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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                                    （百万円未満は切捨表示） 

 売  上  高 営 業 利 益 経 常 利 益 

 

18 年６月期 

17 年６月期 

百万円   ％

11,655  （   3.6）

11,256  （   9.9）

百万円   ％

94  （△85.9）

667  （ 492.6）

百万円   ％

132  （△81.1）

699  （ 373.9）

 
 

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

 

18 年６月期 

17 年６月期 

百万円  ％ 

61 （△79.5） 

299 （ 185.5） 

円 銭

10 97 

52 09 

円 銭

－ － 

－ － 

％

1.6 

8.2 

％ 

2.2  

11.3  

％

1.1 

6.2 

(注) 1．期中平均株式数   18 年６月期 5,616,402 株   17 年６月期 5,616,935 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
 

18 年６月期 

17 年６月期 

百万円 

5,950    

6,334    

百万円

3,760   

3,768   

％ 

63.2  

59.5  

円  銭

669  52 

669  60 

(注) 1．期末発行済株式数   18 年６月期  5,616,135 株   17 年６月期  5,616,935 株 

   2．期末自己株式数    18 年６月期    1,365 株   17 年６月期     565 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 

 

中 間 期 

通 期 

百万円

6,203   

11,725   

百万円

209   

300   

百万円

112   

162   

(参考) 1 株当たり予想当期純利益（通期）    28 円 85 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

（％） 

18 年６月期 0.00 12.50 12.50 70 114.0 1.9 

17 年６月期 0.00 12.50 12.50 70  24.0 1.9 

19 年６月期(予想) 0.00 12.50 12.50    

 

 ※ 上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき算定しており、今後の経済状況等の変化によ

り、実際の業績は予想値と異なる結果となる場合があります。
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６．個別財務諸表等 
(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） 
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  574,158 292,369  

２．受取手形  950 196  

３．売掛金  928,790 971,254  

４．製品  508,730 506,654  

５．原材料  102,171 49,081  

６．仕掛品  191,552 151,878  

７．貯蔵品  20,357 26,814  

８．前払費用  4,387 3,850  

９．繰延税金資産  17,963 －  

10．未収入金  12,649 29,179  

11．未収還付法人税等  － 63,745  

12．その他  5,189 1,560  

流動資産合計  2,366,903 37.4 2,096,584 35.2 △270,318
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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） 
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）

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

(1）建物 ※1,2 1,450,117 1,482,537   

減価償却累計額  △1,027,531 422,585 △1,064,078 418,458  

(2）構築物  115,452 151,739   

減価償却累計額  △91,760 23,691 △105,416 46,323  

(3）機械装置  155,819 156,589   

減価償却累計額  △144,543 11,276 △146,580 10,008  

(4）車両運搬具  34,334 26,452   

減価償却累計額  △32,225 2,108 △25,061 1,391  

(5）工具器具備品 ※２ 1,595,118 1,680,840   

減価償却累計額  △1,112,329 482,788 △1,267,646 413,193  

(6）土地 ※１ 2,446,425 2,404,468  

(7）建設仮勘定  64,747 9,328  

有形固定資産合計  3,453,623 54.5 3,303,172 55.5 △150,450

２．無形固定資産    

(1）のれん  － 10,285  

(2）営業権  12,000 －  

(3）電話加入権  5,117 5,117  

無形固定資産合計  17,117 0.3 15,403 0.3 △1,714

３．投資その他の資産    

(1）投資有価証券  198,158 220,949  

(2）関係会社株式  108,000 108,000  

(3）出資金  1,563 1,563  

(4）関係会社出資金  84,000 84,000  

(5）長期前払費用  4,795 4,480  

(6）繰延税金資産  94,129 110,445  

(7）その他  5,901 5,924  

投資その他の資産合計  496,547 7.8 535,363 9.0 38,816

固定資産合計  3,967,288 62.6 3,853,939 64.8 △113,348

資産合計  6,334,191 100.0 5,950,523 100.0 △383,667
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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） 
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  329,320 332,022  

２．関係会社短期借入金  － 100,000  

３．一年内返済予定長期借入

金 
※１ 302,500 292,500  

４．未払金  808,057 692,596  

５．未払法人税等  185,929 708  

６．未払消費税等  55,320 20,773  

７．繰延税金負債  － 795  

８．預り金  47,519 50,556  

９．前受収益  505 505  

流動負債合計  1,729,152 27.3 1,490,457 25.0 △238,694

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金 ※１ 535,625 409,375  

２．退職給付引当金  253,339 240,267  

３．役員退職慰労引当金  45,273 48,397  

４．その他  2,400 1,894  

固定負債合計  836,638 13.2 699,934 11.8 △136,703

負債合計  2,565,790 40.5 2,190,392 36.8 △375,397
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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） 
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）

