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連結財務諸表注記
株式会社椿本チエインおよび連結子会社

3月31日に終了した各連結会計年度

1. 連結財務諸表の作成基準

添付の株式会社椿本チエイン（以下「当社」という）およびその連結子会社

の連結財務諸表は、日本において一般に公正妥当と認められた会計原則に

準拠し作成されております。ただし、日本の証券取引法に基づいて作成され

た連結財務諸表と国際財務報告基準には差異があります。

さらに、連結財務諸表の注記には日本の会計原則で要求されていない財

務情報を追加的に含めております。

添付の連結財務諸表の作成過程において、国外の読者の理解を高めるため、

一部組替えを実施しております。

連結財務諸表は円貨で作成しておりますが、読者の便宜を図るため、

2006年3月末の為替相場1米ドル＝117.48で換算した米ドル金額を表示

しております。

また、2004年度および2005年度の連結財務諸表の表示に合わせるた

めに過去に報告された金額は一部組替表示を行っております。そのような

組替表示は当期純利益又は純資産に影響を与えておりません。

2. 重要な会計方針

（a）連結の方針

添付の連結財務諸表は、当社および直接的又は間接的に支配する重要な

子会社を連結の範囲に含めています。当社がその経営や財務において重要

な影響を行使できる会社には持分法を適用しています。連結会社間の重要な

債権債務残高および取引高は、連結の過程で消去されています。

子会社の資産および負債については、連結子会社の株式取得日における

公正価額で全面時価評価法により連結財務諸表に反映させています。また

投資価額と株式取得日の連結子会社の純資産との差額について、金額的に

重要性がないものは、定額法によって5年で均等償却しています。

一部の連結子会社の決算日は、12月31日又は1月31日であり、連結財

務諸表の作成に当たっては、連結子会社の決算日現在の財務諸表を使用し

ています。ただし、1月1日から3月31日の間、又は2月1日から3月31日

の間に生じた重要な内部取引については連結上必要な調整を行っています。

（b）現金及び現金同等物

現金及び現金同等物は、手許現金、随時引き出し可能な預金および容易に

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ヶ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。

（c）貸倒引当金

当社および連結子会社は、債権の貸倒れに備えるため、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。

（d）有価証券および投資有価証券

有価証券および投資有価証券は、投機目的有価証券、満期保有目的の債券、

その他有価証券に分類しております。

投機目的有価証券は時価法で評価しております。実現もしくは未実現の

損益は、収益に負担させています。満期保有目的の債券は償却原価法で評価

しております。その他有価証券に区分された時価のある有価証券は、時価法

にて評価するとともに、所定の税額を控除した後の評価差額は全部資本直

入法により評価しております。売却原価は移動平均法により算定しており

ます。その他有価証券に区分された時価のない有価証券は移動平均法によ

る原価法で評価しております。

（e）デリバティブ

時価法を採用しております。

（f）たな卸資産

一部の海外子会社をのぞき、主として先入先出法、個別法および移動平均

法に基づく原価法により評価しておりますが、一部の海外連結子会社では

低価法により評価しております。

（g）有形固定資産

有形固定資産は、取得原価で計上しております。減価償却の方法について

は、主として定率法を採用しております。ただし、建物（建物附属設備を除く）

については、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 3～50年

機械装置及び運搬具 4～13年

（h）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。

（i）法人税等

繰延税金資産および負債は財務報告用の資産・負債と税金計算用の資産・

負債の差異について認識されます。繰延税金は貸借対照表日もしくはその後

に改定された税率にもとづいてそれぞれの資産又は負債が実現する時点に

適用される税率によって計算しております。

（j）退職給付引当金

退職給付引当金は退職給付債務から時価評価された年金資産を差引き、

年金数理計算上の差異を調整して計算しております。退職給付債務は従業

員の見積り残存勤務年数にわたる定額法により各年度の債務金額を算定し

ております。
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過去勤務債務は、その発生連結会計年度に全額費用処理しております。

数理計算上の差異は、各連結会計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

れぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。

（k）役員退職慰労引当金

当社および国内連結子会社の取締役と監査役に退職慰労金を支払う制度

を設けており、その退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく連結会計

年度末要支給額を計上しております。

（l）ヘッジ会計

ヘッジ会計の要件を満たすデリバティブ損益については、対応するヘッ

ジ手段の損益が認識されるまで繰延処理しております。なお、特例処理用件

を満たす金利スワップについては、特例処理を採用しております。また、外

貨建債権債務の為替予約について振当処理の要件を満たしている場合は、

振当処理を行っております。

（m）収益認識

当社および連結子会社は、長期請負工事を伴う受注物件の収益計上は工

事完成基準を採用しております。ただし、マテハン事業部門の一部海外連結

子会社において工事進行基準を採用しております。

（n）研究開発費及びソフトウェア

研究開発費は発生時に費用処理しております。

社内利用目的のソフトウェア開発に関する費用は、その発生時に費用処

理しております。ただし、そのソフトウェアの利用により将来の収益獲得又

は費用削減が確実であると認められる場合については資産計上し、社内に

おける利用可能期間（5年）で定額償却しております。

（o）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の為替相場により円貨に換算し、収益およ

び費用は取引時の為替相場により円貨に換算しております。

なお、在外子会社等の資産および負債は、決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、資本の部はそれぞれの歴史的レートにより換算しております。

