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１． 18 年６月期の業績(平成 17 年７月１日～平成 18 年６月 30 日) 
(1)経営成績                （注）記載金額は百万円未満を切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６月期 1,312   24.3 370   104.1 345   93.7 

17年６月期 1,055  △93.1 181  △23.5 178  △25.1 

 
 

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 
自 己 資 本 

当期純利益率 
総 資 産 

経 常 利 益 率 
売 上 高 

経 常 利 益 率 

 百万円   ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％ 

18年６月期 313   121.1 54.78 - 13.8 6.2 26.4 
17年６月期 141   38.5 24.14 - 6.2 3.8 16.9 

(注) ①期中平均株式数 18年６月期 5,730,691株  17年６月期 5,880,523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)財政状態 

 総 資 産      純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円  銭 

18年６月期 5,716 2,267 39.7 400.33 

17年６月期 5,372 2,291 41.4 392.48 
(注)  ①期末発行済株式数   18年６月期 5,663,820株  17年６月期 5,837,400株 

   ②期末自己株式数     18年６月期  586,180株  17年６月期  412,600株 
 
２．19年6月期の業績予想(平成18年７月１日～平成19年６月30日) 
 売 上 高     経常利益 当期純利益 

 百万円 
 

百万円 
 

百万円 
 中 間 期 737 220 220 

通   期 1,274 251 213 

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期) 37円62銭 
  
３．配当状況 
・現金配当 1株当たり配当金（円） 

 中間期末 期末 年間 

配当金総額 

（百万円） 

配当性向 

（％） 

純資産 

配当率(％) 

17年６月期 - 10.00 10.00 58 41.4 2.5 

18年６月期 - 10.00 10.00 56 18.3 2.5 

19年６月期（予想） - 10.00 10.00    

 
上記の業績予想は、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ます。 

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結果となる可能性があります。 

なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料の連結資料４を参照してください。 
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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６月30日) 
当事業年度 

(平成18年６月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

増減金額 

(資産の部)         

Ⅰ 流動資産         

１ 現金及び預金   312,631   493,953  181,321 

２ 営業未収入金 ※４  73,412   67,630  △5,782 

３ 前払費用   16,669   29,977  13,307 

４ 繰延税金資産   9,755   7,688  △2,066 

５ その他   13,880   72,272  58,391 

流動資産合計   426,350 7.9  671,521 11.7 245,170 

Ⅱ 固定資産         

１ 有形固定資産         

(1) 建物  948,234   968,699    

減価償却累計額  362,014 586,220  399,734 568,965  △17,254 

(2) 構築物  40,816   41,441    

減価償却累計額  26,305 14,510  28,769 12,671  △1,838 

(3) 工具器具備品  125,734   127,950    

減価償却累計額  63,504 62,229  85,075 42,874  △19,354 

(4) 土地   1,136,250   1,136,250  - 

有形固定資産合計   1,799,210 33.5  1,760,762 30.8 △38,447 
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前事業年度 

(平成17年６月30日) 
当事業年度 

(平成18年６月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

増減金額 

２ 無形固定資産         

(1) 借地権   20,000   20,000  - 

(2) ソフトウェア   141,776   118,265  △23,510 

無形固定資産合計   161,776 3.0  138,265 2.4 △23,510 

３ 投資その他の資産         

(1) 投資有価証券   81,031   192,473  111,441 

(2) 関係会社株式   2,340,709   2,403,309  62,600 

(3) 出資金   25,010   25,010  - 

(4) 建設協力金   86,028   75,925  △10,103 

(5) 敷金・保証金   60,287   69,485  9,197 

(6) 保険積立金   239,067   237,759  △1,308 

(7) 長期前払費用   19,161   17,972  △1,188 

(8) 繰延税金資産   133,535   123,583  △9,952 

(9) その他   222   204  △17 

投資その他の資産
合計 

  2,985,054 55.6  3,145,723 55.1 160,668 

固定資産合計   4,946,041 92.1  5,044,751 88.3 98,710 

資産合計   5,372,391 100.0  5,716,272 100.0 343,880 
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前事業年度 

(平成17年６月30日) 
当事業年度 

(平成18年６月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

増減金額 
（千円） 

(負債の部)         

