
5.平成18年3月期   個別財務諸表の概要 平成18年5月10日

会 社 名 株式会社  タ  ツ  ミ 上場取引所JQ
コ ー ド 番 号 ７２６８ 本社所在都道府県 栃木県
（ＵＲＬ　http://www.tatsumi-ta.co.jp）
代 表 者

問 合 せ 先
ＴＥＬ （0284）71-3131

平成18年5月10日 中間配当制度の有無 有
平成18年6月28日 定時株主総会開催日 平成18年6月27日
有（１単元1,000株）

１．平成18年3月期の業績（平成17年4月1日～平成18年3月31日）
（１） 経 営 成 績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
 平成18年3月期  ( ）  ( ）  ( ）
 平成17年3月期  ( ）  ( ）  ( ）

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％
 平成18年3月期  ( ） － －
 平成17年3月期  ( ） － －
(注)１．期中平均株式数  平成18年3月期 株  平成17年3月期 株
      2．会計処理方法の変更 無
      3．売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

（２）配 当 状 況
        １株当たり年間配当金

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％
 平成18年3月期
 平成17年3月期
(注) 平成17年3月期期末配当金の内訳 普通配当 6

（３）財 政 状 態

総   資   産 株  主  資  本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭

 平成18年3月期
 平成17年3月期
(注)１．期末発行済株式数  平成18年3月期 株  平成17年3月期 株
　　 ２．期末自己株式数  平成18年3月期 － 株  平成17年3月期 － 株

２．平成19年3月期の業績予想（平成18年4月1日～平成19年3月31日）

１株当たり年間配当金

百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭

0 00 － － － －

－ － 6 00 6 00
（参考）1株当たり予想当期純利益 （通期） 16円75銭

　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、上記の予想の前提条件及びその他の関連事項につきましては、添付資料の6ページを参照して下さい。

中 間 期
通 期

経常利益率 経常利益率

104

 当 期 純 利 益 １株当たり当期純利益 当期純利益率

72
109

経　常　利　益

225 8.2
△ 7.0

株 主 資 本 総   資   本

4.04.2

売   上    高

4.416

5,667

売　上　高

当　期　純　利　益
 １ 株 当  た り

191
5,307 190

△ 4.6

52

配 当 性 向
株 主 資 本
配 当 率

1.5

04426

1.4
34.3

6,000,000

5,264 2,560
4,919 2,449 49.8 407

6,000,000

48.6

経 常 利 益 当 期 純 利 益

円

0 6
6 00 36

6 00

6,000,000

5,950 225 105

中 間

2,780 85 38

期 末
売 上 高

配 当 金 総 額
（年 間 ）

36 35.9
6 00 0 00

6,000,000

00 00

中 間 期 末

役 職 名 取 締 役 社 長
氏 名 山 本 千 秋

4.5 4.4

 潜在株式調整後

責 任 者 役 職 名 経 理 部 長
氏 名 井 上 雄 象

17 49

営　業　利　益

決 算 取 締 役 会開 催日
配当金支払開始予定日
単元株制度採用の有無

3.9

208

△ 40.6

6.8
0.5

0.5
△ 24.9

 - 25 -



－  － 
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６．財務諸表等 
(1）貸借対照表 

  
前事業年度 

（平成17年３月31日） 

当事業年度 

 （平成18年３月31日） 
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  274,835 102,026 △172,809

