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１. 19年 3月期の連結業績（平成 18年 4月 1日 ～ 平成 19年 3月 31日）
(1)連結経営成績 　　(％表示は対前期増減率)

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

 19年3月期

 18年3月期

円　　銭 円　　銭 ％ ％ ％

 19年3月期 －

 18年3月期 －
(参考) 持分法投資損益    19年 3月期 －百万円 18年 3月期 －百万円

(2)連結財政状態

百万円 百万円 ％ 円　　銭

 19年3月期

 18年3月期
(参考) 自己資本    19年 3月期 百万円 18年 3月期 百万円

(3)連結キャッシュ･フローの状況

百万円 百万円 百万円 百万円

 19年3月期

 18年3月期

２.配当の状況

百万円 ％ ％

 18年3月期
 19年3月期

 20年3月期
  （予想）

３. 20年 3月期の連結業績予想（平成 19年 4月 1日  ～  平成 20年 3月 31日）
　　(％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率)

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円　　銭

 中 間 期

 通    期 175.496.0 8.35,640 5,630 3,250

キャッシュ・フロー
投 資 活 動 に よ る 財 務 活 動 に よ る

期 末 残 高
現金及び現金同等物

経 常 利 益 率 営 業 利 益 率

営 業 活 動 に よ る

1株当たり純資産
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48.00

26.00 26.00 52.00

年間期末中間期末

43.0021.00

配当性向
（連結）

3.1
29.7

4,958△ 1,135

11,717

純資産
配当率
（連結）

配当金総額
（年間）

売 上 高

9.4

5.24,711

12.7

5.4

3,001

2,743

営業利益 経常利益 当期純利益売 上 高

44,242
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66.3

65.8

23.00

48,030

27,759

平成 19年 3月期  決算短信

有価証券報告書提出予定日　平成 19年 6月 28日

9.2

10.2

5,290

4,784

10.6

5.9

5,310

代 表 取 締 役 社 長
取締役管理本部長

純 資 産

△ 1,488

△ 8,197

2,247

円　銭

796 2.7
888 29.6
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（７４７６）平成19年３月期決算短信

４．その他
（1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　　無
（2）連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
　　 （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に記載されるもの）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

（注） 詳細は、24ページ「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」をご覧ください。

（3）発行済株式数（普通株式）
① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年3月期 株 18年3月期 株
② 期末自己株式数 19年3月期 株 18年3月期 株

（注） １株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、32ページ「１株当たり

情報」をご覧ください。

（参考）個別業績の概要
１．19年　3月期の個別業績（平成 18年 4月 1日 ～ 平成 19年 3月 31日）
(1)個別経営成績 　　(％表示は対前期増減率)

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

 19年3月期

 18年3月期

円　　銭 円　　銭

 19年3月期 －
 18年3月期 －

(2)個別財政状態

百万円 百万円 ％ 円　　銭

 19年3月期

 18年3月期
(参考) 自己資本    19年 3月期 百万円 18年 3月期 －百万円

２. 20年 3月期の個別業績予想（平成 19年 4月 1日  ～  平成 20年 3月 31日）
　　(％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率)

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円　　銭

 中 間 期

 通    期

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

なお、業績予想に関する事項は３ページから９ページの「１．経営成績」をご参照ください。

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

7.1

4,784 7.8

44,043

総 資 産 純 資 産

29,758

18,807,396 18,807,396
287,365

売 上 高 営業利益 経常利益

286,539

7.78.3

5,296 10.9 5,315

67.1 1,496.68

経常利益 当期純利益
１株当たり

27,780

当期純利益

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に
基づく予測が含まれております。世界経済・競合状況・為替・金利の変動等にかかわるリスクや不安定要因により実際の
業績が記載の予想数値と大幅に異なる可能性があります。

9.7

39,526 4,7788.4

自己資本比率 1株当たり純資産

67.6 1,606.82

2,816

3,017

当期純利益

11.143,346

売 上 高 営業利益

148.78
162.94

41,419
29,758

47,250 9.0 5,720 8.0 5,720 7.6 3,360 11.3 181.43

21,700 8.3 2,270 12.6 71.812,270 13.2 1,330 13.9
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１ ． 経 営 成 績 

(1) 経営成績に関する分析 

当連結会計年度におけるわが国経済は、高水準に推移する企業収益を背景に設備投資

は引続き増加し、雇用者所得や個人消費も改善する等、緩やかな景気拡大基調のもとに

推移いたしました。 

 

このような環境のもと、当社グループでは、カタログ発刊に向けたマーチャンダイジ

ングの強化と積極的な営業活動による業績拡大に注力いたしました。 

 

営業面では、平成 18 年５月に病院・介護部門の主力カタログ「ナビス看護・医療用品

総合カタログ№7000」を発刊し、病院で日常的に使用する消耗品を改めて強化したほか、

専門診療科目商品等を強化し、総合カタログとしての充実を図りました。平成 18 年９月

末には、研究・産業機器部門の主力カタログ「研究用総合機器カタログ」及び「サンク

アスト産業用研究機器カタログ」を初めて２年連続で発刊いたしました。また、専門カ

タログにおいても半導体産業向けにクリーン・静電環境向けの手袋、ワイパー等の消耗

品を掲載したカタログ「アズピュアセレクション」、バイオサイエンス研究者向けに電気

泳動機器、分注装置、凍結保存容器等を掲載したカタログ「ＢｉｏＬａｂ」の 2007 年版

を発刊し、取扱商品の充実と営業強化を推進いたしました。 

 

経費面では、上述の通り主力の３カタログを当社グループとして初めて同じ決算期に

発刊いたしました関係上、カタログ費が前年同期比２億 71 百万円増加し、販売費及び一

般管理費全体で７億２百万円増加する大きな要因となりました。 

決算期 14/3期 15/3期 16/3期 17/3期 18/3期 19/3期
上期 26 145 37 210 419 640
下期 631 31 516 55 69 119
通期 657 176 553 265 488 759

＜カタログ費推移＞
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＆
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  この結果、当連結会計年度の連結売上高は 442 億 42 百万円（前年同期比 9.2％増）、営

業利益は 52 億 90 百万円（前年同期比 10.6％増）、経常利益は 53 億 10 百万円（前年同期

比 12.7％増）、当期純利益は 30 億１百万円（前年同期比 9.4％増）となりました。 
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（事業部門別の状況） 

①研究・産業機器部門 

研究者や技術者の皆様を主要ユーザーとする研究・産業機器部門におきましては、

当社グループとして初めて主力カタログの２年連続発刊を試み、産官学の研究所・研

究室向けの科学機器分野が売上高 261 億 73 百万円（前年同期比 9.1％増）、各産業の

生産施設向けの産業機器分野が売上高 91 億 37 百万円（前年同期比 10.1％増）とな

り、合計で売上高 353 億 10 百万円（前年同期比 9.3％増）となりました。 

 

②病院・介護部門 

看護師や介護関係者の皆様を主要ユーザーとする病院・介護部門におきましては、

診療報酬の改定がなされ厳しい市場環境にありましたが、５月に「ナビス看護・医

療用品総合カタログ№7000」を発刊、営業強化いたしましたことから売上高 85 億 38

百万円（前年同期比 8.9％増）となりました。 

 

③その他部門 

 レントゲン撮影台の昇降機等附属品の製造・販売を行っております連結子会社三共

医療機株式会社の当社グループ外売上高は３億 92 百万円（前年同期比 6.4％増）と

なりました。 

 

 

（次期の見通し） 

今後のわが国経済につきましては、景気拡大期間が戦後最長を更新し、企業の設備投

資の増加、雇用環境・消費の改善等、景気の成熟度は高まっている一方、米国や中国の

動向、国内金利の上昇懸念等不確定要素もあり、予断を許さない状況にあります。 

 

このような中、当社グループでは経営方針として「顧客満足度の追求」を掲げ、お客

様のニーズを捉え、一つ一つ誠実にお応えしていくことで、業容の拡大を図ってまいり

ます。 

 

組織面では、よりお客様に密着した営業体制とするために、営業本部内を西日本営業

部と東日本営業部に地域別に分けて統括することといたしました。また、お客様の声を

商品政策に反映しやすい体制とするために、カスタマー相談センターをマーチャンダイ

ジンググループとともに新設のマーケティング部に編入いたしました。 

 

営業面では、「研究用総合機器カタログ」及び「サンクアスト産業用研究機器カタログ」、

３年振りとなる「サニーフーズ食品衛生・検査機器総合カタログ」等の更新を予定して

おります。カタログ発刊に合わせ、自社開発商品や輸入品をより充実させるほか、修理

サービス等のユーザーサポートを更に充実させ、お客様からより一層の支持を得られる

よう努力してまいります。 
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また、平成 19 年４月に中国上海において当社 100％出資の亚速旺（上海）商贸有限公

司の営業許可を得、平成 19 年６月中旬の営業開始に向け準備を進めております。 

 

その他、カタログ発刊に合わせた新規取引先の開拓、実験室や食品検査室の提案活動

の展開、カタログとインターネットの連動による最新情報・詳細情報の提供、次期カタ

ログ発刊に向けた新商品の企画、開発等を推進してまいります。 

 

以上により、次期の連結業績予想は、売上高 480 億 30 百万円、営業利益 56 億 40 百万

円、経常利益 56 億 30 百万円、当期純利益 32 億 50 百万円を見込んでおります。 

 

(2) 財政状態に関する分析 

① 資産、負債、純資産の状況 

（資産の部） 

 当連結会計年度末の流動資産は、358 億 79 百万円（前連結会計年度末比 20 億 79 百万

円増）となりました。これは、主として受取手形及び売掛金が 15 億 17 百万円増加した

こと、有価証券が 10 億円増加したこと、現金及び預金が８億 52 百万円減少したこと等

によるものであります。 

 当連結会計年度末の固定資産は、89 億 75 百万円（前連結会計年度末比５億 61 百万円

増）となりました。これは、主として投資その他の資産が７億 21 百万円増加したこと等

によるものであります。 

以上により、当連結会計年度末の資産合計は 448 億 55 百万円（前連結会計年度末比 26

億 40 百万円増）となりました。 

 

（負債の部） 

 当連結会計年度末の流動負債は、131 億 98 百万円（前連結会計年度末比９億 58 百万円

増）となりました。これは、主として支払手形及び買掛金が７億 81 百万円増加したこと、

未払法人税等が１億 72 百万円増加したこと等によるものであります。 

 当連結会計年度末の固定負債は、19 億 37 百万円（前連結会計年度末比２億 76 百万円

減）となりました。これは、主として長期借入金が３億円減少したこと等によるもので

あります。 

以上により、当連結会計年度末の負債合計は 151 億 35 百万円（前連結会計年度末比６

億 81 百万円増）となりました。 

 

（純資産の部） 

 当連結会計年度末の純資産の部は 297 億 20 百万円となり、前連結会計年度末の少数株

主持分及び資本の合計と比べ、19 億 59 百万円の増加となりました。これは、主として利

益剰余金が 21 億７百万円増加したこと等によるものであります。 

 