Ⅰ 流動負債         

１ 短期借入金   1,300,000   900,000  △400,000 

２ 一年以内返済予定の 
長期借入金 

  454,100   696,300  242,200 

３ 未払金   12,924   12,651  △272 

４ 未払費用   19,326   20,691  1,364 

５ 未払法人税等   7,952   4,850  △3,101 

６ 未払消費税等   2,202   17,822  15,619 

７ 預り金   7,371   7,936  565 

流動負債合計   1,803,877 33.6  1,660,251 29.0 △143,625 

Ⅱ 固定負債         

１ 長期借入金   885,425   1,359,125  473,700 

２ 退職給付引当金   6,497   7,228  731 

３ 役員退職慰労引当金   287,483   315,326  27,842 

４ 預り敷金   98,045   106,969  8,924 

固定負債合計   1,277,450 23.8  1,788,649 31.3 511,198 

負債合計   3,081,327 57.4  3,448,900 60.3 367,572 

(資本の部)         

Ⅰ 資本金 ※１  607,750 11.3  -  △607,750 

Ⅱ 資本剰余金         

資本準備金   343,750   -  △343,750 

資本剰余金合計   343,750 6.4  -  △343,750 

Ⅲ 利益剰余金         

１ 利益準備金   29,600   -  △29,600 

２ 任意積立金         

別途積立金  1,000,000 1,000,000  - -  △1,000,000 

３ 当期未処分利益   756,786   -  △756,786 

利益剰余金合計   1,786,386 33.2  -  △1,786,386 

Ⅳ その他有価証券評価 
  差額金 

※３  11,802 0.2  -  △11,802 

Ⅴ 自己株式 ※２  △458,625 △8.5  -  458,625 

資本合計   2,291,063 42.6  -  △2,291,063 

負債資本合計   5,372,391 100.0  -  △5,372,391 

         

 



ファイル名:57末-個別 更新日時:8/11/2006 6:37:00 PM 印刷日時:06/08/11 18:37 

―個別資料  ― 4 

 
  

前事業年度 
(平成17年６月30日) 

当事業年度 
(平成18年６月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

増減金額 
（千円） 

(純資産の部)         

Ⅰ 株主資本         

１ 資本金   -   607,750 10.6 607,750 

２ 資本剰余金         

  資本準備金   -   343,750  343,750 

資本剰余金合計   -   343,750 6.0 343,750 

３ 利益剰余金         

(1) 利益準備金  -    29,600 0.5 29,600 

(2) その他利益剰余金         

別途積立金  -   1,000,000    

繰越利益剰余金  -   1,012,337 2,012,337 35.2 2,012,337 

利益剰余金合計   -   2,041,937 35.7 2,041,937 

４ 自己株式   -   △742,572 △13.0 △742,572 

株主資本合計   -   2,250,865 39.4 2,250,865 

Ⅱ 評価・換算差額等         

  その他有価証券評価 
  差額金 

  -   16,506  16,506 

評価・換算差額等合計   -   16,506 0.3 16,506 

純資産合計   -   2,267,371 39.7 2,267,371 

負債純資産合計   - -  5,716,272 100.0 5,716,272 
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② 損益計算書 

 

  
前事業年度 

(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

増減金額 
（千円） 

対前期比 
（％） 

Ⅰ 売上高        

１ 関係会社経営指導料  729,097  769,610  40,513  

２ 関係会社不動産賃貸収入  191,559  211,524  19,964  

３ 関係会社受取配当金  134,892  331,000  196,108  

計  1,055,548 100.0 1,312,135 100.0 256,586 124.3 

Ⅱ 売上原価        

  不動産賃貸原価  147,818 14.0 157,539 12.0 9,721 106.6 

売上総利益  907,730 86.0 1,154,595 88.0 246,865 127.2 

Ⅲ 販売費及び一般管理費        

１ 役員報酬  213,500  228,900  15,400  

２ 給与手当  62,230  69,316  7,086  

３ 賞与  23,811  25,962  2,150  

４ 退職給付費用  3,463  3,638  175  

５ 役員退職慰労引当金 
  繰入額 

 33,458  27,842  △5,615  

６ 法定福利費  20,207  22,037  1,830  

７ 福利厚生費  12,142  11,051  △1,091  

８ 旅費交通費  22,839  34,315  11,476  

９ 通信費  9,845  10,143  297  

10 租税公課  5,676  8,228  2,552  

11 減価償却費  57,053  62,023  4,970  

12 地代家賃  12,658  16,370  3,711  

13 リース料  8,772  10,856  2,083  

14 業務委託料  71,974  89,176  17,202  

15 雑費  168,610  164,255  △4,354  

計  726,244 68.8 784,121 59.8 57,877 108.0 

営業利益  181,486 17.2 370,474 28.2 188,988 204.1 
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前事業年度 

