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１．１８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                               （単位：百万円未満切捨） 

 売上高 営業利益 経常利益 

 
１８年３月期 
１７年３月期 

百万円   ％ 
６，３１４   ７．３  
５，８８２  １０．４  

百万円    ％ 
３８６  △２２．３  
４９７  １５９．５  

百万円    ％ 
２５２  △３６．２  
３９５  ３０４．０  

 

 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   ％ 
１７３  △４８．４ 
３３５  ３８２．６ 

円  銭 
１５ ７１  
３０ ５８  

円  銭 
－  －  
－  －  

％ 
１５．２  
３５．６  

％ 
４．１  
６．６  

％ 
４．０  
６．７  

(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１１，０１１，３６７株 １７年３月期１０，９７６，３２５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 
６，１９０    
６，１４９    

百万円 
 １，２２９    
 １，０５３    

％ 
 １９．９  
 １７．１  

円   銭 
１１１  ６２  
９５  ７２  

(注)期末発行済株式数（連結） １８年３月期１１，０１５，１３１株  １７年３月期１１，００７，１４８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 
△２５８    
３５０    

百万円 
△１０    
４６    

百万円 
１２７    

△１２６    

百万円 
３５７    
４９８    

 
(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   ３社   持分法適用非連結子会社数   ０社   持分法適用関連会社数   ０社 
 
(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結 (新規)   ０社   (除外)   ０社    持分法 (新規)   ０社   (除外)   ０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 
３，１５０    
６，５００    

百万円 
１４０    
３００    

百万円 
９０    

２１０    

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） １９円 ０６銭 

 
※ 業績予想につきましては、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。なお、上記予想に関する事項は、添付資料

の５ページを参照してください。 
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１．企業集団の状況 

 当社グループは、当社と関係会社３社で構成されており、ステンレス製管継手の専業メーカーとて、工

場用溶接継手、建築用溶接継手、フランジ、ねじ込み継手、またそれらをパイプ等に組み込んだプレハブ

加工品の製造・販売を主な事業として取り組んでおります。 

 なお、当社及び関係会社の位置づけは、次のとおりであります。 
  

 

              製品  
  

  

   

  

   商品      製品         製品  

 

 

（注）上記㈱ＭＩＥフォワード以下３社は、連結子会社であります。 

 

 

２．経営方針 

（１）経営の基本方針 

当社及び当社グループは、「調和と決断のもとでの発展」を経営理念として次の５つを経営の基本

方針としております。 

① 社員の尊重、株主の重視、お取引先への還元と環境社会への貢献。 

② 目標管理の徹底と自主的な発想による革新へのチャレンジ。 

③ キャッシュ・フローの確保と開発投資、省力化投資の計画的な実践。 

④ 徹底した生産効率の追求とグローバルネットワークの強化。 

⑤ １００年の伝統・技術の継承と新しい市場・技術の創造。 

 

（２）利益配分に関する基本方針 

社員・株主・取引先・社会への調和ある還元を最優先とし、より一段の収益基盤、成長基盤の強化を

目指し、生産体制の効率化・合理化と営業力の強化を図ります。 

 

（３）中長期的な経営戦略 

当社グループは、「ステンレス製管継手」部門への資源の集中により、継手総合メーカーへと脱皮し

てまいりました。今後、その地位を確固たるものにするために、社内生産ではガス事業法、電気事業法、

船級などに基づく高規格を要求される製品に特化し、汎用品分野では価格競争力を強化すべく更なる調

達先の多様化を進めていきます。国内販売では高品質を武器に船舶、半導体工場向けの営業を強化する

一方、価格競争力のある商品調達により汎用品分野でも積極的な営業活動を行っていきます。又、海外

販売ではタイ・マレーシア・シンガポールを中心に東南アジアでの営業活動を本格化するとともに、中

国での販売ルートの開拓に注力してまいります。 

 