アズワン
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② キャッシュ・フローの状況 

  当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、投資活動及び財務活動による資金支出が

営業活動による資金収入を上回り、前連結会計年度末に比べ 67 億 58 百万円減少し、49

億 58 百万円となりました。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、25 億 74 百万円の資金

収入で、前連結会計年度に比べ収入が３億 27 百万円増加いたしました。これは、主とし

て税金等調整前当期純利益が前連結会計年度に比べ４億 65 百万円増加したこと等による

ものであります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、81 億 97 百万円の資金

支出で、前連結会計年度に比べ支出が 78 億 10 百万円増加いたしました。これは、主と

して定期預金が預入と払戻との差引きで 59 億円増加したこと、投資有価証券が取得と償

還との差引きで 18 億 48 百万円増加したこと等によるものであります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、11 億 35 百万円の資金

支出で、前連結会計年度に比べ支出が３億 52 百万円減少いたしました。これは、主とし

て長期借入金の約定返済が前連結会計年度に比べ減少したこと等によるものであります。 

 

③ キャッシュ・フロー指標のトレンド 

キャッシュ・フロー指標のトレンドは、以下のとおりであります。 

指標 平成15年3月期 平成16年3月期 平成17年3月期 平成18年3月期 平成19年3月期

自己資本比率
（％）

59.5 59.7 63.6 65.8 66.3

時価ベースの
自己資本比率

（％）
60.4 112.8 112.5 131.2 135.4

債務償還年数
（年）

1.0 2.0 1.2 1.2 1.0

インタレスト
・カバレッジ

・レシオ
（倍）

110.2 80.7 67.2 52.9 73.7

 

ａ．各指標の算出方法は以下のとおりであります。 

 自 己 資 本 比 率：自己資本／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 
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  ｂ．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

ｃ．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（期末自己株式数控除後）に

より算出しております。ただし、平成 15 年３月期の期末発行済株式数には株式分

割により平成 15 年５月 20 日に発行された株式数 1,288,439 株を、平成 17 年３月

期の期末発行済株式数には株式分割により平成 17 年５月 20 日に発行された株式

数 3,134,566 株を加算しております。 

ｄ．営業キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローを使用しており

ます。 

ｅ．利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用してお

ります。 

ｆ．有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている

全ての負債を対象としております。 

 

④ キャッシュ・フローの見通し 

  営業活動によるキャッシュ・フローのうち税金等調整前当期純利益は、約 56 億円を予

想しております。 

投資活動によるキャッシュ・フローのうち設備投資は、次期基幹システムの構築に伴

うシステム投資、物流センター増設に伴う建設協力金、商品開発に伴う金型等への投資

を予定しております。また、亚速旺（上海）商贸有限公司設立に伴う出資金の支出も予

定しております。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払い及び長期借入金の返済を見込

んでおります。 

以上の結果、次期連結会計年度の現金及び現金同等物の期末残高は、当連結会計年度

末より増加する見込みで、約 57 億円を予想しております。 

 

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は、連結当期純利益を基準に配当性向 30％を目標とする業績連動型の配当政策を利

益配分の基本といたしております。配当基準日に関しましては、毎年３月 31 日及び９月 30

日を基準日とする、年２回の配当を継続する方針であります。 

 内部留保につきましては、経営体質の一層の強化と将来の企業価値を高めるために活用

してまいります。 

 このような考えのもと、当期の配当につきましては、1株当たり 48 円（内中間配当 23 円）

とさせていただきたく存じます。 

 次期の配当につきましては、1 株当たり 52 円（内中間配当 26 円）を予定しております。 

 

(4)事業等のリスク 

 当社グループの経営成績、財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスク及び変動要因

と、その他重要と考えられる事項を以下のとおり記載いたします。当社グループでは、こ

れらのリスクの発生を十分に認識した上で、発生を極力回避し、また発生した場合に的確
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な対応を行うための努力を継続してまいります。 

 

① 当社グループの事業内容について 

当社グループは、各種研究所、研究機関、生産施設、医療施設等において使用される

科学機器、備品の卸売を主たる事業としております。事業の形態といたしましては、約

4,000 社の科学機器や医療・介護関係機器のディーラー様に対し商品カタログ等を提供し、

ディーラー様がこのカタログをユーザー様に配布して営業を行い、ディ－ラー様が当社

に注文を出し、当社からディーラー様へ商品を届けるカタログ販売の形態が主要な事業

であります。 

  また、商品の仕入れは、約 1,900 社のメ－カ－様、商社様から仕入れる一方、一部商

品については、当社ブランドの商品を生産委託しております。 

  このように、当社グループの事業はディーラー様、仕入先様等の多くの取引先様の協

力によって支えられております。従って、取引先様の経営状況の変化等によって取引先

様から協力が得られない事態になった場合は、販売チャンスを逸したり商品の仕入れに

支障を来たしたりする等、当社グループの事業運営に影響を与える可能性があります。 

 

② 情報システムについて 

  当社は、受注から出荷までを一連の情報システムによって運営しております。また、

受注は原則ディーラー様経由で、その４割以上をインターネットをはじめとする電磁的

方法により注文を受け、受注業務の効率化を図っております。情報システム関連の技術

革新は著しい変化があり、その変化に適応すべく、当社では継続的に投資を実施してお

ります。また、万一の事態に備え、不正アクセスやコンピュータウィルスを防御するセ

キュリティー対策も講じております。 

  しかし、基幹システム、ネットワークの障害及び情報の改ざん・破壊・漏洩等を完全

に予防または回避することが困難な場合もあり、万が一かかる事態が生じた場合、当社

グループの事業運営に重大な支障を及ぼす可能性があります。 

 

③ 競合について 

  科学機器、備品を取扱う当業界は、大小さまざまなメ－カ－、商社が激しい競争を行

っております。当社グループといたしましても、カタログを通じた幅広い品揃え、「ビー

カー１つ」でもすぐに納入できるクイックデリバリー体制の構築及び情報機能強化等を

図り、競合他社との差別化に努め、売上の拡大を図っております。しかしながら、競合

先も、価格、サービス等それぞれの得意分野を活かした業容拡大を図っており、当社グ

ループが即応できないサービスを提供する競合先が現れる可能性があり、その場合は当

社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

④ 商品について 

当社グループは、商社という特性から大半の取扱商品は他社ブランド品であり、さら

に、一部当社グループが輸入した商品及び自社ブランド商品を取扱っております。当社
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は、国内事業所において ISO9001 の認証を取得し、品質マネジメント体制を構築してお

り、また、製造物責任賠償については、保険に加入しております。しかしながら、予想

外のリコールや製造物責任賠償につながるような問題が生じた場合は、この保険が最終

的に負担する賠償額を充分にカバーできない場合もあり、多額のコストや当社グループ

の評価に重大な影響を与え、それにより売上高が低下し、当社グループの業績に影響が

及ぶ可能性があります。 

 

⑤ 災害や停電について 

当社は、埼玉県北葛飾郡と大阪市に物流センターを設置しております。これらの施設

において災害、停電、その他の中断事象が生じた場合、その影響を完全に防止または軽

減できる保証はありません。仮にこれらの施設で地震やその他の操業を中断する事象が

発生した場合、商品の出荷能力が著しく低下する可能性があります。 

 

⑥ 海外展開に潜在するリスクについて 

当社グループは、中国に駐在員を派遣しております。また、中国・東南アジアを中心

とした協力メーカー様から一部商品の供給を受けております。これらの海外への事業展

開には以下に掲げるようなリスクが内在しております。 

a. 予期しない法律または規制の変更 

b. 不利な政治または経済要因 

c. 人材の採用と確保の難しさ 

d. 未整備の技術インフラが、当社グループの商品やサービスに対する顧客の支持を

低下させる可能性 

e. テロ、戦争、その他の要因による社会的混乱 

  これらにより、商品の供給等に支障が生じた場合、当社グループの業績に影響が及ぶ

可能性があります。 
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２．企業集団の状況 

 当社グループは、アズワン株式会社（以下当社という）及び連結子会社３社（井内物流

株式会社、株式会社アーンスト・ハンセン商会及び三共医療機株式会社）により構成され

ており、主に各種研究所、研究機関、生産施設、医療施設等において使用される科学機器、

備品等を取扱う専門商社であります。 

 なお、井内物流株式会社は当社の物流倉庫の運営等を受託しております。株式会社アー

ンスト・ハンセン商会は理化学機器の輸入・販売等を行っており、事業部門としましては

研究・産業機器部門に属しております。三共医療機株式会社はレントゲン撮影台の昇降機

等附属品の製造・販売を行っており、事業部門としましてはその他部門となります。 

商 商 商

品 品 品

商 製

品 品

商

製　　　品

品

倉庫管理 商品・材料

商　　　品

商 商

品 品

仕 入 先

得 意 先
得 意 先

仕 入 先

材
料

・
製
品

株式会社
アーンスト・
ハンセン商会

仕 入 先

井内物流株式会社

三共医療機株式会社

（連結子会社）

（連結子会社）

最終ユーザー 最終ユーザー 最終ユーザー

（連結子会社）

得 意 先
（ﾃ ﾞｨ ｰﾗｰ)（ デ ィ ーラ ー ）

 

（注）平成 20 年３月期より連結子会社亚速旺（上海）商贸有限公司が当社の販売先に加

わる予定であります。 
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３ ． 経 営 方 針 

(1) 会社の経営の基本方針 

 当社グループは、「革新と創造」という企業理念のもとで、「顧客満足度の追求」を徹底

することにより業容を拡大し、併せて業務の効率化を推進することによって収益力の強

化・企業価値の増大を図ることを経営の基本方針といたしております。 

 「顧客満足度の追求」につきましては、ユーザーニーズにきめ細かく対応するために、

幅広い品揃え、カタログやインターネット等による情報提供に加え、商品のクイックデリ

バリー等、お客様の利便性向上が重要であると考えております。 

 

(2) 目標とする経営指標 

 当社グループは、経営方針として「顧客満足度の追求」を徹底することを掲げておりま

すが、成長過程にあり柔軟性を保つために数値的な経営指標は設けておりません。 

 

(3)中長期的な会社の経営戦略並びに会社の対処すべき課題 

 当社グループは、新分野の開拓、新商品の情報収集、新規取引先の開拓等によって業容

の拡大を図り、さらに情報サービスの提供、ロジスティクス機能の充実等によってお客様

の利便性を向上させるため、以下の課題に取り組んでまいります。 

 

① マーチャンダイジングの強化 

 当社グループの事業は、カタログ（紙媒体及び電子媒体）を通じた販売を主体として

おります。そのため、魅力的な商品を多数掲載した競争力あるカタログを発刊すること

を、経営上の重要な課題と考えております。具体的には、掲載商品の構成、品質及び機

能の向上、競争力ある価格設定、オリジナル商品開発等による他社との差別化等を進め

てまいります。 

新しい市場分野といたしましては、食品検査機器分野、バイオサイエンス関連商品分

野及び半導体製造関連商品分野への取組みに一層注力するほか、市場ニーズを捉えた各

種専門カタログの発刊等、品揃えの充実に努めてまいります。 

今後も新商品の投入ペースを速め、市場の変化に機敏に対応してまいりたいと考えて

おります。 

 