(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

増減金額 
（千円） 

対前期比 
（％） 

Ⅳ 営業外収益        

１ 受取利息  1,188  1,325  137  

２ 受取配当金  2,518  2,009  △508  

３ 投資有価証券売却益  15,123  -  △15,123  

４ その他  1,041  262  △779  

計  19,871 1.9 3,597 0.3 △16,274 18.1 

Ⅴ 営業外費用        

１ 支払利息  19,189  25,386  6,196  

２ 保険解約損  2,742  -  △2,742  

３ その他  885  2,865  1,980  

計  22,818 2.2 28,251 2.1 5,433 123.8 

経常利益  178,540 16.9 345,820 26.4 167,280 193.7 

Ⅵ 特別損失        

１ 有形固定資産除却損 ※１ 3,487  417  △3,069  

２ 企業再編費用  21,126  -  △21,126  

計  24,613 2.3 417 0.1 △24,195 1.7 

税引前当期純利益  153,926 14.6 345,402 26.3 191,475 224.4 

法人税、住民税 
及び事業税 

 25,214  22,645 1.7 △2,569 89.8 

法人税等調整額  △13,267  8,831 0.7 22,099 - 

当期純利益  141,979 13.5 313,925 23.9 171,945 221.1 

前期繰越利益  614,806      

当期未処分利益  756,786      

        

 

不動産賃貸原価明細表 

  
前事業年度 

(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

      

１ 減価償却費  38,636 26.2 32,470 20.6 

２ 賃借料  96,713 65.4 113,589 72.1 

３ 固定資産等諸税  11,856 8.0 10,951 7.0 

４ 保険料  612 0.4 529 0.3 

  計  147,818 100.0 157,539 100.0 
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③ 利益処分計算書 

 

  
前事業年度 

株主総会承認年月日 
(平成17年９月27日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 

Ⅰ 当期未処分利益   756,786 

Ⅱ 利益処分額    

  配当金  58,374 58,374 

Ⅲ 次期繰越利益   698,412 

    

 

④ 株主資本等変動計算書 

当事業年度(自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日) 

 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
項 目 

資本金 
資本準備金 利益準備金 

別途積立金 
繰   越 
利益剰余金 

利益剰余金 

合   計 

自己株式 
株主資本 

合  計 

平成17年６月30日残高(千円) 607,750 343,750 29,600 1,000,000 756,786 1,786,386 △458,625 2,279,261 

事業年度中の変動額         

 剰余金の配当（千円） - - - - △58,374 △58,374 - △58,374 

 当期純利益（千円） - - - - 313,925 313,925 - 313,925 

 自己株式の取得（千円） - - - - - - △283,947 △283,947 

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)(千円) 

- - - - - - - - 

事業年度中の変動額合計(千円) - - - - 255,551 255,551 △283,947 △28,395 

平成18年６月30日残高(千円) 607,750 343,750 29,600 1,000,000 1,012,337 2,041,937 △742,572 2,250,865 

 

評  価・ 
換算差額等 

項 目 その他 
有価証券 

評価差額金 

純資産合計 

平成17年６月30日残高(千円) 11,802 2,291,063 

事業年度中の変動額   

 剰余金の配当（千円） - △58,374 

 当期純利益（千円） - 313,925 

 自己株式の取得（千円） - △283,947 

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)(千円) 

4,703 4,703 

事業年度中の変動額合計(千円) 4,703 △23,692 

平成18年６月30日残高(千円) 16,506 2,267,371 
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重要な会計方針 

 

項目 
前事業年度 

(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30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 

移動平均法に基づく原価法 

(2) その他有価証券 

時価のある有価証券 

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) 

時価のない有価証券 

移動平均法に基づく原価法 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 

同左 

(2) その他有価証券 

時価のある有価証券 

決算日の市場価格等に基づく時

価法(評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定) 