（４）対処すべき課題 

当社グループは、「ステンレス製管継手」の最有力企業グループとしての地位を確固たるものにす

るため、平成１７年８月”ＭＩＥチャレンジ１００”をキャッチフレーズにした中期経営計画を策定

いたしました。平成１９年６月に創立１００周年を迎えるこの中期経営計画では、以下の４本柱を指

針としております。 

① 企業価値の増大 

 ｏキャシュフローの継続的確保 

ステンレス製管継手製品 

当       社 

㈱中部マテリアルズ 

そ の 他 

㈱MIE 

ﾌｫﾜｰﾄﾞ 

㈱MIE フィッティング 

外注加工 

梱包・保管・発送

得     意     先 
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 ｏ資産効率の向上 

 ｏ株主配当の復活 

② 経営基盤の強化 

 ｏ“ものづくりの”再建 

 ｏグローバル化の中での販売基盤の強化 

 ｏ新製品投入と新分野開拓への準備 

③ 顧客満足度の向上 

 ｏ製品・サービス品質水準の維持、向上 

 ｏ調達・購入の多様化を通じての徹底的なコスト引き下げ 

 ｏ生産合理化に全力投球 

④ 時代の要請への的確な対応 

 ｏコーポレートガバナンスの確立 

 ｏ環境社会への確実な適応 

 ｏ少子・高齢化時代への対応 

 

（５）親会社等に関する事項 

該当ありません。 

 

（６）その他、会社の経営上の重要な事項（役員との間の重要な取引に関する事項等） 

該当ありません。 

 

 

３．経営成績及び財政状態 

（１）経営成績の概要 

① 当期の業績の概要 

当連結会計年度のわが国経済は、世界経済の拡大基調を背景に企業部門の好調が持続し、民間設備

投資の増加・個人消費の持ち直し等により、堅調に推移いたしました。 

当社グループを取り巻く環境は、主要原材料であるステンレス鋼材が前年の急騰から一転し、当年

度は高止まりからやや弱含みに推移しました。一方、製品は溶接継手分野で台湾・中国から輸入の急

増もあり、価格競争が激化する結果となりました。 

このような状況下、当社グループは造船・半導体製造工場などの新たな分野への営業活動にも注力

してまいりましたが、製品需給軟化の影響を受け、売上高は６，３１４百万円（前期比７．３％増）

を確保したものの、営業利益は３８６百万円（前期比２２．３％減）、経常利益は２５２百万円 

（３６．２％減）、当期純利益は１７３百万円（前期比４８．４％減）となりました。 

② 事業別の概況 

当社グループは、ステンレス製管継手部門へ事業を集中してまいりました結果、同部門の売上高、

営業利益に占める割合がこの２年間いずれも９０%を超えております。このため、事業の種類別セグ

メントは省略しております。 

③ 財政状態 

                                     （単位：百万円） 

項  目 平成１７年３月期 平成１８年３月期 増  減 

営業活動によるキャッシュ・フロー ３５０ △２５８ △６０８ 

投資活動によるキャッシュ・フロー ４６ △１０ △５６ 

財務活動によるキャッシュ・フロー △１２６ １２７ ２５４ 

現 金 及 び 現 金 同 等 物 換 算 差 額 △０ △０ ０ 

現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 増 減 額 ２７０ △１４１ △４１１ 

現 金 及 び 現 金 同 等 物 期 末 残 高 ４９８ ３５７ △１４１ 
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当連結会計年度末における現金及び現金同等物期末残高は、前年に比べ１４１百万円減少し３５７

百万円となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益２４１百万円を確保いたしました

が、売上増に伴う売掛債権の増加２０４百万円、為替変動リスク回避と支払利息削減を図るため米ド

ル建輸入ユーザンスを円貸借入にシフトしたことによる仕入債務の減少２７１百万円などがあり、 

２５８百万円のマイナスとなりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得４２百万円、投資有価証券の売却１９

百万円及び貸付金の回収１２百万円などがあり、１０百万円のマイナスとなりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の償還１００百万円がありましたが、短期借入金の増

加２１１百万円があり、１２７百万円のプラスとなりました。 

当社グループのキャッシュ･フロー指標の推移は下記のとおりであります。 

 