② グローバル化の推進 

今後も、世界で通用する商品の開拓・調達をアジア・米国・欧州等において推進して

まいる方針であります。 

また、平成 19 年４月に中国上海において当社 100％出資の亚速旺（上海）商贸有限公

司の営業許可を得、現在営業開始に向け準備を進めております。 

  

③ ロジスティクス機能の強化 

 「ビーカー１つ」でもすぐに納入できるクイックデリバリー体制が当社グループの強
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みであります。今後とも、「必要なものが必要なときに必要な分だけ納入される安心感」

をご提供できるよう、一層のデリバリー機能強化と在庫・仕入管理体制強化並びに設備・

情報システム面の充実を図ってまいります。より多様化するお客様からのご要望に応え、

コスト削減とサービス向上を両立できるよう努力を継続してまいります。 

 

④ 情報機能の強化 

 当社グループは、紙媒体であるカタログに加え、インターネット上に商品情報を掲載

し、紙媒体では掲載しきれない在庫情報や詳細情報等を動画等も交えて提供しておりま

す。また、受発注につきましては、インターネットを利用した受発注システム「I－COM 

Web」の利用促進、ディーラー様及び仕入先様との情報伝達の効率化を図る等、受注から

出荷までの一連のシステム化を整備してまいりました。また、こうした電子媒体を利用

した電子取引による一括購買支援システム「ＯＣＥＡＮ」を提供する等、お客様のご要

望に応えられるシステム開発を常に行っております。一方で、電子媒体だけではなく、

カスタマー相談センターを設け電話やインターネット等によるより詳細なお問い合わせ

にお答えする体制も整えてまいりました。今後も、ますますの効率化と情報提供機能の

高度化を進めてまいります。 

 

 

 

（注）文中における将来に関する記載事項は、本決算発表日（平成 19 年５月 10 日）現在

において入手可能な情報に基づき当社が判断したものであります。 
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４. 連結財務諸表等 
（１）連結貸借対照表 （単位：千円、端数切捨て）

前連結会計年度 
（平成１８年３月３１日） 

当連結会計年度 
（平成１９年３月３１日） 

区分 金額 構成比 金額 構成比

増減金額 

（資産の部） ％ ％

Ⅰ 流動資産  ３３，８００，９３２ 80.1 ３５，８７９，９３４ 80.0 ２，０７９，００２

 １． 現金及び預金  １３，９５２，１０８ １３，０９９，３６４ △８５２，７４３

 ２． 受取手形及び売掛金  １５，９３９，８８０ １７，４５７，６８６ １，５１７，８０５

 ３． 有価証券  － １，０００，０００ １，０００，０００

 ４． たな卸資産  ３，１４０，４１６ ３，７９６，０７０ ６５５，６５４

 ５． 繰延税金資産  ２９５，２８８ ２９０，６０３ △４，６８４

 ６． その他  ５２５，４８９ ２６９，３３２ △２５６，１５６

 ７． 貸倒引当金  △５２，２５０ △３３，１２４ １９，１２６

Ⅱ 固定資産  ８，４１４，３５３ 19.9 ８，９７５，９３４ 20.0 ５６１，５８０

 １． 有形固定資産  ５，５２５，４５４ 13.1 ５，４０２，２２７ 12.0 △１２３，２２６

 (1) 建物及び構築物  ２，４１０，０６８ ２，２４９，７４５ △１６０，３２２

 (2) 機械装置及び運搬具  ６１，７８６ ５８，９４２ △２，８４３

 (3) 工具・器具及び備品  ３３１，７４１ ３８５，３０４ ５３，５６３

 (4) 土地  ２，７０８，２３４ ２，７０８，２３４ －

 (5) 建設仮勘定  １３，６２２ － △１３，６２２

 ２． 無形固定資産  ７０１，５０９ 1.6 ６６５，００３ 1.5 △３６，５０６

 (1) ソフトウェア  ４５８，８４５ ４７２，２１５ １３，３７０

 (2) ソフトウェア仮勘定  － １，１００ １，１００

 (3) 営業権  １０８，６６６ － △１０８，６６６

 (4) 連結調整勘定  ９５，６５７ － △９５，６５７

 (5) のれん  － １５３，２４２ １５３，２４２

 (6) 電話加入権  ３８，３４０ ３８，４４４ １０３

 ３． 投資その他の資産  ２，１８７，３８９ 5.2 ２，９０８，７０３ 6.5 ７２１，３１３

 (1) 投資有価証券  １，０５０，９６３ １，６７５，５５８ ６２４，５９５

 (2) 繰延税金資産  ３５４，８１８ ５１２，７３８ １５７，９１９

 (3) 投資不動産  ３３１，７１２ ３０６，９１２ △２４，８００

 (4) その他  ５３１，２７１ ５４０，５０７ ９，２３６

 (5) 貸倒引当金  △８１，３７６  △１２７，０１３ △４５，６３７

 資産合計 ４２，２１５，２８６ 100.0 ４４，８５５，８６８ 100.0 ２，６４０，５８２
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 （単位：千円、端数切捨て）

 
前連結会計年度 

（平成１８年３月３１日） 

当連結会計年度 
（平成１９年３月３１日） 

区分 金額 構成比 金額 構成比

増減金額 

（負債の部）  ％ ％

Ⅰ 流動負債  １２，２３９，９００ 29.0 １３，１９８，３３８ 29.4 ９５８，４３７

 １． 支払手形及び買掛金  ８，８９９，３１９ ９，６８０，５６１ ７８１，２４２

 ２． 短期借入金  １，０２０，０００ １，０２０，０００ －

 ３． 未払法人税等  １，０９１，４６６ １，２６４，３４９ １７２，８８２

 ４． 賞与引当金  １８７，７９３ １９５，４２９ ７，６３５

 ５． 役員賞与引当金  － ６６，７００ ６６，７００

 ６． その他  １，０４１，３２０ ９７１，２９７ △７０，０２３

Ⅱ 固定負債  ２，２１３，９３５ 5.2 １，９３７，０２６ 4.3 △２７６，９０９

 １． 長期借入金  １，６５０，０００ １，３５０，０００ △３００，０００

 ２． 退職給付引当金  １８２，９９９ １８２，３２３ △６７５

 ３． 役員退職慰労引当金  ２５５，０１６ ２７３，３４０ １８，３２３

 ４． その他  １２５，９１９ １３１，３６２ ５，４４２

 負債合計 １４，４５３，８３６ 34.2 １５，１３５，３６４ 33.7 ６８１，５２８

（少数株主持分） 

 少数株主持分 １，８０７ 0.0 － － △１，８０７

（資本の部） 

Ⅰ 資本金  ５，０７５，０００ 12.0 － － △５，０７５，０００

Ⅱ 資本剰余金  ５，４６９，５００ 13.0 － － △５，４６９，５００

Ⅲ 利益剰余金  １７，６１４，８０４ 41.7 － － △１７，６１４，８０４

Ⅳ その他有価証券評価差額金  ２８８，１９４ 0.7 － － △２８８，１９４

Ⅴ 自己株式  △６８７，８５６ △1.6 － － ６８７，８５６

 資本合計 ２７，７５９，６４２ 65.8 － － △２７，７５９，６４２

 
負債、少数株主持分及び 

資本合計 
 ４２，２１５，２８６ 100.0 － － △４２，２１５，２８６
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 （単位：千円、端数切捨て）

 
前連結会計年度 

（平成１８年３月３１日） 

当連結会計年度 
（平成１９年３月３１日） 

区分 金額 構成比 金額 構成比

増減金額 

（純資産の部） ％ ％

Ⅰ 株主資本  － － ２９，５７６，３７５ 66.0 ２９，５７６，３７５

 １．資本金  － － ５，０７５，０００ 11.3 ５，０７５，０００

 ２．資本剰余金  － － ５，４６９，５００ 12.2 ５，４６９，５００

 ３．利益剰余金  － － １９，７２２，２５７ 44.0 １９，７２２，２５７

 ４．自己株式  － － △６９０，３８１ △1.5 △６９０，３８１

Ⅱ 評価・換算差額等  － － １４４，１２８ 0.3 １４４，１２８

 
１．その他有価証券評価差

額金 
 － － １４４，１２８ 0.3 １４４，１２８

Ⅲ 少数株主持分  － － － － －

 純資産合計  － － ２９，７２０，５０４ 66.3 ２９，７２０，５０４

 負債純資産合計  － － ４４，８５５，８６８ 100.0 ４４，８５５，８６８
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（２）連結損益計算書 （単位：千円、端数切捨て）

 

前連結会計年度 

自 平成１７年４月 １日 

至 平成１８年３月３１日 

当連結会計年度 

自 平成１８年４月 １日 

至 平成１９年３月３１日 

区分 金額 百分比 金額 百分比

増減金額 

 ％ ％

Ⅰ 売上高 40,505,503 100.0 44,242,160 100.0 3,736,656

Ⅱ 売上原価 27,768,151 68.6 30,296,533 68.5 2,528,381

  売上総利益 12,737,352 31.4 13,945,627 31.5 1,208,274

Ⅲ 販売費及び一般管理費 

１． 運賃 1,112,882 1,262,071 149,188

２． カタログ費 487,834 758,972 271,137

３． 貸倒引当金繰入額 21,847 43,787 21,940

４． 役員報酬・給与及び賞与 2,146,836 2,253,691 106,855

５． 賞与引当金繰入額 182,144 191,381 9,236

６． 役員賞与引当金繰入額 － 66,700 66,700

７． 退職給付費用 65,089 40,543 △24,546

８． 役員退職慰労引当金繰入額 17,583 18,323 740

９． 福利厚生費 401,689 400,262 △1,427

10． 通信費 145,728 147,067 1,338

11． 減価償却費 297,651 250,250 △47,400

12． リース・コンピューター料 245,659 245,801 142

13． 不動産賃借料 322,250 316,481 △5,768

14． ソフトウェア償却 232,356 203,759 △28,597

15． その他 2,273,293 7,952,848 19.6 2,456,302 8,655,397 19.5 183,009 702,549

  営業利益 4,784,504 11.8 5,290,229 12.0 505,725

Ⅳ 営業外収益 

１． 受取利息 6,238 63,530 57,291

２． 受取配当金 829 2,236 1,407

３． 投資不動産賃貸料 23,848 24,000 151

４． 保険配当金等収入 － 14,155 14,155

５． その他 5,289 36,205 0.1 8,284 112,206 0.2 2,995 76,001

Ⅴ 営業外費用 

１． 支払利息 39,654 36,672 △2,981

２． 為替差損 15,802 21,046 5,244

３． 投資不動産賃貸原価 9,352 8,396 △956

４． 固定資産除却損 37,548 12,696 △24,851

５． リース解約損 － 5,839 5,839

６． その他 6,949 109,307 0.3 7,744 92,396 0.2 794 △16,911

  経常利益 4,711,401 11.6 5,310,040 12.0 598,638
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（単位：千円、端数切捨て） 

 