２．受取手形  305,373 268,199 △37,174

３．売掛金 (注２) 927,967 1,037,424 109,457

４．有価証券  43,914 66,572 22,658

５．製品  143,409 194,241 50,832

６．原材料  21,019 36,665 15,646

７．仕掛品  219,723 244,670 24,947

８．貯蔵品  110,334 131,282 20,948

９．前払費用  1,983 2,463 480

10．繰延税金資産  47,060 59,200 12,140

11．未収入金 (注２) 514,073 714,462 200,389

12．その他 (注２) 11,629 10,946 △683

貸倒引当金  △1,400 △1,700 △300

流動資産合計  2,619,922 53.3 2,866,455 54.4 246,532

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産   

(1）建物 (注１) 1,720,084 1,645,799  

減価償却累計額  1,307,287 412,797 1,259,037 386,761 △26,036

(2）構築物 (注１) 141,216 143,542  

減価償却累計額  92,671 48,544 93,185 50,356 1,812

(3）機械装置 (注１) 3,381,637 3,197,672  

減価償却累計額  2,715,886 665,751 2,487,551 710,121 44,370

(4）車両運搬具  12,431 13,986  

減価償却累計額  8,898 3,533 10,683 3,302 △231

(5）工具器具備品 (注１) 515,353 557,000  

減価償却累計額  390,191 125,161 408,482 148,518 23,357

(6）土地 (注１) 36,937 36,937 －

(7）建設仮勘定  2,874 109,916 107,042

有形固定資産合計  1,295,601 26.3 1,445,914 27.5 150,313

２．無形固定資産   

(1）借地権  4,892 4,892 －

(2）ソフトウェア  3,956 4,757 801

(3）その他  1,058 896 △162

無形固定資産合計  9,908 0.2 10,546 0.2 638

３．投資その他の資産   

(1）投資有価証券  111,296 167,566 56,270

(2）関係会社株式  538,248 372,900 △165,348

(3）出資金  300 300 －

(4) 前払年金資産  259,052 323,777 64,725

(5）繰延税金資産  3,549 － △3,549

(6）事業保険  27,788 24,118 △3,670

(7）その他  53,460 53,232 △228

投資その他の資産合計  993,695 20.2 941,895 17.9 △51,800

固定資産合計  2,299,205 46.7 2,398,356 45.6 99,151

資産合計  4,919,128 100.0 5,264,812 100.0 345,684

   



－  － 
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前事業年度 

（平成17年３月31日） 

当事業年度 

 （平成18年３月31日） 
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 (注２) 216,865 244,015 27,150

２．短期借入金 (注１) 451,000 485,900 34,900

３．１年内返済予定長期借入金 (注１) 75,000 52,580 △22,420

４．未払金 (注２) 1,461,942 1,457,989 △3,953

５．未払法人税等  11,778 6,147 △5,631

６．未払消費税等  4,417 1,294 △3,123

７．未払配当金  315 275 △40

８．未払費用  20,707 13,286 △7,421

９．前受金 (注２) 10,356 12,757 2,401

10．預り金  12,968 13,220 252

11．賞与引当金  85,158 87,075 1,917

流動負債合計  2,350,510 47.8 2,374,542 45.1 24,031

Ⅱ 固定負債   

１．長期借入金  12,500 146,560 134,060

２．長期未払金  79,624 51,163 △28,461

３．役員退職慰労引当金  26,795 15,575 △11,220

４．繰延税金負債  － 116,221 116,221

固定負債合計  118,919 2.4 329,519 6.3 210,599

負債合計  2,469,430 50.2 2,704,061 51.4 234,631

（資本の部）   

Ⅰ 資本金 (注３) 715,000 14.5 715,000 13.6 －

Ⅱ 資本剰余金   

１．資本準備金  677,955 677,955  

資本剰余金合計  677,955 13.8 677,955 12.9 －

Ⅲ 利益剰余金   

１．利益準備金  60,000 60,000  －

２．任意積立金   

別途積立金  700,000 800,000  100,000

３．当期未処分利益  297,647 261,887  △35,760

利益剰余金合計  1,057,647 21.5 1,121,887 21.3 64,240

Ⅳ その他有価証券評価差額金  △904 △0.0 45,907 0.8 46,812

資本合計  2,449,697 49.8 2,560,750 48.6 111,052

負債資本合計  4,919,128 100.0 5,264,812 100.0 345,684

   

 



－  － 
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(2)損益計算書 

  

前事業年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日） 

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 (注１) 5,307,864 100.0 5,667,401 100.0 359,536

Ⅱ 売上原価 
(注１. 

４) 
 

１．期首製品たな卸高  122,387 143,409  

２．当期製品製造原価  4,625,838 5,023,434  

合計  4,748,226 5,166,843  

３．他勘定へ振替高 (注２) 6,064 855  

４．期末製品たな卸高  143,409 4,598,753 86.6 194,241 4,971,746 87.7 372,993

売上総利益  709,111 13.4 695,654 12.3 △13,456

Ⅲ 販売費及び一般管理費   

１．販売費 (注３) 294,334 291,879  

２．一般管理費 
(注３. 