時価のない有価証券 

同左 

２ 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日以降取

得した建物(建物附属設備は除く)に

ついては定額法によっております。 

 主な耐用年数は次のとおりであり

ます。 

 建物     ８年～50年 

 構築物    10年～20年 

 工具器具備品 ４年～10年 

 なお、採用する耐用年数等は前事

業年度と同一のため、経常利益及び

税引前当期純利益に与える影響はあ

りません。 

(1) 有形固定資産 

定率法 

 ただし、平成10年４月１日以降取

得した建物(建物附属設備は除く)に

ついては定額法によっております。 

 主な耐用年数は次のとおりであり

ます。 

 建物     ８年～50年 

 構築物    10年～20年 

 工具器具備品 ４年～10年 

 (2) 無形固定資産 

 自社利用のソフトウェアについ

て、社内における利用可能期間(５

年)による定額法 

(2) 無形固定資産 

 

同左 

 (3) 長期前払費用 

定額法 

 なお、償却期間については、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。 

(3) 長期前払費用 

 

同左 

３ 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検

討し、回収不能見込額を計上するこ

ととしております。なお、当期末に

おいては計上すべき額はありません

でした。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 (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。 

 なお、数理計算上の差異は、各期

の発生時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数(10年)による定

額法によりそれぞれ発生の翌期から

費用処理しております。 

(2) 退職給付引当金 

同左 
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項目 
前事業年度 

(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

 (3) 役員退職慰労引当金 

 役員の退任時の退職慰労金の支給

に備えるため、会社内規に基づく当

期末要支給額を計上しております。 

(3) 役員退職慰労引当金 

同左 

４ ヘッジ会計の方法 ――― ① ヘッジ会計の方法 

 金利スワップについては、特例処

理の要件を満たしておりますので、

特例処理を採用しております。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段 金利スワップ 

 ヘッジ対象 借入金利息 

③ヘッジ方針 

借入金の金利変動リスクを回避する

目的で金利スワップ取引を行ってお

り、ヘッジ対象の識別は個別契約ご

とに行っております。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

金利スワップについては特例処理の

要件を満たしているので決算日にお

ける有効性の評価を省略しておりま

す。 

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 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 

 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。 

消費税等の会計処理 

同左 
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会計処理の変更 

 

前事業年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30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））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。 

――― （退職給付に係る会計基準） 

 当事業年度から「『退職給付に係る会計基準』の一

部改正」（企業会計基準第３号 平成17年３月16日）

及び「『退職給付に係る会計基準』の一部改正に関す

る適用指針」（企業会計基準適用指針第７号 平成17

年３月16日）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

 当事業年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企

業会計基準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準

適用指針第８号）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

 なお、従来の資本の部の合計に相当する金額は、

2,457,665千円であります。 
 

表示方法の変更 

 

前事業年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

（損益計算書） 

 前事業年度において販売費及び一般管理費の「雑費」
に含めておりました「業務委託料」は販売費及び一般管
理費の100分の５を超えたため当事業年度において区分
掲記することに変更しました。 
 なお、前事業年度の販売費及び一般管理費の「雑費」
に含めておりました「業務委託料」は、58,288千円であ
ります。 

（損益計算書） 

 前事業年度において区分掲記しておりました営業外収

益の「投資有価証券売却益」（当事業年度１千円）は、

営業外収益の100分の10以下となったため、当事業年度

より営業外収益の「その他」に含めて表示することに変

更しました。 
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追加情報 

 

前事業年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30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日以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導

入されたことに伴い、当事業年度から「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3,123千円増加

し、営業利益、経常利益、税引前当期純利益が、3,123

千円減少しております。 

――― 

 

注記事項 

(貸借対照表関係) 

 

前事業年度 
(平成17年６月30日) 

当事業年度 
(平成18年６月30日) 

※１ 会社が発行する株式の総数及び発行済株式総数 

会社が発行する株式の総数 

普通株式 12,000,000株

発行済株式総数 

普通株式 6,250,000株
 

――― 

※２ 会社が保有する自己株式数 

普通株式   412,600株
 

――― 

※３ 配当制限 

 有価証券の時価評価により、純資産額が11,802

千円増加しております。 

 なお、当該金額は商法施行規則第124条第３号

の規定により、配当に充当することが制限されて

おります。 

――― 

※４ 関係会社に係る注記 

 区分掲載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主な資産、負債は以下のとお

りであります。 

営業未収入金 73,412千円
 

※４ 関係会社に係る注記 

 区分掲載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主な資産、負債は以下のとお

りであります。 

営業未収入金 67,630千円
 

 ５ 保証債務残高 

 関係会社の一部の仕入先に対して次のとおり保

証を行っております。 

㈱メドテクニカ 10,589千円
 

 ５ 保証債務残高 

 関係会社の一部の仕入先に対して次のとおり保

証を行っております。 

㈱メドテクニカ 7,887千円
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(損益計算書関係) 