前連結会計年度 

自 平成１７年４月 １日 

至 平成１８年３月３１日 

当連結会計年度 

自 平成１８年４月 １日 

至 平成１９年３月３１日 

区分 金額 百分比 金額 百分比

増減金額 

  ％  ％

Ⅵ 特別損失  

１． 会員権評価損 200 4,000 3,800

２． 投資不動産売却損 － 2,646 2,646

３． 投資有価証券評価損 － 200 0.0 126,450 133,096 0.3 126,450 132,896

 税金等調整前当期純利益 4,711,201 11.6  5,176,943 11.7 465,741

 法人税、住民税及び事業税 1,993,078 2,230,565 237,486

 法人税等調整額 △25,016 1,968,062 4.9 △53,803 2,176,762 4.9 △28,786 208,699

 少数株主損失 783 0.0  1,698 0.0 914

 当期純利益 2,743,922 6.7  3,001,879 6.8 257,956

 

（３）連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書 

 

連結剰余金計算書          （単位：千円、端数切捨て）

 

前連結会計年度 

自 平成１７年４月 １日 

至 平成１８年３月３１日 

区分 金額 

(資本剰余金の部) 

Ⅰ 資本剰余金期首残高 5,469,500

Ⅱ 資本剰余金期末残高 5,469,500

 

(利益剰余金の部) 

Ⅰ 利益剰余金期首残高 15,624,516

Ⅱ 利益剰余金増加高 

１． 当期純利益 2,743,922 2,743,922

Ⅲ 利益剰余金減少高 

１． 配当金 697,735

２． 役員賞与 55,900 753,635

Ⅳ 利益剰余金期末残高 17,614,804
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連結株主資本等変動計算書 

当連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）                      （単位：千円、端数切捨て） 

株主資本 

 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高 5,075,000 5,469,500 17,614,804 △687,856 27,471,447

連結会計年度中の変動額  

剰余金の配当（注） － － △407,458 － △407,458

剰余金の配当 － － △425,967 － △425,967

役員賞与（注） － － △61,000 － △61,000

当期純利益 － － 3,001,879 － 3,001,879

自己株式の取得 － － － △2,525 △2,525

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額） 
－ － － － －

連結会計年度中の変動額合計 － － 2,107,453 △2,525 2,104,928

平成19年３月31日残高 5,075,000 5,469,500 19,722,257 △690,381 29,576,375
      

 

 

評価･換算差額等 

 
その他有価証券 

評価差額金 

少数株主持分 純資産合計 

平成18年３月31日残高 288,194 1,807 27,761,450 

連結会計年度中の変動額    

剰余金の配当（注） － － △407,458 

剰余金の配当 － － △425,967 

役員賞与（注） － － △61,000 

当期純利益 － － 3,001,879 

自己株式の取得 － － △2,525 

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額） 
△144,065 △1,807 △145,873 

連結会計年度中の変動額合計 △144,065 △1,807 1,959,054 

平成19年３月31日残高 144,128 － 29,720,504 
    

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書                             （単位：千円、端数切捨て） 

 
前連結会計年度 

自 平成１７年４月 １日 

至 平成１８年３月３１日 

当連結会計年度 

自 平成１８年４月 １日

至 平成１９年３月３１日

区分 金額 金額 

増減金額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

 １． 税金等調整前当期純利益  4,711,201 5,176,943 465,741 

 ２． 為替差損益  △594 278 872 

 ３． 減価償却費  560,650 518,710 △41,939 

 ４． 連結調整勘定償却額  23,914 － △23,914 

 ５． のれん償却額  － 51,080 51,080 

 ６． 投資有価証券評価損  － 126,450 126,450 

 ７． 会員権評価損  200 4,000 3,800 

 ８． 貸倒引当金の増減額  10,073 26,510 16,436 

 ９． 賞与引当金の増減額  △34,762 7,635 42,398 

 10. 役員賞与引当金の増減額  － 66,700 66,700 

 11． 退職給付引当金の増減額  △11,685 △675 11,009 

 12. 有形固定資産除却損  16,221 10,218 △6,003 

 13. その他の非資金項目  16,007 30,337 14,330 

 14. 受取利息及び受取配当金  △7,067 △65,766 △58,699 

 15. 支払利息  39,654 36,672 △2,981 

 16. 売上債権の増減額  △1,494,981 △1,517,805 △22,824 

 17. たな卸資産の増減額  171,972 △656,369 △828,342 

 18. 仕入債務の増減額  404,141 781,242 377,101 

 19. 未払消費税等の増減額  △10,970 △65,972 △55,002 

 20. 役員賞与の支払額  △55,900 △61,000 △5,100 

 21. その他の増減額  △97,358 172,974 270,333 

  小計  4,240,717 4,642,166 401,449 

 22. 利息及び配当金の受取額  6,484 27,213 20,728 

 23. 利息の支払額  △42,444 △34,949 7,495 

 24. 法人税等の支払額  △1,957,653 △2,059,431 △101,778 

   営業活動によるキャッシュ・フロー 2,247,103 2,574,999 327,895 
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                                           （単位：千円、端数切捨て） 
 

前連結会計年度 

自 平成１７年４月 １日 

至 平成１８年３月３１日 

当連結会計年度 

自 平成１８年４月 １日

至 平成１９年３月３１日

区分 金額 金額 

増減金額 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

 １． 定期預金の預入による支出  △6,000 △7,006,000 △7,000,000 

 ２． 定期預金の払戻による収入  － 1,100,000 1,100,000 

 ３． 投資有価証券の取得による支出  △151,200 △3,000,000 △2,848,800 

 ４． 投資有価証券の償還による収入  － 1,000,000 1,000,000 

 ５． 有形固定資産の取得による支出  △175,763 △216,948 △41,184 

 ６． 無形固定資産の取得による支出  △161,243 △222,494 △61,250 

 ７． 営業権の取得による支出  △135,832 － 135,832 

 ８． 貸付金の回収による収入  9,698 2,688 △7,009 

 ９． 建設協力金の回収による収入  19,920 19,920 － 

 10． 保険積立金の解約による収入  228,035 104,529 △123,505 

 11. その他の投資収支  △14,366 20,820 35,186 

   投資活動によるキャッシュ・フロー △386,753 △8,197,483 △7,810,730 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

 １． 短期借入金の純増減額  270,000 － △270,000 

 ２． 長期借入金の返済による支出  △1,050,000 △300,000 750,000 

 ３． 自己株式の取得による支出  △12,288 △2,525 9,763 

 ４． 配当金の支払額  △696,699 △833,469 △136,769 

   財務活動によるキャッシュ・フロー △1,488,988 △1,135,994 352,993 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  375 △264 △640 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  371,737 △6,758,743 △7,130,481 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  11,345,371 11,717,108 371,737 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  11,717,108 4,958,364 △6,758,743 
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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１７年４月 １日 

至 平成１８年３月３１日 

当連結会計年度 

自 平成１８年４月 １日 

至 平成１９年３月３１日 

１．連結の範囲に関する事項 子会社は、井内物流株式会社、三共医療機株

式会社及び株式会社アーンスト・ハンセン商

会の３社であり、当該子会社を連結の範囲と

しております。 

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 

すべての連結子会社の決算日は連結会計年度

末日と一致しております。 

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 

────── 

 

その他有価証券 

時価のあるもの 

連結会計年度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。) 

① 有価証券 

満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

連結会計年度末日の市場価格等に

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してお

ります。) 

 時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

 ② デリバティブ 

時価法  

② デリバティブ 

同左 

 ③ たな卸資産 

商品  移動平均法による原価法、但し

加工商品については主として総

平均法による原価法 

③ たな卸資産 

商品     同左 

 貯蔵品 先入先出法による原価法 貯蔵品    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 

定率法によっております。 

なお、耐用年数については法人税法の規

定と同一の基準によっております。 

① 有形固定資産 

同左 

 ② 無形固定資産 

営業権については５年、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）に基づく定額法を採

用しております。 

② 無形固定資産 

定額法 

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）に基

づいております。 

 ③ 投資不動産 

定率法によっております。 

なお、耐用年数については法人税法の規

定と同一の基準によっております。 

③ 投資不動産 

同左 
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項目 

前連結会計年度 

自 平成１７年４月 １日 

至 平成１８年３月３１日 

当連結会計年度 

自 平成１８年４月 １日 

至 平成１９年３月３１日 

 ④ 長期前払費用 

毎期均等償却しております。 

④ 長期前払費用 

同左 

(3）重要な引当金の計上基

準 

① 貸倒引当金 

売上債権等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

能見込額を計上しております。 

① 貸倒引当金 

同左 

 ② 賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備えるため、支給

見込額の当連結会計年度負担額を計上し

ております。 

② 賞与引当金 

同左 

 ③      ────── ③ 役員賞与引当金 

役員の賞与の支給に備えるため、支給見

込額の当連結会計年度負担額を計上し

ております。 

（会計方針の変更） 

当連結会計年度より「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。 

これにより、営業利益、経常利益、税金

等調整前当期純利益は、それぞれ66,700

千円減少しております。 

 ④ 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、その発生時

において一括して処理しております。 

④ 退職給付引当金 

同左 

 ⑤ 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、

役員退職慰労金の内規に基づく当連結会

計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 

同左 

(4) 重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、連結会計年度末日の

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 

(5) 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 
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項目 

前連結会計年度 

自 平成１７年４月 １日 

至 平成１８年３月３１日 

当連結会計年度 

自 平成１８年４月 １日 

至 平成１９年３月３１日 

(6) 重要なヘッジ会計の方

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

を満たしているため特例処理を、為替予

約については振当処理の要件を満たして

いるため振当処理を採用しております。

① ヘッジ会計の方法 

同左 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

a ヘッジ手段・・・金利スワップ 

ヘッジ対象・・・長期借入金利息 

b ヘッジ手段・・・為替予約 

ヘッジ対象・・・外貨建仕入債務 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

a ヘッジ手段・・・同左 

ヘッジ対象・・・同左 

b ヘッジ手段・・・同左 

  ヘッジ対象・・・同左 

 ③ ヘッジ方針 

金利及び為替相場の市場変動リスクの回

避とキャッシュ・フローの固定化を目的

にしており、投機的なデリバティブ取引

は行っておりません。 

③ ヘッジ方針 

同左 

 ④ ヘッジ有効性評価の方法 

金利スワップはキャッシュ・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、ヘッジ有効性の判定は省略

しております。 

また、為替予約はヘッジ手段とヘッジ対

象となる外貨建仕入債務に関する重要な

条件が同一であるため、ヘッジに高い有

効性があるものと判断しております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(7）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。 

消費税等の会計処理 

同左 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

全面時価評価法を採用しております。 同左 

６．連結調整勘定の償却に関

する事項 

連結子会社株式会社アーンスト・ハンセン商

会については、５年間の均等償却を行ってお

ります。 

────── 

７.のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

────── 連結子会社株式会社アーンスト・ハンセン商

会ののれんについては、５年間の均等償却を

行っております。 

８．利益処分項目等の取扱い

に関する事項 

連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分に

ついて当連結会計年度中に確定した利益処分

に基づいて作成しております。 

────── 

９．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

手許現金、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投資からな

っております。 

同左 
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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の変更 

前連結会計年度 

自 平成１７年４月 １日 

至 平成１８年３月３１日 

当連結会計年度 

自 平成１８年４月 １日 

至 平成１９年３月３１日 

────── (貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準) 