４) 
224,102 518,436 9.8 211,850 503,729 8.9 △14,706

営業利益  190,674 3.6 191,925 3.4 1,250

Ⅳ 営業外収益   

１．受取利息  13 0  

２．受取配当金  1,177 5,698  

３．受取賃貸料  2,493 2,319  

４．為替差益  － 11,153  

５．製造提携先機械等売却益 (注１) 9,447 12,847  

６．製造提携先技術指導料 (注１) 2,058 4,293  

７．航空機事業処理益  9,985 －  

８．その他 (注１) 11,802 36,977 0.7 6,190 42,503 0.8 5,526

Ⅴ 営業外費用   

１．支払利息  6,869 6,245  

２．たな卸資産廃棄損  7,345 2,015  

３．たな卸資産評価損  932 713  

４．為替差損  2,686 －  

５．その他  852 18,686 0.4 38 9,012 0.2 △9,674

経常利益  208,966 3.9 225,416 4.0 16,450

Ⅵ 特別利益   

１．固定資産売却益 (注５) 2,290 211  

２．投資有価証券売却益  3,455 －  

３．代行部分返上益  － 10,004  

４．退職給付制度移行益  － 3,430  

５．海外子会社解散分配益  － 9,403  

６．航空機用設備転用益  1,572 －  

７．その他  269 7,588 0.1 － 23,050 0.4 15,462

Ⅶ 特別損失   

１．固定資産売却損 (注６) 387 7,993  

２．固定資産除却損 (注７) 12,633 45,877  

３．投資有価証券売却損  12,389 －  

４．雑損失 (注９) － 25,410 0.4 705 54,576 1.0 29,166

税引前当期純利益  191,144 3.6 193,889 3.4 2,745

法人税、住民税及び事業税  35,537 4,272  

過年度法人税等  －  8,931  

法人税等調整額  46,086 81,623 1.6 75,845 89,049 1.6 7,425

当期純利益  109,521 2.1 104,840 1.8 △4,681

前期繰越利益  188,126 157,047 △31,078

当期未処分利益  297,647 261,887 △35,759

   

 



－  － 
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(3)利益処分案 

  
前事業年度 

（平成17年３月期） 

当事業年度 

（平成18年３月期） 
対前年比 

区分 注記番号 金額（千円） 金額（千円） 
増減 

（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益   297,647  261,887 △35,760 

Ⅱ 利益処分額       

１．配当金  36,000  36,000   

２．役員賞与金  4,600  4,500   

３．任意積立金       

別途積立金  100,000 140,600 100,000 140,500 △100 

Ⅲ 次期繰越利益   157,047  121,387 △35,660 

       

 



－  － 
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重要な会計方針 

項目 

前事業年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

満期保有目的の債券 満期保有目的の債券 １．有価証券の評価基準及び評

価方法  償却原価法（定額法） 同左 

 子会社株式及び関連会社株式 子会社株式及び関連会社株式 

  移動平均法による原価法 同左 

 その他有価証券 その他有価証券 

 時価のあるもの 時価のあるもの 

  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しております。）

同左 

 時価のないもの 時価のないもの 

  移動平均法による原価法 同左 

デリバティブ デリバティブ ２．デリバティブ等の評価基準

及び評価方法  時価法 同左 

(1）製 品……総平均法による原価法 (1）製 品…… 同左 ３．たな卸資産の評価基準及び

評価方法 (2）原材料……総平均法による原価法 (2）原材料…… 同左 

 (3）仕掛品……総平均法による原価法 (3）仕掛品…… 同左 

 (4）貯蔵品……最終仕入原価法による原価法 (4）貯蔵品…… 同左 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 ４．固定資産の減価償却の方法 

 定率法を採用しております。 

 ただし、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。 

 また、取得原価10万円以上20万円未満の少

額減価償却資産については、一括して３年間

で均等償却する方法によっております。 

 なお、主な耐用年数は次のとおりでありま

す。 

同左 

 建物   30年～40年  

 機械装置 12年  

 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

  定額法を採用しております。 

 なお、ソフトウエア（自社利用）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。 

同左 

 (3）長期前払費用 (3）長期前払費用 

  均等償却によっております。 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、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 

６．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 

  売掛債権、貸付金等の貸倒損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率より、ま

た、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。 

同左 



－  － 

 

 

31

 

