞与金 ―)

普通株式に係る当期純利益 1,046

期中平均株式数 84,961千株
 

 

(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) 

日本ダイヤバルブ株式会社の株式取得について 

平成17年4月1日、当社の顧客営業の拡大並びに海外

ビジネス戦略の更なる発展を目的として、当社の取

引先でもあった中堅バルブメーカー日本ダイヤバル

ブ株式会社の全発行済株式を三共株式会社より取得

いたしました。 

・取得株式数 192千株 

・取得価額  850百万円 

 

 

 

 

 

────── 

 

個別16