収益および費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は少数株主

持分及び資本の部における為替換算調整勘定に含めております。

（p）利益処分

日本の会社法においては、利益処分は翌会計年度に開催される株主総会

で承認されます。そのため各連結会計年度の利益処分はその期間の連結財

務諸表には反映されておりません。（注記17参照）

3. 会計処理の変更

（1）固定資産の減損に係る会計基準

当社および連結子会社は、当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会

計基準を新しく適用しております。当該基準は有形および無形固定資産の

帳簿価額の回収が見込めない可能性を示す事象がある場合には、減損損失

を認識するかどうかの判定を行うことを要求しています。

また、減損損失を認識すべきであると判定された資産および資産グルー

プの帳簿価額を、正味売却価額又は使用価値のいずれか高い方の金額であ

る回収可能価額まで減額し、減損損失を損益計算書に計上することを要求し

ています。この会計基準の対象となる固定資産には、土地・工場・建物など

の有形固定資産だけではなく、無形固定資産が含まれます。また、固定資産

は他の資産又は資産グループのキャッシュ・フローから概ね独立したキャッ

シュ・フローを生み出す最小の単位でグルーピングを行う必要があります。

この新しい会計基準の適用により、32百万円（272千米ドル）の減損損失

を計上し、税金等調整前当期純利益が同額減少しております。

なお、減損損失累計額については、当該各資産の金額から直接控除してお

ります。

（2）収益計上基準

従来、長期請負工事を伴う受注物件の収益計上は工事完成基準を採用し

ておりましたが、当連結会計年度よりマテハン事業部門の一部海外連結子

会社において工事進行基準により計上する方法に変更しております。

これは年間受注額に占める長期大型工事の割合が増加傾向にあり、より

適正な期間損益計算を行うためであります。

この変更により、従来と同一の基準によった場合と比較して、売上高は

5,624百万円（47,872千米ドル）、売上原価は5,672百万円（48,281千

米ドル）増加し、営業利益、経常利益、税金等調整前当期純利益はそれぞれ

47百万円（400千米ドル）減少しております。
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4. 有価証券及び投資有価証券

（a）満期保有目的の債券で時価のあるもの

百万円 千米ドル

2005年度 2004年度 2005年度
連結貸借 連結貸借 連結貸借
対照表 対照表 対照表
計上額 時価 差額 計上額 時価 差額 計上額 時価 差額

時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの：

社債 ........................................................ ¥100 ¥100 ¥ 0 ¥ — ¥— ¥— $851 $851 $ 0
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの：

社債 ........................................................ — — — 100 94 (6) — — —
合計 .................................................... ¥100 ¥100 ¥ 0 ¥100 ¥94 ¥ (6) $851 $851 $ 0

（b）その他有価証券で時価のあるもの

百万円 千米ドル

2005年度 2004年度 2005年度
連結貸借 連結貸借 連結貸借
対照表 対照表 対照表

取得原価 計上額 差額 取得原価 計上額 差額 取得原価 計上額 差額

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの：

株式 ........................................................ ¥6,002 ¥34,263 ¥28,261 ¥5,971 ¥20,485 ¥14,514 $51,090 $291,650 $240,560
その他 ..................................................... 59 69 10 — — — 502 587 85
小計 .................................................... 6,061 34,332 28,271 5,971 20,485 14,514 51,592 292,237 240,645

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの：

株式 ........................................................ — — — 2 2 (0) — — —
債券 ........................................................ — — — 54 44 (10) — — —
その他 ..................................................... 90 80 (10) 179 164 (15) 766 681 (85)
小計 .................................................... 90 80 (10) 235 210 (25) 766 681 (85)
合計................................................. ¥6,151 ¥34,412 ¥28,261 ¥6,206 ¥20,695 ¥14,489 $52,358 $292,918 $240,560

（c）連結会計年度中に売却したその他有価証券
百万円 千米ドル

2005年度 2004年度 2005年度

売却額 ............................................................................................................................................. ¥75 ¥176 $638
売却額の合計額.................................................................................................................................. 15 5 128
売却損の合計額.................................................................................................................................. — (8) —

時価評価されていない主な有価証券の内容および連結貸借対照表計上額
百万円 千米ドル

2005年度 2004年度 2005年度

非上場外国債券 ............................................................................................................................. ¥ — ¥ 39 $ —
非上場株式 ................................................................................................................................... 369 398 3,141

（d）その他有価証券のうち満期があるものおよび満期保有目的の債券の今後の償還予定額
百万円

2005年度
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超

社債 ............................................................................................................. ¥— ¥— ¥— ¥100
その他 .......................................................................................................... — — — —