（資本の部）    

Ⅰ 資本金 ※３ 452,370 7.1 － － △452,370

Ⅱ 資本剰余金    

１．資本準備金  428,340 －   

資本剰余金合計  428,340 6.8 － － △428,340

Ⅲ 利益剰余金    

１．利益準備金  41,500 －   

２．任意積立金    

(1）別途積立金  2,250,000 －   

３．当期未処分利益  546,899 －   

利益剰余金合計  2,838,399 44.8 － － △2,838,399

Ⅳ その他有価証券評価差額

金 
 49,659 0.8 － － △49,659

Ⅴ 自己株式 ※４ △367 △0.0 － － 367

資本合計  3,768,400 59.5 － － △3,768,400

負債・資本合計  6,334,191 100.0 － － △6,334,191

    

 
 
 



－  － 37

  
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） 
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）

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金  － － 452,370 7.6 452,370

２．資本剰余金    

(1）資本準備金  － 428,340   

資本剰余金合計  － － 428,340 7.2 428,340

３．利益剰余金    

(1）利益準備金  － 41,500   

(2）その他利益剰余金    

別途積立金  － 2,250,000   

繰越利益剰余金  － 530,972   

利益剰余金合計  － － 2,822,472 47.4 2,822,472

４．自己株式  － － △1,034 0.0 △1,034

株主資本合計  － － 3,702,147 62.2 3,702,147

Ⅱ 評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額

金 
 － 57,983  

評価・換算差額等合計  － － 57,983 1.0 57,983

純資産合計  － － 3,760,130 63.2 3,760,130

負債純資産合計  － － 5,950,523 100.0 5,950,523
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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） 

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  11,256,069 100.0 11,655,965 100.0 399,896

Ⅱ 売上原価    

１．期首製品棚卸高  346,223 508,730   

２．当期製品製造原価 ※1,2 9,065,077 9,837,527   

合計  9,411,301 10,346,257   

３．期末製品棚卸高  508,730 8,902,570 79.1 506,654 9,839,603 84.4 937,032

売上総利益  2,353,498 20.9 1,816,362 15.6 △537,136

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※２   

１．販売手数料  265,133 264,446   

２．荷造運搬費  870,018 887,464   

３．役員報酬  83,103 68,520   

４．従業員給与  91,615 89,105   

５．従業員賞与  21,039 19,653   

６．役員退職慰労引当金繰入

額 
 6,458 5,729   

７．退職給付費用  5,655 7,352   

８．研究開発費  105,877 110,554   

９．減価償却費  3,581 14,136   

10．賃借料  107,306 125,506   

11．その他  126,346 1,686,137 15.0 129,505 1,721,976 14.8 35,838

営業利益  667,360 5.9 94,385 0.8 △572,974

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  63 65   

２．有価証券利息  17 －   

３．受取配当金 ※１ 9,826 12,838   

４．匿名組合投資収益  10,410 13,002   

５．補助金収入  3,672 6,899   

６．その他 ※１ 23,197 47,188 0.4 18,585 51,391 0.4 4,203
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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） 

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）

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  14,563 13,554   

２．その他  817 15,380 0.1 158 13,713 0.1 △1,667

経常利益  699,168 6.2 132,064 1.1 △567,103

Ⅵ 特別利益    

１．固定資産売却益 ※３ 49 －   

２．受取保険金  44,794 8,768   

３．圧縮特別勘定取崩差額  1,644 46,488 0.4 － 8,768 0.1 △37,719

Ⅶ 特別損失    

１．固定資産除却損 ※４ 3,764 2,722   

２．固定資産売却損 ※５ 23 －   

３．減損損失 ※６ － 49,156   

４．災害損失  16,620 －   

５．役員退職慰労金  231,679 252,088 2.2 － 51,879 0.4 △200,208

税引前当期純利益  493,567 4.4 88,952 0.8 △404,615

法人税、住民税及び事業

税 
 194,676 30,567   

法人税等調整額  △976 193,699 1.7 △3,199 27,368 0.3 △166,331

当期純利益  299,868 2.7 61,584 0.5 △238,283

前期繰越利益  247,030 －  

当期未処分利益  546,899 －  
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（３）利益処分案 

  
前事業年度 

（平成17年６月期） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益   546,899 

Ⅱ 利益処分額    

１．配当金  70,211  

２．役員賞与金  7,300  

  （うち監査役賞与金）  (600) 77,511 

Ⅲ 次期繰越利益   469,387 
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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 
 

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

平成17年６月30日残高（千円） 452,370 428,340 41,500 2,250,000 546,899

事業年度中の変動額  

剰余金の配当  △70,211

利益処分による役員賞与  △7,300

当期純利益  61,584

自己株式の取得  

株主資本以外の項目の 
事業年度中の変動額(純額) 

 