 平成１７年３月期 平成１８年３月期 

株主総資本比率 １７．１％ １９．９％ 

時価ベースの自己資本比率 ３８．１％ ３２．９％ 

債務償還年数 ７．９年 ―― 

インタレスト･カバレッジ･レシオ ３．５ ―― 

(注) １ 各指標の計算式は、以下のとおりです。 

＊ 株主総資本比率 ： 株主資本／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 

２ 各指標は、いずれも連結ベースの数値により計算しております。 

３ 株式時価総額は、期末株価終値 × 期末発行済株式数（自己株式控除後）により算定

しております。 

４ 平成 18 年３月期の債務償還年数とインタレスト・ガバレッジ・レシオにつきましては、

営業キャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりません。 

④ 利益配分 

当期の配当につきましては、今期１７３百万円の黒字を確保いたしましたものの過去累積赤字に鑑

み、バランスシート改善に努めるため、全額を内部留保に充当いたしたく、誠に遺憾ながら引き続き

配当を見送らせていただく予定であります。 

⑤ 設備投資の状況 

当連結会計年度の設備投資は、設備に係る保守並びに生産合理化投資が主なもので総額４９百万円

となりました。 
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４．次期の見通し 

（１）業績の見通し 

今後のわが国の経済見通しにつきましては、原油・素材価格の高騰、金利の上昇、為替の動向などが

企業業績に影響を与える懸念がありますが、個人消費や設備投資等により引き続き堅調に推移するもの

と予測されます。 

当社グループにとりましても、前年は動きの小さかったステンレス価格が、ニッケル価格の上昇に加

え国内メーカーの生産調整もあって急速に値上がり始めており、その対応が急務となっております。こ

うしたなか、当社グループは国内外での営業活動を強化し、収益の確保に努めてまいります。 

このようななか、平成１９年３月期の連結及び単独の見通しは、次のとおりであります。 

（単位：百万円） 

 中間期（平成１８年９月） 通期（平成１９年３月） 

 連 結 単 独 連 結 単 独 

売 上 高 3,150（＋ 3.1％） 2,750（＋ 3.0％） 6,500（＋ 2.9％） 5,700（＋ 4.6％） 

営業利益 200（△ 8.7％） 120（△ 9.7％） 420（＋ 8.8％） 270（＋28.6％） 

経常利益 140（△ 2.8％） 80（＋16.0％） 300（＋19.0％） 190（＋50.8％） 

当期純利益 90（△15.9％） 50（△21.3％） 210（＋21.4％） 150（＋30.4％） 

  （注）（  ）内は前期比 

（２）事業等のリスク 

上記平成１９年３月期の業績見通しは、当社が現在入手している情報に基づき、本資料の日時におけ

る予想、認識に基づいたものであります。このため、上記見通しが実現しない可能性の原因となりうる

リスク要因は多々あります。現時点で想定される主なものは、以下のような事項であります。 

① 日本及び世界経済なかでも中国経済の動向   

② 設備投資動向の急激な変動          

③ 大幅な為替変動 

④ 長期金利の変動 

⑤ ステンレス材料価格の大幅な変動 

⑥ 原油価格の大幅な変動 

⑦ テロ等のリスク 
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５．連結財務諸表等 

（１）連結貸借対照表 
 

  
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) 

科目 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

(資産の部)        

Ⅰ 流動資産        

現金及び預金   522,683   375,679  

受取手形及び売掛金   1,334,973   1,555,373  

棚卸資産 ※２  1,200,735   1,223,893  

繰延税金資産   ―   2,905  

その他   80,364   58,450  

貸倒引当金   △19,644   △16,989  

流動資産合計   3,119,111 50.7  3,199,313 51.7 

Ⅱ 固定資産        

(1) 有形固定資産 ※1,2       

建物及び構築物   269,187   250,969  

機械装置及び運搬具   122,679   118,845  

土地 ※５  2,453,228   2,451,836  

その他   41,174   47,022  

有形固定資産合計   2,886,270 46.9  2,868,674 46.3 

(2) 無形固定資産        

ソフトウェア   3,061   6,985  

その他   13,899   8,791  

無形固定資産合計   16,961 0.3  15,776 0.3 

(3) 投資その他の資産        

投資有価証券 ※２  77,380   58,089  

会員権   25,500   24,670  

その他   60,742   42,974  

貸倒引当金   △36,182   △18,505  

投資その他の資産合計   127,440 2.1  107,228 1.7 

固定資産合計   3,030,672 49.3  2,991,679 48.3 

資産合計   6,149,784 100.0  6,190,992 100.0 
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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) 

科目 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

(負債の部)        

Ⅰ 流動負債        

支払手形及び買掛金   1,166,343   894,838  

短期借入金   1,655,120   1,866,642  

一年内償還社債   100,000   ―  

一年内返済長期借入金   249,028   268,736  

未払金   38,268   37,082  

未払法人税等   40,091   45,113  

賞与引当金   39,420   38,986  

その他   49,162   54,415  

流動負債合計   3,337,435 54.3  3,205,815 51.8 

Ⅱ 固定負債        

長期借入金   749,906   741,320  

繰延税金負債   ―   2,285  

再評価に係る 
繰延税金負債 

※５  762,949   762,949  

退職給付引当金   172,128   164,682  

連結調整勘定   8,268   4,134  

固定負債合計   1,693,252 27.5  1,675,372 27.0 

負債合計   5,030,688 81.8  4,881,188 78.8 

        