項目 

前事業年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

 (2）賞与引当金 (2)賞与引当金 

  従業員に対して支給する賞与の支出に充て

るため、支給見込額の当期負担額を計上して

おります。 

同左 

 (3）退職給付引当金 (3)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

込み額に基づき計上しております。 

 数理計算上の差異は、各事業年度の発生時

における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按分し

た額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処

理することとしております。 

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

込み額に基づき計上しております。 

 ただし、年金資産の見込み額が退職給付債

務を上回ったため、当該金額を（前払年金資

産）に計上しております。 

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時

における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按分し

た額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処

理することとしております。  

 （追加情報） （追加情報） 

  当社は、確定給付企業年金法の施行に伴

い、厚生年金基金の代行部分について、平成

15年9月1日に厚生労働大臣から将来分支給義

務免除の許可を受け、平成17年4月1日に過去

分支給義務免除の許可を受けました。 

 当社は、厚生年金基金の代行部分返上に関

し、「退職給付会計に関する実務指針(中間

報告)」（日本公認会計士協会会計制度委員

会報告第13号）第47-2項に定める経過措置を

適用し、厚生労働大臣から将来分支給義務免

除の認可を受けた日において代行部分に係る

退職給付債務と返還相当額の年金資産を消滅

したものとみなして会計処理しております。

 また、厚生年金基金の代行部分返上の認可

を受け平成17年4月1日付企業年金基金制度へ

の移行に伴い認可を受けた日において移行部

分に相当する退職給付債務や年金資産及び関

連する数理債務などを測定し「退職給付制度

間の移行等の会計処理に関する実務上の取扱

い」（日本公認会計士協会実務対応報告第2

号）の退職給付制度の終了の時点を参照して

会計処理しております。 

 確定拠出年金制度への資産移管金額は、

215,523千円であり、4年間で移管する予定で

す。なお、これによる損益への影響は、軽微

であり、計上した未払金は、135,899千円,長

期未払金は、79,624千円であります。 

当社は、確定給付企業年金法の施行に伴

い、平成17年4月1日に厚生労働大臣より厚生

年金基金から企業年金基金となることの認可

を受けており、「退職給付制度間の移行等の

会計処理に関する実務上の取扱い」（企業会

計基準委員会実務対応報告第二号）を適用

し、退職給付制度の移行に伴う影響額を合理

的に見積もり、前事業年度の損益とみなして

処理しております。本移行に伴う当会計期間

における損益に与えている影響額は、特別利

益として3,430千円計上しております。 

当社は、確定給付企業年金法の施行に伴

い、厚生年金の代行部分について、平成17年4

月1日に厚生労働大臣から過去分返上の認可を

受け、平成17年８月31日に国に返還額（最低

責任準備金）の納付を行いました。当会計期

間における損益に与えている影響額は、特別

利益として10,004千円を計上しております。

当社は、平成17年４月１日に退職金制度の

改訂を行い、厚生年金基金制度から確定拠出

型年金と確定給付型の企業年金基金制度に移

行するとともに退職一時金を企業年金基金へ

移管し、キャッシュバランスプラン制度を導

入いたしました。なお、この制度変更に伴う

過去勤務債務（債務の減少）は、334,076千

円であります。過去勤務債務は、その発生時

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費用処理して

おります。 
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項目 

前事業年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

 (4)役員退職慰労引当金 (4)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、当

社内規に基づく期末要支給額を計上しており

ます。 

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 イ ヘッジ会計の方法 イ ヘッジ会計の方法 

  振当処理の要件を満たす為替予約等につい

ては、振当処理を行っております。 

 同左 

 ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段 ヘッジ手段 

  為替予約取引  同左 

 ヘッジ対象 ヘッジ対象 

  相場変動等による損失の可能性がある

外貨建売上債権 

同左  

 ハ ヘッジ方針 ハ ヘッジ方針 

  通常の営業過程における輸出取引の為替相

場の変動によるリスクを軽減するため、為替

予約取引を行っております。 

 同左 

 ニ ヘッジ有効性評価の方法 ニ ヘッジ有効性評価の方法 

  ヘッジ手段の変動の累計額とヘッジ対象の

変動の累計額との比率を比較して、有効性を

判断しております。 

同左  

(1）消費税等の会計処理 (1）消費税等の会計処理 ９．その他財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項  税抜方式を採用しております。 同左 

 

会計処理方法の変更 

前事業年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

 （固定資産の減損に係る会計基準） 

当事業年度より、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。 

これによる損益に与える影響はありません。 

 



－  － 

 

 

33

 