当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」(企業会計基準第５号 平成 17 年 12 月９

日)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」（企業会計基準適用指針第８号 平成 17 年

12 月９日）を適用しております。従来の資本の部の合計に

相当する金額は 29,720,504 千円であります。 

なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資産の

部につきましては、連結財務諸表規則の改正に伴い、改正

後の連結財務諸表規則により作成しております。 

 

 

表示方法の変更 

前連結会計年度 

自 平成１７年４月 １日 

至 平成１８年３月３１日 

当連結会計年度 

自 平成１８年４月 １日 

至 平成１９年３月３１日 

────── 

 

 

 

 

(連結損益計算書関係) 

「固定資産除却損」は従来、営業外費用の「その他」に含

めて表示しておりましたが、当連結会計年度より営業外費

用の 100 分の 10 以上となったため、区分掲記することと

いたしました。 

 なお、前連結会計年度の営業外費用の「その他」に含め

て表示しておりました「固定資産除却損」は 4,930 千円で

あります。 

 

────── 

(連結貸借対照表関係) 

前連結会計年度において「営業権」及び「連結調整勘定」

として掲記しておりましたものは、当連結会計年度から

「のれん」として表示しております。 

 

────── 

 

 

 

 

 

 

 

 

(連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度において「減価償却費」に含めて表示して

おりました「営業権償却額」27,166 千円並びに「連結調整

勘定償却額」として掲記しておりましたものは、当連結会

計年度から「のれん償却額」として表示しております。 
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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１８年３月３１日） 

当連結会計年度 

（平成１９年３月３１日） 

１．減価償却累計額 

    有形固定資産             2,572,484千円 

    投資その他の資産            208,521千円 

２．          ────── 

 

 

 

 

 

 

３．偶発債務 

    受取手形割引高              10,335千円 

 

４．発行済株式総数    普通株式      18,807,396株 

 

５．自己株式数 当社   普通株式       286,539株 

１．減価償却累計額 

    有形固定資産             2,815,915千円 

    投資その他の資産            204,622千円 

２．連結会計年度末日満期手形 

連結会計年度末日満期手形の会計処理につきましては、当連結会

計年度の末日は銀行休業日でありますが、満期日に決済が行われ

たものとして処理しております。これにより、期末残高から除か

れる連結会計年度末日満期手形は次のとおりであります。 

              受取手形 779,473 千円 

              支払手形 101,717 千円 
３．偶発債務 

    受取手形割引高              6,663千円 

 

４．          ────── 

 

５．          ────── 

 

 

（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 

自 平成１７年４月 １日 

至 平成１８年３月３１日 

当連結会計年度 

自 平成１８年４月 １日 

至 平成１９年３月３１日 

１．研究開発費の総額 

  一般管理費に含まれる研究開発費       126,595千円 

１．研究開発費の総額 

  一般管理費に含まれる研究開発費       250,544千円 
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（連結株主資本等変動計算書関係） 

当連結会計年度（自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前連結会計年度末 

株式数 
当連結会計年度 

増加株式数 
当連結会計年度 

減少株式数 
当連結会計年度末 

株式数 
発行済株式 

  普通株式 18,807,396 株 － － 18,807,396 株 

合計 18,807,396 株 － － 18,807,396 株 

自己株式 

 普通株式（注） 286,539 株 826 株 － 287,365 株 

合計 286,539 株 826 株 － 287,365 株 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加 826 株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

 

３．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

（決 議） 
株式の種類 配当金の総額 

１株当たり 

配当額 
基準日 効力発生日 

平成 18 年６月 29 日 

定時株主総会 
普通株式 407,458 千円 22 円 平成 18 年３月 31 日 平成 18 年６月 30 日

平成 18 年 11 月９日 

取締役会 
普通株式 425,967 千円 23 円 平成 18 年９月 30 日 平成 18 年 12 月８日

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度末後となるもの 

（決 議） 
株式の種類 配当金の総額 配当の原資 

１株当たり

配当額 
基準日 効力発生日 

平成 19 年６月 28 日 

定時株主総会 
普通株式 463,000 千円 利益剰余金 25 円 平成 19 年３月 31 日 平成 19 年６月 29 日

 

 

（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１７年４月 １日 

至 平成１８年３月３１日 

当連結会計年度 

自 平成１８年４月 １日 

至 平成１９年３月３１日 

１．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 
１．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 
（平成18年3月31日現在） （平成19年3月31日現在） 

 
 千円

現金及び預金勘定 13,952,108 

預入期間が３カ月を超える定期預金 △2,235,000 

現金及び現金同等物の期末残高 11,717,108 
 

 
 千円

現金及び預金勘定 13,099,364 

預入期間が３カ月を超える定期預金 △8,141,000 

現金及び現金同等物の期末残高 4,958,364 
   

２．営業の譲受けにより増加した資産の主な内訳 

    営業権                 135,832千円 

２．          ────── 

 

 

 

(セグメント情報) 

１．事業の種類別セグメント情報 

   当連結会計年度及び前連結会計年度において科学機器商品等の卸売事業の売上高、営業利益及び資産の金額が、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資産の金額のいずれも 90％超であるため、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。 

２．所在地別セグメント情報 

   当連結会計年度及び前連結会計年度において、当社グループは本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないた

め該当事項はありません。 

３．海外売上高 

   当連結会計年度及び前連結会計年度において海外売上高が、連結売上高の 10％未満のため、記載を省略しております。 
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（リース取引関係） 

前連結会計年度 

自 平成１７年４月 １日 

至 平成１８年３月３１日 

当連結会計年度 

自 平成１８年４月 １日 

至 平成１９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、減損

損失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）

機械装置及び運

搬具 
902,069 414,712 487,357

工具・器具及び

備品 
58,038 38,000 20,037

合計 960,107 452,713 507,394

  

 

 

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 
901,957 554,206 347,750

工具・器具及び

備品 
39,167 31,240 7,926

合計 941,125 585,447 355,677

  
 (2) 未経過リース料期末残高相当額等  (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     未経過リース料期末残高相当額 
 

１年内 147,493千円

１年超 380,347 

合計 527,840 
   

 
１年内 147,199千円

１年超 228,917 

合計 376,117 
  

 (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 

 (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 156,239千円

減価償却費相当額 148,208 

支払利息相当額 9,860  
  

 
支払リース料 154,472千円

減価償却費相当額 146,518 

支払利息相当額 7,333  
  

 (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 

 (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、各連結会計年度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 

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 未経過リース料 
 

１年内 1,212千円

１年超 404 

合計 1,616  
  

 
１年内 404千円

１年超 － 

合計 404  
    

（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。 

（減損損失について） 

同左 
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（税効果会計関係） 

前連結会計年度 

（平成１８年３月３１日） 

当連結会計年度 

（平成１９年３月３１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 千円

減損損失 229,033 

賞与引当金 141,928 

役員退職慰労引当金 104,608 

未払事業税 84,612 

退職給付引当金 73,892 

貸倒引当金 19,342 

その他 260,756 

繰延税金資産小計 914,175 

評価性引当額 △60,215 

繰延税金資産合計 853,959 
  

 
繰延税金資産 千円

減損損失 227,894 

賞与引当金 149,149 

役員退職慰労引当金 112,132 

未払事業税 96,752 

減価償却費 75,171 

退職給付引当金 73,793 

その他 236,062 

繰延税金資産小計 970,955 

評価性引当額 △64,798 

繰延税金資産合計 906,156 
   

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △200,578 

その他 △4,813 

繰延税金負債小計 △205,391 

繰延税金資産（負債）の純額 648,567 
  

 
繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △102,883 

その他 △681 

繰延税金負債小計 △103,564 

繰延税金資産（負債）の純額 802,592 
  

(注)連結貸借対照表に含まれる繰延税金資産及び繰延税金負債の純額 (注)連結貸借対照表に含まれる繰延税金資産及び繰延税金負債の純額 
 

流動資産－繰延税金資産 295,288 千円

固定資産－繰延税金資産 354,818  

固定負債－その他 1,539  
  

 
流動資産－繰延税金資産 290,603 千円

固定資産－繰延税金資産 512,738  

固定負債－その他 750  
 

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要

因 

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要

因 
 

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。 
 

 
同左 
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(有価証券関係) 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

（単位：千円、端数切捨て） 

前連結会計年度 
（平成１８年３月３１日） 

当連結会計年度 
（平成１９年３月３１日） 

区分 種類 

取得原価 
連結貸借対照表
計上額 

差額 取得原価 
連結貸借対照表
計上額 

差額 

(1）株式 208,756 697,697 488,940 100,469 354,431 253,961
(2）債券   

国債・地方債等 － － － － － －
社債 － － － － － －
その他 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

連結貸借対照
表計上額が取
得原価を超え
るもの 

小計 208,756 697,697 488,940 100,469 354,431 253,961

(1）株式 282 243 △38 108,416 98,961 △9,455
(2）債券   

国債・地方債等 － － － － － －
社債 － － － － － －
その他 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

連結貸借対照
表計上額が取
得原価を超え
ないもの 

小計 282 243 △38 108,416 98,961 △9,455

合計 209,038 697,941 488,902 208,886 453,392 244,506

（注）当連結会計年度において、その他有価証券株式について 152 千円減損処理を行なっております。 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

（単位：千円、端数切捨て） 

前連結会計年度 

(平成１８年３月３１日) 

当連結会計年度 

(平成１９年３月３１日) 区分 

連結貸借対照表計上額 連結貸借対照表計上額 

（1）満期保有目的の債券   

非上場の債券 － 2,000,000 

小計 － 2,000,000 

（2）その他有価証券   

非上場株式 223,200 96,902 

投資事業有限責任組合 129,822 125,264 

小計 353,022 222,166 

合計 353,022 2,222,166 

（注）当連結会計年度において、その他有価証券非上場株式について 126,298 千円減損処理を行なっております。 

 

３．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

（単位：千円、端数切捨て） 

 １年内 １年超５年以内 ５年超 10 年以内 10 年超 

満期保有目的の債券 

非上場の債券 
 

1,000,000 

 

－ 

 

－ 

 

1,000,000 

 

(デリバティブ取引関係) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

１．通貨関連 

前連結会計年度（平成１８年３月３１日） 当連結会計年度（平成１９年３月３１日） 

為替予約取引については前連結会計年度末に取引がないため、記載

すべきデリバティブ取引はありません。 

為替予約取引についてはヘッジ会計を適用しているため、記載すべき

デリバティブ取引はありません。 

 

２．金利関連 

前連結会計年度（平成１８年３月３１日） 当連結会計年度（平成１９年３月３１日） 

金利スワップ取引については、ヘッジ会計を適用しているため、記

載すべきデリバティブ取引はありません。 

同左 
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（退職給付関係） 
１．採用している退職給付制度の概要 

   当社並びに連結子会社井内物流株式会社及び株式会社アーンスト・ハンセン商会は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度及び退

職一時金制度を設けており、連結子会社三共医療機株式会社は、退職一時金制度を設けております。また、従業員の退職等に際して割増

退職金を支払う場合があります。 
 
２．退職給付債務に関する事項 

 
 