(少数株主持分)        

少数株主持分   65,445 1.1  80,200 1.3 

        

(資本の部)        

Ⅰ 資本金 ※４  556,500 9.0  556,500 9.0 

Ⅱ 資本剰余金   5,182 0.1  5,457 0.1 

Ⅲ 利益剰余金   △353,842 △5.8  △180,753 △2.9 

Ⅳ 土地再評価差額金 ※５  864,688 14.1  864,688 14.0 

Ⅴ その他有価証券評価差額金   1,954 0.0  3,093 0.0 

Ⅵ 自己株式 ※６  △20,832 △0.3  △19,382 △0.3 

資本合計   1,053,650 17.1  1,229,603 19.9 

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

  6,149,784 100.0  6,190,992 100.0 
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（２）連結損益計算書 
 

  
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) 

科目 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高   5,882,965 100.0  6,314,255 100.0 

Ⅱ 売上原価   4,574,568 77.8  5,064,934 80.2 

売上総利益   1,308,397 22.2  1,249,320 19.8 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  810,712 13.7  862,993 13.7 

営業利益   497,684 8.5  386,326 6.1 

Ⅳ 営業外収益        

受取利息  1,089   196   

受取配当金  1,020   739   

設備賃貸料  4,381   4,827   

為替差益  18,497   ―   

連結調整勘定償却額  4,134   4,134   

未請求債務整理益  ―   8,731   

その他  3,812 32,936 0.5 2,201 20,829 0.3 

Ⅴ 営業外費用        

支払利息  99,008   92,941   

手形売却損  30,114   21,516   

為替差損  ―   35,328   

その他  6,249 135,372 2.3 5,248 155,035 2.4 

経常利益   395,247 6.7  252,121 4.0 

Ⅵ 特別利益        

貸倒引当金戻入益  ―   5,205   

投資有価証券売却益  13,664   ―   

固定資産売却益 ※２ 6,852   2,946   

その他  688 21,204 0.4 857 9,009 0.1 

Ⅶ 特別損失        

固定資産除却損 ※３ 7,084   10,880   

投資有価証券売却損  153   3,130   

役員退職慰労金  ―   5,000   

退職給付変更時 
差異償却額 

 22,926   ―   

会員権評価損  1,500   ―   

その他  ― 31,664 0.6 1,067 20,079 0.3 

税金等調整前 
当期純利益 

  384,787 6.5  241,052 3.8 

法人税、住民税 
及び事業税 

 35,443   59,346   

法人税等調整額  ― 35,443 0.6 △2,905 56,441 0.9 

少数株主利益   13,665 0.2  11,521 0.2 

当期純利益   335,678 5.7  173,089 2.7 
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（３）連結剰余金計算書 
 

  
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) 

科目 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 

(資本剰余金の部)      

Ⅰ 資本剰余金期首残高   1,963  5,182 

Ⅱ 資本剰余金増加高      

自己株式処分差益  3,219 3,219 275 275 

Ⅲ 資本剰余金期末残高   5,182  5,457 

      

(利益剰余金の部)      

Ⅰ 利益剰余金期首残高   △689,521  △353,842 

Ⅱ 利益剰余金増加高      

   当期純利益  335,678 335,678 173,089 173,089 

Ⅲ 利益剰余金期末残高   △353,842  △180,753 
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 
 

  
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) 

科目 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 

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利益  384,787 241,052 

減価償却費  67,843 59,785 

連結調整勘定償却額  △4,134 △4,134 

貸倒引当金の増減額  10,390 △20,331 

賞与引当金の増減額  23,633 △434 

退職給付引当金の増減額  22,573 △7,445 

受取利息及び配当金  △2,109 △935 

支払利息  99,008 92,941 

投資有価証券売却損益  △13,510 3,130 

固定資産売却益  △6,852 △2,946 

固定資産除却損  7,084 10,880 

売上債権の増減額  △33,019 △204,224 

棚卸資産の増減額  △108,874 △23,158 

仕入債務の増減額  3,556 △271,505 

その他  980 10,785 

小計  451,357 △116,539 

利息及び配当金の受取額  2,346 1,082 

利息の支払額  △100,133 △86,957 

法人税等の支払額  △3,099 △55,955 

営業活動によるキャッシュ・フロー  350,470 △258,369 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