注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 

（平成17年３月31日） 

当事業年度 

（平成18年３月31日） 

（注１）担保に供している資産は次のとおりであります。 （注１）担保に供している資産は次のとおりであります。 
  

担保資産 
担保資産に対
応する債務 

種類 
期末薄価 
（千円） 

担保権の 
種類 

内容 
期末残高
（千円）

建物 222,838 
工場財団 
抵当権 

短期借入金 226,000

構築物 35,208   

機械装置 45,209   

工具器具 
備品 

323   

土地 32,895    

計 336,475 － 計 226,000

  

  

担保資産 
担保資産に対
応する債務 

種類 
期末薄価
（千円）

担保権の 
種類 

内容 
期末残高
（千円）

建物 216,111
工場財団 
抵当権 

短期借入金 249,900

構築物 30,418   

機械装置 35,002   

工具器具
備品 

288   

土地 32,895    

計 314,715 － 計 249,900

  
（注２）関係会社に対する資産及び負債のうち、各科目に含ま

れているものは次のとおりであります。 

（注２）関係会社に対する資産及び負債のうち、各科目に含ま

れているものは次のとおりであります。 

  
  

（資産） 売掛金 379,384千円

未収入金 16,728千円

流動資産のその他

（立替金） 
10,212千円

（負債） 買掛金 3,448千円

未払金 16,075千円

前受金 10,356千円
  

  
（資産） 売掛金 331,023千円

未収入金 18,507千円

流動資産のその他

（立替金） 
8,919千円

（負債） 買掛金 463千円

未払金 21,478千円

前受金 12,757千円
  

（注３）会社が発行する株式の総数等は次のとおりでありま

す。 

（注３）会社が発行する株式の総数等は次のとおりでありま

す。 
  

会社が発行する株式の総数 普通株式 20,000,000株

発行済株式総数 普通株式 6,000,000株
  

  
会社が発行する株式の総数 普通株式 20,000,000株

発行済株式総数 普通株式  6,000,000株
  

（４）当社は運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２

行と当座貸越契約を締結しております。 

 この契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は

次のとおりであります。 

（４）当社は運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行 

行と当座貸越契約を締結しております。 

 この契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は

次のとおりであります。 
 

当座貸越極度額 550,000千円

借入実行残高 426,000千円

差引額 124,000千円
  

 
当座貸越極度額 600,000千円

借入実行残高 449,900千円

差引額 150,100千円
  

 

（損益計算書関係） 

前事業年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

（注１）関係会社に対する主要な取引高は次のとおりでありま

す。 

（注１）関係会社に対する主要な取引高は次のとおりでありま

す。 
  

売上高 2,942,724千円

材料費 174,458千円

営業外収益 

製造提携先機械等売却益 9,447千円

製造提携先技術指導料 2,058千円

その他 2,500千円
  

  
売上高 3,156,184千円

材料費 191,363千円

営業外収益 

製造提携先機械等売却益 12,847千円

製造提携先技術指導料 4,293千円

その他 4,135千円
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前事業年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

（注２）他勘定へ振替高は次のとおりであります。 （注２）他勘定へ振替高は次のとおりであります。 
  

たな卸資産廃棄損 1,075千円

たな卸資産評価損 449千円

航空機事業撤退損 4,539千円
  

  
たな卸資産廃棄損 405千円

たな卸資産評価損 450千円
  

（注３）販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次のと

おりであります。 

（注３）販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次のと

おりであります。 
  

販売費 

給与 70,570千円

賞与 10,195千円

賞与引当金繰入額 7,963千円

退職給付引当金繰入額 10,640千円

法定福利費 11,031千円

公租公課 8千円

減価償却費 1,576千円

運搬費保管料、荷造包装費 120,699千円

貸倒引当金繰入額 －千円

一般管理費 

役員報酬 61,380千円

給与 45,376千円

賞与 5,144千円

賞与引当金繰入額 1,608千円

退職給付引当金繰入額 8,769千円

役員退職慰労引当金繰入額 5,055千円

法定福利費 12,637千円

公租公課 8,357千円

報酬等 16,435千円

減価償却費 3,838千円
  

  
販売費 

給与 74,992千円

賞与 12,313千円

賞与引当金繰入額 7,435千円

退職給付引当金繰入額 1,958千円

法定福利費 11,683千円

公租公課 13千円

減価償却費 1,441千円

運搬費保管料、荷造包装費 147,341千円

貸倒引当金繰入額 300千円

一般管理費 

役員報酬 61,195千円

給与 42,057千円

賞与 3,878千円

賞与引当金繰入額 2,517千円

退職給付引当金繰入額 983千円

役員退職慰労引当金繰入額 5,970千円

法定福利費 12,001千円

公租公課 7,543千円

報酬等 16,419千円

減価償却費 4,868千円
  

（注４）研究開発費は、30,697千円であります。 （注４）研究開発費は、39,192千円であります。 

（注５）固定資産売却益は、機械装置であります。 （注５）固定資産売却益は、機械装置であります。 

（注６）固定資産売却損は、機械装置であります。 （注６）固定資産売却損は、機械装置であります。 

（注７）固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 （注７）固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 
  