 

前事業年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

※１ 有形固定資産除却損の内訳は次のとおりでありま

す。 

建物 3,260千円

工具器具備品 226千円

 計 3,487千円
 

※１ 有形固定資産除却損の内訳は次のとおりでありま

す。 

建物 393千円

工具器具備品 24千円

 計 417千円
 

 

(株主資本等変動計算書関係) 

 自己株式の数に関する事項 

(単位：株） 
株式の種類 前事業年度末の 

株式数 
当事業年度 
増加株式数 

当事業年度 
減少株式数 

当事業年度末の 
株式数 

普通株式 412,600 173,580 ― 586,180 

(変動事由の概要） 

 増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

  旧商法第211条ノ３第１項第２号の規定による取締役会決議に基づく取得  173,500株 

  単元未満株式の買取りによる増加  80株 

 

(リース取引関係) 

 

前事業年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30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 

 
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) 

有形固定資産
車輌運搬具 

5,404 4,503 900 

無形固定資産
ソフトウェア 

24,675 11,923 12,751 

合計 30,079 16,426 13,652 
 

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) 

無形固定資産
ソフトウェア 

24,675 16,921 7,753 

 

②未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 5,980千円 

１年超 7,753千円 

 合計 13,734千円 
 

②未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 5,134千円 

１年超 2,619千円 

 合計 7,753千円 
 

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 6,573千円 

減価償却費相当額 6,052千円 

支払利息相当額 469千円 
 

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 5,672千円 

減価償却費相当額 5,358千円 

支払利息相当額 291千円 
 

④減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

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。 

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。 

④減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

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。 

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。 
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前事業年度 

(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

――― ２ オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

１年以内 1,328千円

１年超 5,093千円

 合計 6,421千円
 

 

(有価証券関係) 

前事業年度(平成17年６月30日) 

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。 

当事業年度(平成18年６月30日) 

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。 
 

(税効果会計関係) 

 

前事業年度 
(平成17年６月30日) 

当事業年度 
(平成18年６月30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 

   (繰延税金資産) 

   (流動資産) 

未払賞与 5,937千円 

その他 3,818千円 

小計 9,755千円 

(固定資産)  

役員退職慰労引当金 116,143千円 

ソフトウェア損金算入限度 
超過額 

21,059千円 

退職給付引当金 1,736千円 

その他 10,358千円 

小計 149,297千円 

評価性引当額 △7,761千円 

繰延税金資産合計 151,292千円 

(繰延税金負債)  

その他有価証券評価差額金 △8,000千円 

繰延税金負債合計 △8,000千円 

繰延税金資産の純額 143,291千円 
   

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 

   (繰延税金資産) 

   (流動資産) 

未払賞与 6,268千円 

その他 1,420千円 

小計 7,688千円 

(固定資産)  

役員退職慰労引当金 127,391千円 

ソフトウェア損金算入限度 
超過額 

13,533千円 

退職給付引当金 1,863千円 

その他 10,992千円 

小計 153,781千円 

評価性引当額 △19,009千円 

繰延税金資産合計 142,460千円 

(繰延税金負債)  

その他有価証券評価差額金 △11,188千円 

繰延税金負債合計 △11,188千円 

繰延税金資産の純額 131,272千円 
   

２ 法定実効税率と税効果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 40.4％ 

  (調整)  

 交際費等永久に損金に算入されな
い項目 

2.0％ 

 受取配当金等永久に益金に算入さ
れない項目 

△35.7％ 

 住民税均等割額 0.2％ 

 情報通信機器特別減税 △1.9％ 

 その他 2.8％ 

 税効果適用後の法人税等の負担率 7.8％ 
    

２ 法定実効税率と税効果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 40.4％ 

  (調整)  

 交際費等永久に損金に算入されな

い項目 
1.1％ 

 受取配当金等永久に益金に算入さ

れない項目 
△38.7％ 

 住民税均等割額 0.2％ 

 同族会社の留保金課税 4.8％ 

 評価性引当額 3.3％ 

 情報通信機器特別減税 △0.3％ 

 その他 △1.7％ 

 税効果適用後の法人税等の負担率 9.1％ 
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 (重要な後発事象) 

 

前事業年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

――― (株式取得による会社の買収) 