定期預金の預入による支出  △24,409 △10,834 

定期預金の払出による収入  8,492 16,549 

有形固定資産の取得による支出  △21,605 △42,606 

有形固定資産の除却による支出  ― △5,608 

有形固定資産の売却による収入  7,921 4,390 

投資有価証券の取得による支出  △9,740 △123 

投資有価証券の売却による収入  43,074 19,708 

貸付金の回収による収入  25,125 12,500 

その他  17,789 △4,327 

投資活動によるキャッシュ・フロー  46,645 △10,351 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の純増減額  △431,995 211,522 

長期借入れによる収入  682,800 452,000 

長期借入金の返済による支出  △286,180 △440,878 

社債の償還による支出  △100,000 △100,000 

自己株式等の取得による支出  △375 △551 

自己株式等の売却による収入  9,223 5,509 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △126,528 127,602 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △171 △169 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  270,416 △141,288 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  228,216 498,633 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  498,633 357,344 
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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 

 

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 子会社は、すべて連結しております。 

連結子会社の数     ３社 

連結子会社の名称 

 ㈱MIEフォワード 

 ㈱MIEフィッティング 

 ㈱中部マテリアルズ 

 

同 左 

２ 持分法の適用に関する事

項 

該当事項はありません。 同 左 

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項 

連結子会社の決算日は12月31日であり

ます。連結財務諸表の作成に当たって

は、同日現在の財務諸表を使用し、連

結決算日との間に生じた重要な取引に

ついては、連結上必要な調整を行って

おります。 

同 左 

４ 会計処理基準に関する事

項 

 (1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

  ① 有価証券の評価基準

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) 

時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

 

 

 

 

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 

  ② 棚卸資産の評価基準

及び評価方法 

    製品及び仕掛品 

    商品 

    原材料及び貯蔵品 

 

 

主として総平均法に基づく原価法 

総平均法に基づく原価法 

提出会社 

 移動平均法に基づく原価法 

連結子会社 

 最終仕入原価法に基づく原価法 

 

 

同 左 

同 左 

提出会社 

同 左 

連結子会社 

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(建物附属設備を除く)につい

ては定額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。 

 建物及び構築物     ２～47年 

 機械装置及び運搬具   ７～15年 

 

 

定率法 

同 左 
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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 

なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における見込利用可能期間

(５年)による定額法を採用しておりま

す。 

同 左 

 (3) 重要な引当金の計上基

準 

  ① 貸倒引当金 

 

 

売掛金等の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。 

 

 

同 左 

  ② 賞与引当金 従業員に対する賞与の支給に備えるた

め、賞与支給見込額のうち期間対応額

を計上しております。 

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

び年金資産の残高に基づき計上してお

ります。 

なお、会計基準変更時差異(114,632千

円)については５年による按分額を費

用処理しております。 

従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務及

び年金資産の残高に基づき計上してお

ります。 

 

 (4) 重要なリース取引の処

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 

 (5) 重要なヘッジ会計の方

法 

① 繰延ヘッジ等のヘッジ会計の方法 

  ヘッジ会計の要件を満たす金利ス

ワップについて特例処理を採用し

ております。 

① 繰延ヘッジ等のヘッジ会計の方法 
同 左 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段  ヘッジ対象 

金利スワップ  借入金利息 

   
 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 
同 左 

 ③ ヘッジの方針 

  金利スワップは借入金の範囲で金

利変動によるリスクを軽減する目

的に限定しております。 

  契約は信用度の高い国内の銀行に

しております。 

③ ヘッジの方針 
同 左 

 



ファイル名:短信080_0084300101806.DOC 更新日時:2006/05/24 13:42 印刷日時:06/05/24 17:47 

― 13 ― 

  

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) 

 ④ ヘッジの有効性評価の方法 

  ヘッジ手段の想定元本とヘッジ対

象に関する重要な条件が同一であ

り、ヘッジ開始時およびその後も

継続して、キャッシュ・フロー変

動を完全に相殺するものと想定す

ることができるため、ヘッジの有

効性の判定を省略しております。 

④ ヘッジの有効性評価の方法 

同 左 

 

 (6) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項 

   消費税等の会計処理 

 

 

税抜方式によっております。 

 

 