前連結会計年度 

（平成１８年３月３１日） 

当連結会計年度 

（平成１９年３月３１日） 

 イ．退職給付債務 △453,729千円 △484,944千円 

 ロ．年金資産 270,729 302,621 

 ハ．未積立退職給付債務（イ＋ロ） △182,999 △182,323 

 ニ．会計基準変更時差異の未処理額 － － 

 ホ．未認識数理計算上の差異 － － 

 ヘ．未認識過去勤務債務（債務の減額） － － 

 ト．連結貸借対照表計上額純額（ハ＋ニ＋ホ＋ヘ） △182,999 △182,323 

 チ．前払年金費用 － － 

 リ．退職給付引当金（ト－チ） △182,999 △182,323 

    
 （注） 連結子会社三共医療機株式会社及び株式会社アーンスト・ハンセン商会は、退職給付債務の算定に当たり、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 

 

 

前連結会計年度 

自 平成１７年４月 １日 

至 平成１８年３月３１日 

当連結会計年度 

自 平成１８年４月 １日 

至 平成１９年３月３１日 

 イ．勤務費用 40,312千円 46,134千円 

 ロ．利息費用 5,890 6,546 

 ハ．期待運用収益 △3,190 △4,060 

 ニ．会計基準変更時差異の費用処理額 － － 

 ホ．数理計算上の差異の費用処理額 22,305 △7,859 

 ヘ．過去勤務債務の費用処理額 － － 

 ト．退職給付費用（イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ＋ヘ） 65,317 40,760 

    
      （注） 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「イ．勤務費用」に計上しております。 

 
４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 

 

前連結会計年度 

自 平成１７年４月 １日 

至 平成１８年３月３１日 

当連結会計年度 

自 平成１８年４月 １日 

至 平成１９年３月３１日 

 イ．退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準によっております。 同左 

 ロ．割引率 1.5％ 1.5％ 

 ハ．期待運用収益率 1.5％ 1.5％ 

 ニ．過去勤務債務の額の処理年数 該当事項はありません。 同左 

 ホ．数理計算上の差異の処理年数 発生時において一括処理してお

ります。 

同左 

 ヘ．会計基準変更時差異の処理年数 該当事項はありません。 同左 
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（１株当たり情報） 

前連結会計年度 

自 平成１７年４月 １日 

至 平成１８年３月３１日 

当連結会計年度 

自 平成１８年４月 １日 

至 平成１９年３月３１日 
 

１株当たり純資産額 1,495円54銭

１株当たり当期純利益金額 144円84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。 

  

 
１株当たり純資産額 1,604円78銭

１株当たり当期純利益金額 162円09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。 

  
  当社は、平成17年5月20日付で株式１株につき1.2株の株式分割を

行っております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前連結

会計年度における１株当たり情報については、以下のとおりであり

ます。 

１株当たり純資産額  1,382円12銭

１株当たり当期純利益金額 150円23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。 
 

 

 

（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 

当連結会計年度 

自 平成１８年４月 １日 

至 平成１９年３月３１日 

 当期純利益（千円） 2,743,922 3,001,879 

 普通株主に帰属しない金額（千円） 61,000 － 

    （うち利益処分による役員賞与） （ 61,000） （－）

 普通株式に係る当期純利益（千円） 2,682,922 3,001,879 

 普通株式の期中平均株式数（株） 18,523,517 18,520,333 

 

 

（重要な後発事象） 

前連結会計年度 

自 平成１７年４月 １日 

至 平成１８年３月３１日 

当連結会計年度 

自 平成１８年４月 １日 

至 平成１９年３月３１日 

────── 当社は、中国上海市に現地法人を設立いたしました。 

会社の概要は以下のとおりであります。 

 

新会社の名称     亚速旺(上海)商贸有限公司 

           （英文名 AS ONE SHANGHAI CORPORATION）

代表者        董事長 井内 卓嗣 

所在地        中国上海市 

資本金        ５億円 

出資者及び出資比率  当社１００％ 

決算期        12 月 31 日 

事業内容       研究用科学機器等の販売 

設立年月       平成 19 年４月 

営業開始日      平成 19 年６月中旬（予定） 

 

 

（開示の省略） 

  関連当事者との取引に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 



（７４７６）平成 19 年３月期決算短信 

 32

５．販売実績 
（1）事業部門別販売実績 

（単位：千円、端数切捨て） 

 
前連結会計年度 

自 平成１７年４月 １日 

至 平成１８年３月３１日 

当連結会計年度 

自 平成１８年４月 １日 

至 平成１９年３月３１日 

事業部門 金額 構成比 金額 構成比 

 

研 究 ・ 産 業 機 器 部 門 

病 院 ・ 介 護 部 門 

そ の 他 部 門 

３２，２９８，４２５

７，８３８，０６４

３６９，０１４

%

79.7

19.4

0.9

３５，３１０，８０３

８，５３８，８９６

３９２，４６０

%

79.8

19.3

0.9

合 計 ４０，５０５，５０３ 100.0 ４４，２４２，１６０ 100.0

 （注）金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

（2）品目別販売実績 
（単位：千円、端数切捨て） 

 

 前連結会計年度 

自 平成１７年４月 １日 

至 平成１８年３月３１日 

当連結会計年度 

自 平成１８年４月 １日 

至 平成１９年３月３１日 

品目 金額 構成比 金額 構成比 

 %  %

汎 用 科 学 機 器 ・ 装 置             ６，９７４，８４４ 17.2 ７，５８８，６８３ 17.1

分析、特殊機器・装置             ４，５９６，２４４ 11.3 ４，９７３，８３３ 11.2

物理、物性測定機器・装置             ２，６５３，９９０ 6.6 ２，９０３，８３９ 6.6

実 験 用 設 備 機 器             ３，７１４，３４２ 9.2 ４，１４７，４７４ 9.4

科
学
機
器
・
装
置 

小 計             １７，９３９，４２１ 44.3 １９，６１３，８３１ 44.3

汎 用 器 具 ・ 消 耗 品             １２，３９２，０２９ 30.6 １３，２６７，９２０ 30.0

半 導 体 関 係 特 殊 器 具             ４，０７３，５４９ 10.1 ４，５２０，５１７ 10.2

科
学
器
具
・
消
耗
品 小 計             １６，４６５，５７８ 40.7 １７，７８８，４３７ 40.2

看 護 ・ 介 護 用 品             ５，７３１，４８９ 14.1 ６，４４７，４３１ 14.6

そ の 他             ３６９，０１４ 0.9 ３９２，４６０ 0.9

合 計               ４０，５０５，５０３ 100.0 ４４，２４２，１６０ 100.0

 （注）金額には、消費税等は含まれておりません。 
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６. 個別財務諸表等 

（１）貸借対照表 （単位：千円、端数切捨て）

 
前事業年度 

（平成１８年３月３１日） 
当事業年度 

（平成１９年３月３１日） 

区分 金   額 構成比 金   額 構成比

増減金額 

（資産の部） ％ ％

Ⅰ 流動資産  ３３，０４４，７４０ 79.8 ３５，０４７，３５４ 79.6 ２，００２，６１３

 １． 現金及び預金  １３，８２６，０４１ １２，９０２，７００ △９２３，３４１

 ２． 受取手形  ８，６５０，８９５ ９，１６５，５８０ ５１４，６８４

 ３． 売掛金  ６，９７８，３５３ ８，００７，４７８ １，０２９，１２５

 ４． 有価証券  － １，０００，０００ １，０００，０００

 ５． 商品  ２，８３０，３７１ ３，４４６，７６５ ６１６，３９４

 ６． 貯蔵品  ５７，０３６ ４３，８３３ △１３，２０３

 ７． 前渡金  １６６，８２４ ３７，８２５ △１２８，９９８

 ８． 前払費用  １０３，６８７ １１３，０７７ ９，３９０

 ９． 繰延税金資産  ２８５，６９６ ２８３，３１２ △２，３８３

 10． その他  １９８，０８９ ７８，９２４ △１１９，１６５

 11． 貸倒引当金  △５２，２５５ △３２，１４５ ２０，１１０

Ⅱ 固定資産  ８，３７４，８９８ 20.2 ８，９９６，１８２ 20.4 ６２１，２８３

１．有形固定資産  ５，５０３，３３８ 13.3 ５，３８３，７２７ 12.2 △１１９，６１０

 (1) 建物  ２，３５２，３６８ ２，１９９，４１４ △１５２，９５４

 (2) 構築物  ４６，３０２ ４０，４３３ △５，８６９

 (3) 機械及び装置  ３９，０２２ ４３，４５５ ４，４３２

 (4) 車輌及び運搬具  １８，３５５ １１，６９４ △６，６６０

 (5) 工具・器具及び備品  ３２５，４３１ ３８０，４９５ ５５，０６３

 (6) 土地  ２，７０８，２３４ ２，７０８，２３４ －

 (7) 建設仮勘定  １３，６２２ － △１３，６２２

２．無形固定資産  ４９２，９７０ 1.2 ５０８，７９２ 1.2 １５，８２１

 (1) ソフトウェア  ４５５，９１１ ４７０，５２９ １４，６１８

 (2) ソフトウェア仮勘定  － １，１００ １，１００

 (3) 電話加入権  ３７，０５９ ３７，１６３ １０３

３．投資その他の資産  ２，３７８，５９０ 5.7 ３，１０３，６６２ 7.0 ７２５，０７２

 (1) 投資有価証券  １，０４３，７６３  １，６７０，２３８ ６２６，４７５

 (2) 関係会社株式  １６０，１０２ １６０，１０２ －

 (3) 長期貸付金  １５，８００ １３，４００ △２，４００

 (4) 従業員長期貸付金  ４，３４６ ４，０３０ △３１６

 (5) 破産・更生債権等  ３４，８７６ ７６，７５４ ４１，８７７

 (6) 長期前払費用  ２１，８５０ １６，４０３ △５，４４６

 (7) 会員権  ５９，６００ ５５，６００ △４，０００

 (8) 差入保証金  ３６６，７４９ ３４３，５９３ △２３，１５５

 (9) 繰延税金資産  ４０４，５６５ ５６３，２８１ １５８，７１６

 (10) 投資不動産  ３３１，７１２ ３０６，９１２ △２４，８００

 (11) 貸倒引当金  △６４，７７６ △１０６，６５４ △４１，８７７

 資産合計 ４１，４１９，６３９ 100.0 ４４，０４３，５３６ 100.0 ２，６２３，８９７
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（単位：千円、端数切捨て）