 平成18年６月26日開催の取締役会において、以下の

とおり株式取得による高塚薬品㈱の買収を決議し、実

施いたしました。その結果、平成18年７月３日をもっ

て同社は子会社となりました。 

 

(1)理由 

 高塚薬品株式会社は、主に岡山県において体外診断

薬、試薬及び医療機器の卸売業を展開する有力企業で

あり、同社の業務内容は、株式会社カワニシ（岡山県

岡山市、当社の100％子会社）の理化学・分析機器関連

領域に関る業務内容との補完性が高いことから、同社

を取得することが当社グループの今後の発展に大きく

寄与するものと判断いたしました。 

 

(2)株式取得の相手の名称 

・相手の名称 中西 敏子 

・株式数    20,000株 

・議決権比率    100％ 

 

(3)買収する会社の名称、事業内容、規模 

・会社の名称 高塚薬品株式会社 

・事業内容  体外診断薬、試薬及び医療用機器の

卸売業 

・規模(平成18年４月30日現在) 

  売上高  3,305百万円 

  総資産  1,092百万円 

  純資産   381百万円 

 

(4)株式取得の時期 

   平成18年７月３日 

 

(5)取得する株式の数、取得価額及び取得後の議決権比

率 

・取得株式       20,000株 

・取得価額      750百万円 

・取得後の議決権比率   100％ 

（6）取得資金の調達方法 

 銀行からの借入金により調達しております。 
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役員の異動 

平成18年７月21日にお知らせしたとおりであります。 

なお、平成18年７月21日にお知らせした内容は下記のとおりであります。 

 

Ⅰ．代表取締役の異動 

１．異動の理由 

経営陣の強化を図るため、新たに会長職を設け、代表取締役を1名から2名にするものであります。 

 

２．新任代表取締役の氏名および略歴 

 新 役 職 名          代表取締役会長 

 氏名（よみがな）  前島 智征（まえしま としゆき） 

 出 身 地          岡山県 

 最 終 学 歴          京都大学文学部哲学科卒業 

 生 年 月 日          昭和14年11月 7日生 

 略      歴  昭和39年４月 株式会社奥村組入社 

昭和46年６月 当社入社 

昭和56年１月 当社取締役営業部長 

平成２年９月 当社専務取締役 

平成５年７月 当社代表取締役社長（現任） 

 

新 役 職 名          代表取締役社長 

 氏名（よみがな）  野瀬 洋輔（のせ ようすけ） 

 出 身 地          岡山県 

 最 終 学 歴          愛知学院大学商学部経営学科卒業 

 生 年 月 日          昭和31年 １月22日生 

 略      歴  昭和53年４月 株式会社ボブソン入社 

昭和56年４月 当社入社 

平成６年７月 当社取締役人材開発室長 

平成７年７月 当社取締役経営管理室長 

平成10年９月 当社常務取締役経営管理室長 

平成12年10月 当社常務取締役常務執行役員経営管理室長 

平成16年１月 当社常務取締役常務執行役員社長室長 

平成16年９月 当社取締役専務執行役員社長室長 

平成18年４月 当社取締役副社長執行役員（現任） 

 

３．就任予定日     平成18年９月27日 
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Ⅱ．その他の役員の異動（平成18年９月27日付） 

１．取締役の異動 

新 役 職 現 役 職 氏 名（よみがな） 

取締役副社長執行役員 

営業統括本部長 

取締役専務執行役員 

営業統括本部長 
文野 平 （ぶんの たいら） 

取締役専務執行役員 

管理本部長 

取締役常務執行役員 

管理本部長 
田野 雅弘（たの まさひろ） 

参与 
取締役常務執行役員 

経営企画室長 
宇野 恵裕（うの よしひろ） 

取締役常務執行役員 

社長室長 

取締役執行役員 

社長室長 
前島 達也（まえしま たつや） 

（注）なお、宇野恵裕は引き続き京都医療技術開発株式会社の代表取締役社長に就任する予定であります。 

 

２．新任取締役候補者 

新 役 職 現 役 職 氏 名（よみがな） 

取締役執行役員 

ＩＲ担当 

執行役員 ＩＲ担当 

営業統括本部マネージャー 
河田 肇 （かわた はじめ） 

 

３．退任予定監査役 

新 役 職 現 役 職 氏 名（よみがな） 

内部監査室長 常勤監査役 石本 信幸（いしもと のぶゆき） 

（注）なお、石本信幸は株式会社ホスネット･ジャパンの監査役に就任する予定であります。 

以上 