同 左 

５ 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方法

は全面時価評価法によっております。 

同 左 

６ 連結調整勘定の償却に関

する事項 

連結調整勘定は、５年間で均等償却す

ることとしておりますが、金額が僅少

な場合は全額発生年度の損益としてお

ります。 

同 左 

７ 利益処分項目等の取扱い

に関する事項 

連結会計年度中に確定した利益処分に

基づくこととしております。 

同 左 

８ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

連結キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金(現金及び現金同等物)は、手持

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カ月以内に償還期限の到来

する短期資金とすることとしておりま

す。 

同 左 

 

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 

 

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) 

――― 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

「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

査会 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」(企業会計基準委員会 平成15

年10月31日 企業会計基準適用指針第６号)を当連結会

計年度から適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 
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追加情報 

 

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) 

「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

日以後に開始する連結会計年度より外形標準課税制度

が導入されたことに伴い、当連結会計年度から「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。この結果、販売費及

び一般管理費が5,300千円増加し、営業利益、経常利益

及び税金等調整前当期純利益が、5,300千円減少してお

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) 
当連結会計年度 

(平成18年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 
1,950,394千円 

有形固定資産の減価償却累計額 
1,988,799千円 

※２ 担保に供している資産 

土地、建物他 2,883,758千円

担保資産に係わる債務 

短期借入金他 3,810,536千円
 

担保に供している資産 

土地、建物他 2,671,967千円 

担保資産に係わる債務 

短期借入金他 3,101,354千円 
 

３ 受取手形割引高 1,410,817千円 

受取手形裏書譲渡高 43,393 

売掛金譲渡担保高 5,478 
 

受取手形割引高 1,287,828千円 

受取手形裏書譲渡高 128,431 

  
 

※４ 連結財務諸表提出会社の発行済株式総数 

普通株式         11,130,000株  
 

連結財務諸表提出会社の発行済株式総数 

普通株式         11,130,000株  
 

※５ 事業用土地の再評価 
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。 
再評価を行った年月日 
 平成13年３月31日 
同法律第３条第３項に定める再評価の方法 
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号に定める地価税の課
税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するた
めに国税庁長官が定めて公表した方法により算定し
た価額に合理的な調整を行って算出しております。 
同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の
当連結会計年度末における時価の合計額と当該事業
用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額 

△215,822千円 

事業用土地の再評価 
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。 
再評価を行った年月日 
 平成13年３月31日 
同法律第３条第３項に定める再評価の方法 
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号に定める地価税の課
税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するた
めに国税庁長官が定めて公表した方法により算定し
た価額に合理的な調整を行って算出しております。 
同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の
当連結会計年度末における時価の合計額と当該事業
用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額 

△298,981千円 

※６ 自己株式の保有数 
連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式の
数は、以下のとおりであります。 

普通株式            122,852株 

自己株式の保有数 
連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式の
数は、以下のとおりであります。 

普通株式            114,869株 
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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 販売費及び一般管理費の主要な項目及び金額は次の

とおりであります。 

運賃 105,933千円

役員報酬 66,578 

従業員給与手当及び賞与 288,128 

貸倒引当金繰入額 42,227 

賞与引当金繰入額 17,708 

退職給付費用 5,777 
 

販売費及び一般管理費の主要な項目及び金額は次の

とおりであります。 

運賃 111,515千円

役員報酬 88,009 

従業員給与手当及び賞与 326,554 

賞与引当金繰入額 15,260 

退職給付費用 3,957 

  
 

※２ 固定資産売却益の主なものは次のとおりでありま

す。 

土地売却益 6,852千円

  
 

固定資産売却益の主なものは次のとおりでありま

す。 

土地 2,756千円

機械装置及び運搬具 190 
 

※３ 固定資産除却損の主なものは次のとおりでありま

す。 

機械装置及び運搬具 2,428千円

その他（工具器具） 1,074 

建物及び構築物 3,581 
 

固定資産除却損の主なものは次のとおりでありま

す。 

機械装置及び運搬具 8,616千円

その他（工具器具） 95 

建物及び構築物 2,093 
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(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記載

されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 522,683千円

預入期間が３か月を超える 
定期預金 

△24,049

現金及び現金同等物 498,633

  

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記載

されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 375,679千円

預入期間が３か月を超える 
定期預金 

△18,334

現金及び現金同等物 357,344

  

 

(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 

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) 

機械装置及び 
運搬具 

179,359 92,105 87,253 

その他 
(工具器具 
及び備品) 

42,541 21,735 20,806 

合計 221,900 113,840 108,060 

 

 
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) 

機械装置及び 
運搬具 

221,132 116,048 105,084 

その他 
(工具器具 
及び備品) 