 
前事業年度 

（平成１８年３月３１日） 
当事業年度 

（平成１９年３月３１日） 

区分 金額 構成比 金額 構成比

増減金額 

（負債の部） ％ ％

Ⅰ 流動負債  １１，３３３，７１０ 27.3 １２，２５３，１０３ 27.8 ９１９，３９３

 １． 支払手形  ２４２，７２０ ２９４，１６３  ５１，４４２

 ２． 買掛金  ８，３４０，３３０ ９，０３２，６１３  ６９２，２８２

 ３． １年以内返済予定長期借入金  ３００，０００ ３００，０００  －

 ４． 未払金  ８２６，６４６ ８２２，３９６  △４，２４９

 ５． 未払費用  ２１７，４００ ２２９，９７９  １２，５７８

 ６． 未払法人税等  １，０９０，９２１ １，２５５，４０５  １６４，４８４

 ７． 未払消費税等  １１８，６５９ ４８，８７１  △６９，７８７

 ８． 前受金  ３，６７２ １，８５７  △１，８１４

 ９． 預り金  １２，１５０ １２，４２９  ２７８

 10． 前受収益  ３，９９２ ３，９９２  －

 11． 賞与引当金  １７７，２１５ １８４，６９３  ７，４７７

 12. 役員賞与引当金  － ６６，７００ ６６，７００

Ⅱ 固定負債  ２，３０５，２０７ 5.6 ２，０３２，０５５ 4.6 △２７３，１５１

 １． 長期借入金  １，６５０，０００ １，３５０，０００  △３００，０００

 ２． 退職給付引当金  １５７，６３３ １６０，９７５  ３，３４２

 ３． 役員退職慰労引当金  ２４９，８０６ ２６７，０８０  １７，２７３

 ４． 債務保証損失引当金  １２１，０６２ １２１，０６２  －

 ５． 預り保証金  １２６，７０５ １３２，９３７  ６，２３２

 負債合計 １３，６３８，９１７ 32.9 １４，２８５，１５９ 32.4 ６４６，２４１

（資本の部）   

Ⅰ 資本金  ５，０７５，０００ 12.3 － － △５，０７５，０００

Ⅱ 資本剰余金   

 1.資本準備金  ５，４６９，５００ － △５，４６９，５００

 資本剰余金合計 ５，４６９，５００ 13.2 － － △５，４６９，５００

Ⅲ 利益剰余金    

 １． 利益準備金  １５９，３２７  － △１５９，３２７

 ２． 任意積立金  １４，６０７，２３２  － △１４，６０７，２３２

 （１） 特別償却準備金  ７，２３２  － △７，２３２

 （２） 別途積立金  １４，６００，０００  － △１４，６００，０００

 ３． 当期未処分利益  ２，８７１，１１９  － △２，８７１，１１９

 利益剰余金合計 １７，６３７，６７９ 42.6 － － △１７，６３７，６７９

Ⅳ その他有価証券評価差額金 ２８６，３９９ 0.7 － － △２８６，３９９

Ⅴ 自己株式 △６８７，８５６ △1.7 － － ６８７，８５６

 資本合計 ２７，７８０，７２２ 67.1 － － △２７，７８０，７２２

 負債資本合計 ４１，４１９，６３９ 100.0 － － △４１，４１９，６３９
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（単位：千円、端数切捨て）

 
前事業年度 

（平成１８年３月３１日） 
当事業年度 

（平成１９年３月３１日） 

区分 金額 構成比 金額 構成比

増減金額 

（純資産の部）  ％ ％

Ⅰ 株主資本  

 １．資本金  － － ５，０７５，０００ 11.5 ５，０７５，０００

 ２．資本剰余金  

 （1）資本準備金  － ５，４６９，５００ ５，４６９，５００

 資本剰余金合計  － － ５，４６９，５００ 12.4 ５，４６９，５００

 ３．利益剰余金  

 （1）利益準備金  － １５９，３２７ １５９，３２７

 （2）その他利益剰余金  

 特別償却準備金  － １，６６１ １，６６１

 別途積立金  － １６，４００，０００ １６，４００，０００

 繰越利益剰余金  － ３，１９９，９５６ ３，１９９，９５６

 利益剰余金合計  － － １９，７６０，９４４ 44.9 １９，７６０，９４４

 ４．自己株式  － － △６９０，３８１ △1.5 △６９０，３８１

 株主資本合計  － － ２９，６１５，０６３ 67.3 ２９，６１５，０６３

Ⅱ 評価・換算差額等  

 
１．その他有価証券評価差

額金 
 － － １４３，３１４ 0.3 １４３，３１４

 評価・換算差額等合計  － － １４３，３１４ 0.3 １４３，３１４

 純資産合計  － － ２９，７５８，３７７ 67.6 ２９，７５８，３７７

 負債純資産合計  － － ４４，０４３，５３６ 100.0 ４４，０４３，５３６
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（２）損益計算書 （単位：千円、端数切捨て）

 
前事業年度 

自 平成１７年４月 １日 

至 平成１８年３月３1日 

当事業年度 
自 平成１８年４月 １日 

至 平成１９年３月３1日 

区分 金額 百分比 金額 百分比

増減金額 

 ％  ％

Ⅰ 売上高 39,526,342 100.0  43,346,748 100.0 3,820,406

Ⅱ 売上原価  

１． 商品期首たな卸高 3,016,735 2,714,901 △301,834

２． 当期商品仕入高 26,495,201 30,079,454 3,584,253

３． 当期加工商品原価 385,188 381,880 △3,308

 合計 29,897,125 33,176,236 3,279,110

４． 他勘定振替高 35,637 37,913 2,276

５． 商品期末たな卸高 2,714,901 27,146,586 68.7 3,389,194 29,749,127 68.6 674,293 2,602,541

    売上総利益 12,379,755 31.3  13,597,620 31.4 1,217,865

Ⅲ 販売費及び一般管理費  

１． 運賃 1,090,729 1,237,389 146,659

２． カタログ費 487,837 758,972 271,135

３． 保管料 533,879 594,166 60,287

４． 貸倒引当金繰入額 21,847 39,044 17,197

５． 役員報酬 153,108 156,108 3,000

６． 給与手当 1,392,781 1,498,342 105,561

７． 従業員賞与 388,488 376,531 △11,957

８． 賞与引当金繰入額 177,215 184,693 7,477

９． 役員賞与引当金繰入額 － 66,700 66,700

10． 退職給付費用 57,258 32,167 △25,090

11． 役員退職慰労引当金繰入額 16,533 17,273 740

12． 福利厚生費 366,665 359,397 △7,268

13． 通信費 138,692 140,136 1,443

14． 減価償却費 267,248 247,970 △19,278

15． リース・コンピューター料 240,086 238,429 △1,657

16． 不動産賃借料 309,803 305,944 △3,858

17． ソフトウェア償却 230,338 202,512 △27,826

18． 商品開拓費 57,294 38,546 △18,747

19． 研究開発費 126,509 249,919 123,409

20． その他 1,545,016 7,601,335 19.2 1,556,482 8,300,729 19.2 11,466 699,393

 営業利益 4,778,419 12.1  5,296,891 12.2 518,471

Ⅳ 営業外収益  

１． 受取利息 6,226 30,021 23,795

２． 有価証券利息 － 33,486 33,486

３． 受取配当金 57,829 2,164 △55,664

４． 投資不動産賃貸料 23,848 24,000 151

５． 保険配当金等収入 － 4,068 4,068

６． その他 2,944 90,848 0.2 3,873 97,614 0.2 929 6,766
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（単位：千円、端数切捨て） 

 
前事業年度 

自 平成１７年４月 １日 

至 平成１８年３月３1日 

当事業年度 
自 平成１８年４月 １日 

至 平成１９年３月３1日 

区分 金額 百分比 金額 百分比

増減金額 

 ％  ％

Ⅴ 営業外費用  

１． 支払利息 31,204 28,947 △2,257

２． 為替差損 10,329 17,868 7,539

３． 投資不動産賃貸原価 9,352 8,396 △956

４． 固定資産除却損 28,811 12,696 △16,114

５． リース解約損 － 5,839 5,839

６． その他 5,561 85,259 0.2 5,441 79,191 0.1 △119 △6,068

 経常利益 4,784,008 12.1  5,315,314 12.3 531,306

Ⅵ 特別損失  

１． 会員権評価損 200 4,000 3,800

２． 投資不動産売却損 － 2,646 2,646

３． 投資有価証券評価損 － 200 0.0 126,450 133,096 0.3 126,450 132,896

 税引前当期純利益 4,783,808 12.1  5,182,218 12.0 398,409

 法人税、住民税及び事業税 1,992,389 2,221,427 229,038

 法人税等調整額 △25,506 1,966,883 5.0 △56,901 2,164,526 5.0 △31,394 197,643

 当期純利益 2,816,925 7.1  3,017,691 7.0 200,766

 前期繰越利益 443,160  －

 中間配当額 388,966  －

 当期未処分利益 2,871,119  －

 
 
（３）利益処分計算書及び株主資本等変動計算書 

 

利益処分計算書         （単位：千円、端数切捨て）

 前事業年度 

区分 金額 

Ⅰ 当期未処分利益 2,871,119

Ⅱ 任意積立金取崩額 

 １． 特別償却準備金取崩額 2,785 2,785

 合計 2,873,905

Ⅲ 利益処分額 

１． 配当金 407,458

２． 役員賞与金 61,000

 （うち監査役賞与金） (2,000)

３． 任意積立金 

（１） 別途積立金 1,800,000 2,268,458

Ⅳ 次期繰越利益 605,446
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 株主資本等変動計算書 

当事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）                       （単位：千円、端数切捨て） 
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 特別償却

準備金 
別途積立金 

繰越利益 

剰余金 

自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高 5,075,000 5,469,500 159,327 7,232 14,600,000 2,871,119 △687,856 27,494,322

事業年度中の変動額  

剰余金の配当（注） － － － － － △407,458 － △407,458

剰余金の配当 － － － － － △425,967 － △425,967

別途積立金の積立（注） － － － － 1,800,000 △1,800,000 － －

役員賞与（注） － － － － － △61,000 － △61,000

特別償却準備金取崩（注） － － － △2,785 － 2,785 － －

特別償却準備金取崩 － － － △2,785 － 2,785 － －

当期純利益 － － － － － 3,017,691 － 3,017,691

自己株式の取得 － － － － － － △2,525 △2,525

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 － － － △5,571 1,800,000 328,836 △2,525 2,120,740

平成19年３月31日残高 5,075,000 5,469,500 159,327 1,661 16,400,000 3,199,956 △690,381 29,615,063

         

 

 

 

評価･換算差額等

 その他有価証券 

評価差額金 

純資産合計 

平成18年３月31日残高 286,399 27,780,722

事業年度中の変動額 

剰余金の配当（注） － △407,458

剰余金の配当 － △425,967

別途積立金の積立（注） － －

役員賞与（注） － △61,000

特別償却準備金取崩（注） － －

特別償却準備金取崩 － －

当期純利益 － 3,017,691

自己株式の取得 － △2,525

株主資本以外の項目の事業年度

中の変動額（純額） 
△143,084 △143,084

事業年度中の変動額合計 △143,084 1,977,655

平成19年３月31日残高 143,314 29,758,377
   

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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重要な会計方針 

項目 

前事業年度 

自 平成１７年４月 １日 

至 平成１８年３月３１日 

当事業年度 

自 平成１８年４月 １日 

至 平成１９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 

移動平均法による原価法 

(1）子会社株式 

同左 

 (2）その他有価証券 

────── 

 