事業年度中の変動額合計 － － － － △15,927

平成18年６月30日残高（千円） 452,370 428,340 41,500 2,250,000 530,972

 

株主資本 評価・換算差額等 

 
自己株式 株主資本合計 

その他有価証券
評価差額金 

評価・換算差額 
等合計 

純資産合計 

平成17年６月30日残高（千円） △367 3,718,741 49,659 49,659 3,768,400

事業年度中の変動額  

剰余金の配当 △70,211  △70,211

利益処分による役員賞与 △7,300  △7,300

当期純利益 61,584  61,584

自己株式の取得 △667 △667  △667

株主資本以外の項目の 
事業年度中の変動額(純額) 

8,324 8,324 8,324

事業年度中の変動額合計 △667 △16,594 8,324 8,324 △8,269

平成18年６月30日残高（千円） △1,034 3,702,147 57,983 57,983 3,760,130
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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）子会社株式 (1）子会社株式 １．有価証券の評価基準及び

評価方法 移動平均法による原価法 同左 

 (2）その他有価証券 (2）その他有価証券 

 時価のあるもの 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、売却原価は移動平均法に

より算定しております） 

同左 

(1）製品・原材料・仕掛品 (1）製品・原材料・仕掛品 ２．棚卸資産の評価基準及び

評価方法  売価還元法による低価法。但し、原

材料のうち飼料については先入先出法

による原価法 

同左 

 (2）貯蔵品 (2）貯蔵品 

  終仕入原価法 同左 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 

 定率法（但し、平成10年４月１日以

降に取得した建物（附属設備を除く）

については定額法）を採用しておりま

す。 

同左 

３．固定資産の減価償却の方

法 

 なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。 

 なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。 

 
 

建物 ２～50年

機械装置 ２～10年

工具器具備品 ２～10年
  

 
建物 ２～50年

機械装置 ４～９年

工具器具備品 ２～13年
  

 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

  営業権については、商法施行規則に

規定する 長期間（５年）にわたり均

等償却しております。 

 のれんについては、５年で均等償却

しております。 

（追加情報） 

 当事業年度から、内閣府令第56号「財

務諸表等の監査証明に関する内閣府令

等の一部を改正する内閣府令」（平成

18年４月26日）により、改正後の財務

諸表等の用語、様式及び作成方法に関

する規則（昭和51年大蔵省令第28号）

を適用しております。 

 (3）長期前払費用 (3）長期前払費用 

   均等償却 同左 

４．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、原則として期

末日の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理しており

ます。 

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） 

５．引当金の計上基準 (1）退職給付引当金 (1）退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度末における退職給付債務の見

込額（自己都合退職による期末要支給

額）に基づき計上しております。 

同左 

 (2）役員退職慰労引当金 (2）役員退職慰労引当金 

  役員の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。 

同左 

６．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 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 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。 

同左 

 

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49,156千円減少し

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。 

―――――― （役員賞与に関する会計基準） 

  当事業年度から、「役員賞与に関する会計基準」（企

業会計基準第４号 平成 17 年 11 月 29 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。なお、財務諸表等規

則の改正により､当事業年度における貸借対照表の純資

産の部については､改正後の財務諸表等規則により作成

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６月30日） 

当事業年度 
（平成18年６月30日） 

※１．担保資産及び担保に供されている債務は次のとお

りであります。 

※１．担保資産及び担保に供されている債務は次のとお

りであります。 

（担保資産） （担保資産） 
 
 建物 91,148千円 （   －千円）

 土地 2,124,387 （ 577,000  ）

    計    2,215,535千円 （ 577,000千円）
  

 
 建物 82,777千円 （   －千円）

 土地 2,086,007 （ 577,000  ）

    計   2,168,785千円 （ 577,000千円）
  

（担保に供されている債務） （担保に供されている債務） 
 
 長期借入金 838,125千円 
  

 
 長期借入金 701,875千円 
  

  

（注） ( ）書きは内書で工場財団抵当に供してい

る資産を示しております。また、長期借入金

には、一年以内に返済予定の長期借入金も含

まれております。 

（注）       同左 

  

※２．有形固定資産の取得価額から控除されている保険

差益の圧縮記帳額は次のとおりであります。 

※２．有形固定資産の取得価額から控除されている保険

差益の圧縮記帳額は次のとおりであります。 
 

建物 28,469千円

工具器具備品 6,832 
  

 
建物 28,469千円

工具器具備品 6,832 
  

  

※３．授権株式数及び発行済株式総数 ―――――― 
 

授権株式数 普通株式 19,350,000株

発行済株式総数 普通株式 5,617,500株
  

 

  

※４．会社が保有する自己株式の数 ―――――― 
 

普通株式 565株
  

 

  