36,949 23,583 13,366 

合計 258,081 139,631 118,450 

 
(注) 取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期

末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有

形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定しております。 

(注)         同 左 

２ 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 30,723千円

１年超 77,336 

合計 108,060 
 

２ 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 35,169千円

１年超 83,281 

合計 118,450 
 

(注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み法により算

定しております。 

(注)         同 左 

  

３ 支払リース料及び減価償却費相当額 

① 支払リース料 30,139千円

② 減価償却費相当額 30,139 
 

３ 支払リース料及び減価償却費相当額 

① 支払リース料 31,382千円

② 減価償却費相当額 31,382 
 

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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(有価証券関係) 

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) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 

種類 
取得原価 
(千円) 

連結貸借対照表計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの 

   

株式 26,426 30,198 3,771 

債券 ― ― ― 

その他 ― ― ― 

小計 26,426 30,198 3,771 

連結貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの 

   

株式 ― ― ― 

債券 ― ― ― 

その他 9,800 8,525 △1,274 

小計 9,800 8,525 △1,274 

合計 36,226 38,723 2,496 

(注) 減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べて50％以上下落した場合には全て減損処理を

行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性を考慮して必要と認められる額

について減損処理を行っております。 

 

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

 

売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円) 

71,781 17,509 153 

 

３ 時価評価されていない有価証券 

 

内容 連結貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券  

 非上場株式(店頭売買株式を除く) 28,656 

 その他 10,000 

合計 38,656 

 

４ その他有価証券のうち満期があるものの連結決算日後における償還予定額 

区分 
１年以内 
(千円) 

１年超５年以内 
(千円) 

５年超10年以内 
(千円) 

10年超 
(千円) 

債券 ─ ─ ─ ─ 

その他 10,000 ─ 2,060 ─ 

合計 10,000 ─ 2,060 ─ 
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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 その他有価証券で時価のあるもの 

 

種類 
取得原価 
(千円) 

連結貸借対照表計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの 

   

株式 18,703 23,739 5,035 

債券 ― ― ― 

その他 ― ― ― 

小計 18,703 23,739 5,035 

連結貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの 

   

株式 ― ― ― 

債券 ― ― ― 

その他 4,807 4,361 △445 

小計 4,807 4,361 △445 

合計 23,510 28,100 4,589 

(注) 減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べて50％以上下落した場合には全て減損処理を

行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性を考慮して必要と認められる額

について減損処理を行っております。 

 

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

 

売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円) 

9,708 ― 3,130 

 

３ 時価評価されていない有価証券 

 

内容 連結貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券  

 非上場株式(店頭売買株式を除く) 29,988 

 その他 ― 

合計 29,988 

 

４ その他有価証券のうち満期があるものの連結決算日後における償還予定額 

区分 
１年以内 
(千円) 

１年超５年以内 
(千円) 

５年超10年以内 
(千円) 

10年超 
(千円) 

債券 ― ― ― ― 

その他 ― 2,060 ― ― 

合計 ― 2,060 ― ― 
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(デリバティブ取引関係) 

 

１ 取引の状況に関する事項 

 

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) 

① 取引の内容及び利用目的等 

  連結子会社は、変動金利の借入金の調達資金を固定

金利の資金調達に換えるため、金利スワップ取引を

行っております。 

① 取引の内容及び利用目的等 
同 左 

② 取引に対する取組方針 

  金利関連におけるデリバティブ取引につきまして

は、想定元本が借入金総額を超えない範囲で市場の

実勢金利の変動によるリスクを軽減する目的で行う

こととしております。 

② 取引に対する取組方針 
同 左 

③ 取引に係るリスクの内容 

  連結子会社が利用しておりますデリバティブ取引に

関しましては、市場金利によるリスクを有しており

ますが、リスクヘッジを目的としていること、また

契約先は信用度の高い国内の銀行であるためリスク

はほとんどないと考えております。 

③ 取引に係るリスクの内容 
同 左 

④ 取引に係るリスク管理体制 

提出会社のデリバティブ取引の実行及び管理は、上

記方針の範囲内で管理部が行っており、その残高及

び時価は毎月取締役会に報告しております。 

連結子会社においては提出会社に準じて管理してお

ります。 

④ 取引に係るリスク管理体制 

同 左 

 

２ 取引の時価等に関する事項 

前連結会計年度末(平成17年３月31日) 

ヘッジ会計(金利スワップの特例処理)を適用しているため、記載しておりません。 

 