時価のあるもの 

事業年度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。） 

(2）その他有価証券 

満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法） 

時価のあるもの 

事業年度末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

により算定しております。） 

 時価のないもの 

移動平均法による原価法 

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 

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 

(1）商品 

移動平均法による原価法、但し加工商品

については総平均法による原価法 

(1）商品 

同左 

 (2）貯蔵品 

先入先出法による原価法 

(2）貯蔵品 

同左 

４．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

定率法によっております。 

なお、耐用年数については法人税法の規

定と同一の基準によっております。 

(1）有形固定資産 

同左 

 (2）無形固定資産 

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

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）長期前払費用 

毎期均等償却しております。 

(3）長期前払費用 

同左 

 (4）投資不動産 

定率法によっております。 

なお、耐用年数については法人税法の規

定と同一の基準によっております。 

(4) 投資不動産 

同左 

５．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、事業年度末日の直物

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 

６．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

売上債権等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

能見込額を計上しております。 

(1）貸倒引当金 

同左 
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項目 

前事業年度 

自 平成１７年４月 １日 

至 平成１８年３月３１日 

当事業年度 

自 平成１８年４月 １日 

至 平成１９年３月３１日 

 (2）賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備えるため、支給

見込額の当事業年度負担額を計上してお

ります。 

(2）賞与引当金 

同左 

 (3)     ────── (3）役員賞与引当金 

役員の賞与の支給に備えるため、支給見

込額の当事業年度負担額を計上しており

ます。 

（会計方針の変更） 

当事業年度より「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。 

これにより、営業利益、経常利益、税引

前当期純利益は、それぞれ66,700千円減

少しております。 

 (4）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、その発生時

において一括して処理しております。 

(4）退職給付引当金 

同左 

 (5) 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、

役員退職慰労金の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 

同左 

 (6）債務保証損失引当金 

子会社に対する保証債務の履行による損

失に備えるため、被保証者の財政状態を

勘案し、損失負担見込額を計上しており

ます。 

(6）債務保証損失引当金 

同左 

７．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 

８．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

を満たしているため特例処理を採用して

おります。 

（1）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・・・金利スワップ 

ヘッジ対象・・・長期借入金利息 

（2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段・・・同左 

ヘッジ対象・・・同左 
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項目 

前事業年度 

自 平成１７年４月 １日 

至 平成１８年３月３１日 

当事業年度 

自 平成１８年４月 １日 

至 平成１９年３月３１日 

 （3）ヘッジ方針 

金利の市場変動リスクの回避とキャッシ

ュ・フローの固定化を目的にしており、

投機的なデリバティブ取引は行っており

ません。 

（3）ヘッジ方針 

同左 

 （4）ヘッジ有効性評価の方法 

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

ッジ有効性の判定は省略しております。

（4）ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

９．その他財務諸表作成のた

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。 

消費税等の会計処理 

同左 

 

重要な会計方針の変更 

前事業年度 

自 平成１７年４月 １日 

至 平成１８年３月３１日 

当事業年度 

自 平成１８年４月 １日 

至 平成１９年３月３１日 

────── (貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準) 

当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準」(企業会計基準第５号 平成 17 年 12 月９日)

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」（企業会計基準適用指針第８号 平成17年12

月９日）を適用しております。従来の資本の部の合計に相

当する金額は 29,758,377 千円であります。 

なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部につき

ましては、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸

表等規則により作成しております。 

 

表示方法の変更 

前事業年度 

自 平成１７年４月 １日 

至 平成１８年３月３１日 

当事業年度 

自 平成１８年４月 １日 

至 平成１９年３月３１日 

(損益計算書関係) 

「固定資産除却損」は従来、営業外費用の「その他」に含

めて表示しておりましたが、当事業年度より営業外費用の

100 分の 10 以上となったため、区分掲記することといたし

ました。 

 なお、前事業年度の営業外費用の「その他」に含めて表示

しておりました「固定資産除却損」は 4,930 千円であります。

 

────── 
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 

（平成18年3月31日） 

当事業年度 

（平成19年3月31日） 

１．減価償却累計額 

    有形固定資産             2,535,752千円 

    投資その他の資産            208,521千円 

２．          ────── 

 

 

 

 

 

 

３．偶発債務 

   関係会社の金融機関からの借入金に対する保証 

    三共医療機株式会社            78,937千円 

    株式会社アーンスト・ハンセン商会    520,000千円 

   関係会社の仕入先への仕入債務に対する保証 

    株式会社アーンスト・ハンセン商会     1,500千円 

４．授権株式数      普通株式      40,000,000株 

  発行済株式総数    普通株式      18,807,396株 

５．自己株式数      普通株式       286,539株 

１．減価償却累計額 

    有形固定資産             2,775,296千円 

    投資その他の資産            204,622千円 

２．事業年度末日満期手形 

事業年度末日満期手形の会計処理につきましては、当事業年度の

末日は銀行休業日でありますが、満期日に決済が行われたものと

して処理しております。これにより、期末残高から除かれる事業

年度末日満期手形は次のとおりであります。 

受取手形 763,668 千円 

支払手形 101,717 千円 

３．偶発債務 

   関係会社の金融機関からの借入金に対する保証 

    三共医療機株式会社            78,937千円 

    株式会社アーンスト・ハンセン商会    520,000千円 

────── 

 

４．          ────── 

 

５．          ────── 

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286,399千円であります。 

６．          ────── 

 

 

（損益計算書関係） 

前事業年度 

自 平成１７年４月 １日 

至 平成１８年３月３１日 

当事業年度 

自 平成１８年４月 １日 

至 平成１９年３月３１日 

１．売上高のうち、加工商品の売上高は、653,766千円であります。 １．売上高のうち、加工商品の売上高は、721,374千円であります。

２．他勘定振替高の内訳は、下記のとおりであります。 

   販売費及び一般管理費           35,637千円 

２．他勘定振替高の内訳は、下記のとおりであります。 

   販売費及び一般管理費           37,913千円 

３．研究開発費の総額 

   一般管理費に含まれる研究開発費      126,509千円 

３．研究開発費の総額 

   一般管理費に含まれる研究開発費      249,919千円 

４．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。

   関係会社よりの受取配当金         57,000千円 

４．          ────── 

 

 

（株主資本等変動計算書関係） 

当事業年度（自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日） 

 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前事業年度末 

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 

株式数 
自己株式 

 普通株式（注） 286,539 株 826 株 － 287,365 株 

合計 286,539 株 826 株 － 287,365 株 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加 826 株は、単元未満株式の買取り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１７年４月 １日 

至 平成１８年３月３１日 

当事業年度 

自 平成１８年４月 １日 

至 平成１９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、減損

損失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） 

機械及び装置 902,069 414,712 487,357

工具・器具及び

備品 
58,038 38,000 20,037

合計 960,107 452,713 507,394

 

   

 

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） 

機械及び装置 901,957 554,206 347,750

工具・器具及び

備品 
39,167 31,240 7,926

合計 941,125 585,447 355,677

 
 (2) 未経過リース料期末残高相当額等  (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     未経過リース料期末残高相当額 
 

１年内 147,493千円 

１年超 380,347 

合計 527,840 
  

 
１年内 147,199千円 

１年超 228,917 

合計 376,117 
  

 (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 

 (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 155,906千円 

減価償却費相当額 147,874 

支払利息相当額 9,860 
  

 
支払リース料 154,472千円 

減価償却費相当額 146,518 

支払利息相当額 7,333 
  

 (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 

 (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、各事業年度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 

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 未経過リース料 

 
１年内 1,212千円 

１年超 404 

合計 1,616 
  

 
１年内 404千円 

１年超 － 

合計 404 
 

（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。 

（減損損失について） 

同左 

 

（有価証券関係） 

前事業年度(平成 18 年 3 月 31 日) 及び当事業年度(平成 19 年 3 月 31 日)における子会社株式で時価のあるものはありません。 
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（税効果会計関係） 

前事業年度 

（平成１８年３月３１日） 

当事業年度 

（平成１９年３月３１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 千円

減損損失 229,033 

賞与引当金 135,470 

役員退職慰労引当金 102,420 

未払事業税 84,612 

退職給付引当金 64,629 

債務保証損失引当金 49,635 

その他 226,588 

繰延税金資産合計 892,390 

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △199,038 

特別償却準備金 △3,090 

繰延税金負債合計 △202,129 

繰延税金資産（負債）の純額 690,261 
  

 
繰延税金資産 千円

減損損失 227,894 

賞与引当金 142,579 

役員退職慰労引当金 109,502 

未払事業税 96,063 

減価償却費 75,171 

退職給付引当金 66,000 

その他 232,196 

繰延税金資産合計 949,408 

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △102,133 

特別償却準備金 △681 

繰延税金負債合計 △102,814 

繰延税金資産（負債）の純額 846,594 
  

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要

因 

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要

因 

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。 

同左 

 

（１株当たり情報） 

前事業年度 

自 平成１７年４月 １日 

至 平成１８年３月３１日 

当事業年度 

自 平成１８年４月 １日 

至 平成１９年３月３１日 

１株当たり純資産額             1,496円68銭 

１株当たり当期純利益金額           148円78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。 

 

 当社は、平成17年5月20日付で株式１株につき1.2株の株式分割を

行っております。 

  なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前事業

年度における１株当たり情報については、以下のとおりでありま

す。 

１株当たり純資産額             1,379円41銭 

１株当たり当期純利益金額           150円66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。 

１株当たり純資産額             1,606円82銭 

１株当たり当期純利益金額           162円94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。 

 

 

（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１７年４月 １日 

至 平成１８年３月３１日 

当事業年度 

自 平成１８年４月 １日 

至 平成１９年３月３１日 

当期純利益（千円） 2,816,925 3,017,691 

普通株主に帰属しない金額（千円） 61,000 － 

（うち利益処分による役員賞与金） （ 61,000） （－）

普通株式に係る当期純利益（千円） 2,755,925 3,017,691 

普通株式の期中平均株式数（株） 18,523,517 18,520,333 
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（重要な後発事象） 

前事業年度 

自 平成１７年４月 １日 

至 平成１８年３月３１日 

当事業年度 

自 平成１８年４月 １日 

至 平成１９年３月３１日 

────── 
当社は、中国上海市に現地法人を設立いたしました。 

会社の概要は以下のとおりであります。 

 

新会社の名称     亚速旺(上海)商贸有限公司 

           （英文名 AS ONE SHANGHAI CORPORATION）

代表者        董事長 井内 卓嗣 

所在地        中国上海市 

資本金        ５億円 

出資者及び出資比率  当社１００％ 

決算期        12 月 31 日 

事業内容       研究用科学機器等の販売 

設立年月       平成 19 年４月 

営業開始日      平成 19 年６月中旬（予定） 

 

７.その他 
役員の異動 

 
（1） 新任監査役候補（平成 19 年６月開催の第 46 回定時株主総会で選任予定） 

地  位 氏  名 現  在  の  役  職 

社外監査役（常勤） 小野 元孝 りそなカード株式会社 大阪営業推進部担当部長 

社外監査役（非常勤） 橋本 博久 昭和リース株式会社 上席参与 

オークラ輸送機株式会社 監査役 

 

 

（2） 退任監査役（平成 19 年６月開催の第 46 回定時株主総会終結の時をもって退任） 

地  位 氏  名 

社外監査役（常勤） 藤野 幸士 

社外監査役（常勤） 鈴木 定吉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