 ５．保証債務  ５．保証債務 

 次の関係会社の輸入関税等の納期限延長に対する

支払保証を行っております。 

 次の関係会社の金融機関からの借入等に対し保証

を行っております。 
 

錦江湾飼料株式会社 8,569千円

計 8,569千円
  

 
有限会社南九州バイオマス 

錦江湾飼料株式会社 

991,500千円

6,980千円

計 998,480千円
  

  

 ６．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49,659

千円であります。 

―――――― 
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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．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 

※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 
 

当期製品製造原価（材料仕入高） 3,379,151千円

受取配当金 7,600 

「営業外収益」その他 7,687 

計 3,394,438千円
  

 
当期製品製造原価（材料仕入高） 3,333,159千円

受取配当金 10,500 

「営業外収益」その他 8,706 

計 3,352,366千円
  

  

※２．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は105,877千円であります。 

※２．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は110,554千円であります。 

  

※３．固定資産売却益は、土地の売却益49千円でありま

す。 

―――――― 

  

※４．固定資産除却損は、工具器具備品の除却損2,656千

円ほかであります。 

※４．固定資産除却損は、工具器具備品の除却損2,328千

円ほかであります。 

  

※５．固定資産売却損は、車両運搬具の売却損23千円で

あります。 

―――――― 

  

―――――― ※６．減損損失 

  当事業年度において、当社は以下の資産グループに

ついて減損損失を計上しました。 

 
  

用途 種類 場所 
金額 

（千円）

遊休資産 土地 
鹿児島県 

鹿児島市 
44,150

遊休資産 土地 
鹿児島県 

霧島市 
5,006

  
  当社は、事業の種類別セグメントを基準として、鶏

肉事業、加工食品事業及び遊休資産にグループ化し、

減損損失の認識を行っております。その結果、遊休資

産については地価の下落により減損損失49,156千円

を特別損失に計上しております。 

 なお、回収可能価額は正味売却価額により測定し

ており、固定資産税評価額に基づき合理的な調整を

行って算定しております。 

 
（株主資本等変動計算書関係） 

当事業年度（自 平成 17 年７月１日 至 平成 18 年６月 30 日） 

自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式（株） 565 800 ― 1,365

（注）単元未満株式の買取による増加であります。 
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（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） 

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 54,025 19,264 34,760

車両運搬具 49,450 34,307 15,143

工具器具備品 18,330 7,332 10,998

合計 121,805 60,904 60,901

  

 

 
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 54,025 19,989 34,035

車両運搬具 50,245 32,916 17,329

工具器具備品 18,330 10,998 7,332

合計 122,600 63,903 58,697

  
（注） 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高

相当額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 (2）未経過リース料期末残高相当額 
 

１年内 17,606千円

１年超 43,295千円

合計 60,901千円
  

 
１年内 17,596千円

１年超 41,100千円

合計 58,697千円
  

（注） 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リ

ース料期末残高相当額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 (3）支払リース料及び減価償却費相当額 
 

支払リース料 20,147千円

減価償却費相当額 20,147千円
  

 
支払リース料 18,974千円

減価償却費相当額 18,974千円
  

  

(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 

 （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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（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 

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 

退職給付引当金否認 96,770千円

役員退職慰労引当金否認 18,290 

投資有価証券評価損否認 9,953 

未払事業税否認 15,925 

その他 4,815 

繰延税金資産合計 145,755 

繰延税金負債 

その他有価証券評価差額金 △33,661 

繰延税金負債合計 △33,661 

繰延税金資産の純額 112,093 
  

 
繰延税金資産 

退職給付引当金否認 97,067千円

役員退職慰労引当金否認 19,552 

投資有価証券評価損否認 9,953 

減損損失 19,859 

その他 5,170 

繰延税金資産合計 151,605 

繰延税金負債 

未収事業税 △2,650 

その他有価証券評価差額金 △39,304 

繰延税金負債合計 △41,954 

繰延税金資産の純額 109,650 
  

  

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

因となった主要な項目別の内訳 

 

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 

 

 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との差異が法定実効税率の100分の５以下であ

るため、記載を省略しております。 

法定実効税率 40.4％ 

（調整） 

受取配当金等永久に益金に算入され

ない項目 

△5.0 

住民税均等割額 1.7 

法人税額の特別控除額 △5.5 

その他 △0.8 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 30.8 
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（１株当たり情報） 

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株当たり純資産額（円） 669円60銭 669円52銭 

１株当たり当期純利益金額（円） 52円09銭 10円97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

式が存在しないため記載しておりま

せん。 

同左 

 （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株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 299,868 61,584 

普通株主に帰属しない金額（千円） 7,300 － 

（うち利益処分による役員賞与金） (7,300) － 

普通株式に係る当期純利益（千円） 292,568 61,584 

期中平均株式数（株） 5,616,935 5,616,402 

 
（重要な後発事象） 
  該当事項はありません。 
 