建物 38千円

構築物 718千円

機械装置 6,016千円

工具器具備品 5,860千円

 計 12,633千円
  

  
建物 12,098千円

構築物 276千円

機械装置 26,940千円

車両 5千円

工具器具備品 6,413千円

電話加入権 144千円

 計 45,877千円
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（リース取引関係） 

当社有価証券報告書をＥＤＩＮＥＴ(電子開示システム)により開示しているため、記載を省略しております。 

 

（有価証券関係） 

前事業年度（自平成16年4月1日 至平成17年3月31日）及び当事業年度（自平成17年4月1日 至平成18年3月31日）における子

会社株式及び関連株式会社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 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳は次のとおりであり

ます。 

 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳は次のとおりであり

ます。 
  

繰延税金資産 

未払事業税等 5,159千円

賞与引当金 34,438千円

社会保険料 4,017千円

共済会積立金 5,216千円

たな卸資産評価損 1,208千円

投資有価証券評価損 7,377千円

貸倒引当金 1,481千円

役員退職慰労引当金 10,835千円

役員保険評価損 2,568千円

固定資産評価損 371千円

繰延税金資産合計 72,675千円

 

繰延税金負債 

その他有価証券評価差額金 △4,461千円

退職給付引当金 △17,603千円

繰延税金負債合計 △22,064千円

繰延税金資産の純額 50,610千円
 
  (注) 繰延税金資産の内訳は次のとおりです。 

    繰延税金資産（流動）         47,060千円 

    繰延税金資産（固定）          3,549千円 

  
繰延税金資産（流動） 

未払事業税等 1,577千円

賞与引当金 35,213千円

社会保険料 4,108千円

共済会積立金 5,392千円

たな卸資産評価損 823千円

貸倒引当金 1,603千円

退職給付過去分確定金 31,035千円

繰越欠損金 13,706千円

役員退職慰労引当金 6,298千円

役員保険評価損 2,083千円

固定資産償却超過額 2,960千円

繰延税金資産合計 104,802千円

 

繰延税金負債 

その他有価証券評価差額金 △30,887千円

退職給付引当金 △130,935千円

繰延税金負債合計 △161,822千円

繰延税金負債の純額 △57,020千円

 (注) 繰延税金資産の内訳は次のとおりです。 

    繰延税金資産（流動）         59,200千円 

    繰延税金負債（固定）         116,221千円 
    

 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

異の原因別の内訳は次のとおりであります。 

 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

異の原因別の内訳は次のとおりであります。 
  

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％

住民税均等割等 2.1％

その他 △1.9％

税効果会計適用後の法人税等の負担

率 
42.6％

  

  
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 
2.2％

住民税均等割等 2.1％

過年度法人税等 4.6％

過年度税効果修正額 △1.5％

その他 △1.9％

税効果会計適用後の法人税等の負担

率 
45.9％
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（１株当たり情報） 

前事業年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

  
１株当たり純資産額 407円52銭

１株当たり当期純利益 17円49銭

  

  
１株当たり純資産額 426円04銭

１株当たり当期純利益 16円72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４月１日 

至 平成17年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

当期純利益（千円） 109,521 104,840 

普通株主に帰属しない金額（千円） 4,600 4,500 

（うち利益処分による役員賞与金） (4,600) (4,500) 

普通株式に係る当期純利益（千円） 104,921 100,340 

期中平均株式数（株） 6,000,000 6,000,000 

 

（重要な後発事象） 

前事業年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 

当事業年度（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。 

 

 

７．役員の異動 (平成18年5月10日取締役会承認事項) 
(1) 代表者の異動 

該当事項はありません。 

(2) その他の役員の異動 

新任補欠監査役候補 

(非常勤)監査役   桑 原 新 市（現 ㈱ミツバ執行役員） 

(注) 桑原新市氏は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第1項に定める社外監査役の候補者

であります。 

(1) 就任予定日 

平成18年6月27日 