当連結会計年度末(平成18年３月31日) 

ヘッジ会計(金利スワップの特例処理)を適用しているため、記載しておりません。 
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(退職給付関係) 

 

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 採用している退職給付制度の概要 

   適格年金 ：退職金制度の約90％相当分について

適格退職年金制度を採用しておりま

す。 

   退職一時金：退職金規定に基づく退職一時金制度

を採用しております。 

１ 採用している退職給付制度の概要 

   適格年金 ：退職金制度の約90％相当分について

適格退職年金制度を採用しておりま

す。 

   退職一時金：退職金規定に基づく退職一時金制度

を採用しております。 

２ 退職給付債務に関する事項 

① 退職給付債務 190,836千円

② 年金資産 18,707 

③ 会計基準変更時差異の 
  未処理額 

― 

④ 退職給付引当金 172,128 

(注) 退職給付債務の算定については簡便法を採用

しております。 

２ 退職給付債務に関する事項 

① 退職給付債務 193,011千円

② 年金資産 28,328 

③ 退職給付引当金 164,682 

(注) 退職給付債務の算定については簡便法を採用

しております。 

３ 退職給付費用に関する事項 

① 勤務費用 12,412千円

② 会計基準変更時差異の 
  費用処理額 

22,926 

③ 退職給付費用 35,338 
 

３ 退職給付費用に関する事項 

① 勤務費用 8,624千円

② 退職給付費用 
 

8,624 

 

  
 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  ① 会計基準変更時差異の処理年数   ５年 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 
――― 
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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 繰延税金資産の主な発生原因 

  (繰延税金資産) 

  棚卸資産評価損 51,020 千円

  投資有価証券評価損 25,104 

  会員権評価損 9,154 

  貸倒引当金繰入限度超過額 12,049 

  賞与引当金繰入限度超過額 14,280 

  退職給付引当金 67,568 

  繰越欠損金 415,325 

  その他 5,164 

  繰延税金資産合計 599,668 

  (繰延税金負債) 

  固定資産圧縮積立金 △3,158 千円

  その他 △236 

  繰延税金負債合計 △3,395 

  評価性引当額 △596,272 

  繰延税金資産（負債）純額 ― 
 

１ 繰延税金資産の主な発生原因 

  (繰延税金資産) 

  棚卸資産評価損 36,908 千円

  投資有価証券評価損 25,104 

  会員権評価損 9,154 

  貸倒引当金繰入限度超過額 8,349 

  賞与引当金繰入限度超過額 15,583 

  退職給付引当金 65,001 

  繰越欠損金 325,635 

  その他 5,462 

  繰延税金資産合計 491,198 

  (繰延税金負債) 

  固定資産圧縮積立金 △2,805 千円

  有価証券評価差額金 △2,285 

  その他 △179 

  繰延税金負債合計 △5,271 

  評価性引当額 △485,307 

  繰延税金資産（負債）純額 619 
 

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 39.8 ％ 

 (調整)   
  交際費等永久に損金に算入され

ない項目 
0.6  

  住民税均等割等 0.6 

  評価性引当額 △31.8 

  税効果会計適用後の法人税等の
負担率 

9.2 

  

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 39.8 ％ 

 (調整)   
  交際費等永久に損金に算入され

ない項目 
1.2  

  住民税均等割等 0.9 

  評価性引当額 △18.5 

  税効果会計適用後の法人税等の
負担率 

23.4 
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(セグメント情報) 

【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) 

全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める管継手

部門の割合が、いずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略してお

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) 

全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める管継手

部門の割合が、いずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略してお

ります。 

 

 

【所在地別セグメント情報】 

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) 

連結子会社は全て本邦にありますので記載を省略しております。 

 

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) 

連結子会社は全て本邦にありますので記載を省略しております。 

 

 

【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) 

海外売上高は、連結売上高の10％未満のため記載を省略しております。 

 

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) 

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) 

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) 

該当事項はありません。 
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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 95円72銭 

１株当たり当期純利益 30円58銭 
 

１株当たり純資産額 111円62銭 

１株当たり当期純利益 15円71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。 

（注） １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、次のとおりであります。 

 
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) 

当期純利益 

普通株主に帰属しない金額 

普通株式に係る当期純利益 

普通株式の期中平均株式数 

千円 

千円 

千円 

千株 

335,678 

― 

335,678 

10,976 

173,089 

― 

173,089 

11,011 

 

 

(重要な後発事象) 

    該当事項はありません。 