千米ドル

2005年度
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超

社債 ............................................................................................................. $— $— $— $851
その他 .......................................................................................................... — — — —
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その他流動および固定負債に含まれるその他の有利子負債の内容は、割

賦購入（1年内返済予定）および割賦購入（1年超返済予定）を含んでおり、

2005年3月31日、2006年3月31日現在の平均利率はそれぞれ3.04%、

3.15%であります。

長期借入金の2006年3月31日以降の返済予定は以下のとおりです。
3月31日に終了する連結会計年度 百万円 千米ドル

2006年度 ................................................... ¥ 7,955 $ 67,714
2007年度 ................................................... 2,062 17,552
2008年度 ................................................... 3,015 25,664
2009年度 ................................................... 10,452 88,968
2010年度 ................................................... 8,015 68,224
2011年度以降 ............................................. 54 460

合計 ............................................................. ¥31,553 $268,582

割賦購入にかかるその他の有利子負債の2006年3月31日以降の返済予

定は以下のとおりです。
3月31日に終了する連結会計年度 百万円 千米ドル

2006年度 .................................................. ¥ 398 $ 3,388
2007年度 .................................................. 348 2,962
2008年度 .................................................. 336 2,860
2009年度 .................................................. 318 2,707
2010年度 .................................................. 329 2,800
2011年度以降............................................. 173 1,473

合計 ............................................................. ¥1,902 $16,190

5. たな卸資産

2005年および2006年3月31日現在のたな卸資産の内容は以下のとおりです。
百万円 千米ドル

2005年度 2004年度 2005年度

製品 ................................................................................................................................................ ¥ 9,515 ¥ 8,953 $ 80,993
原材料 ............................................................................................................................................. 2,903 2,578 24,711
仕掛品 ............................................................................................................................................. 10,623 9,182 90,424
合計 ................................................................................................................................................ 834 574 7,098

¥23,875 ¥21,287 $203,226

6. 短期借入金及び長期借入債務

2005年および2006年3月31日現在の短期借入金の内容は、主として銀行借入であり2005年3月31日、2006年3月31日現在の加重平均利率はそ

れぞれ1.7%、1.3875%であります。2005年および2006年3月31日現在の長期借入債務の内容は以下のとおりです。
百万円 千米ドル

2005年度 2004年度 2005年度

長期借入金（主に金融機関借入）平均利率：年3.0% 返済期限：～2013年度

担保付 ......................................................................................................................................... ¥13,079 ¥13,142 $111,330
無担保 ......................................................................................................................................... 10,474 17,629 89,155

担保付社債 利率：年0.73%～1.20% 償還期限：2004年度 ........................................................................ — 100 —
無担保社債 利率：年2.40% 償還期限：2004年度 ................................................................................... — 1,600 —
無担保社債 利率：0.38% 償還期限：2005年度 ...................................................................................... 100 100 851
担保付社債 利率：年2.30% 償還期限：2006年度 ................................................................................... 800 800 6,810
無担保社債　利率：年0.44% 償還期限：2006年度 .................................................................................... 100 100 851
無担保社債　利率：年0.83% 償還期限：2009年度 .................................................................................... 7,000 — 59,585

31,553 33,471 268,582
控除：1年内返済予定額 ........................................................................................................................ 7,955 9,196 67,714
合計 ............................................................................................................................................ ¥23,598 ¥24,275 $200,868
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2006年3月31日現在、短期借入金（409百万円（3,481千米ドル））、

1年以内返済予定の長期借入金（4,344百万円（36,977千米ドル））、1年以

内償還予定の社債（800百万円（6,810千米ドル））および長期債務（8,736

百万円（74,362千米ドル））の担保に供している資産は以下のとおりです。
百万円 千米ドル

2005年度 2005年度

土地 ..................................................... ¥30,133 $256,495
建物及び構築物 ...................................... 15,743 134,006
機械装置及び運搬具................................. 7,660 65,203
工具器具備品 ......................................... 943 8,027
建設仮勘定 ............................................ 211 1,796
その他 .................................................. 63 536
合計 ................................................. ¥54,753 $466,063

当社は、運転資金の効率的な調達を行なうため取引金融機関とコミットメン

トライン契約を締結しております。

当該契約に基づく2006年3月31日現在の借入未実行残高は次のとおり

です。
百万円 千米ドル

コミットメントの総額.............................. ¥15,000 $127,681
借入実行残高 ......................................... 1,000 8,512
差引額 .................................................. ¥14,000 $119,169

7. 法人税等

当社および連結子会社は法人税、住民税および事業税を含む税金が課され、2004年度および2005年度において全体として40.6%の実効税率が適用さ

れております。

2004年度および2005年度における法定実効税率と税効果会計会計適用後の法人税等の負担率との差異は5%以下で重要ではないので注記しておりま

せん。

2005年および2006年3月31日現在の当社および連結子会社における重要な繰延税金資産および繰延税金負債の内訳は以下のとおりです。
百万円 千米ドル

2005年度 2004年度 2005年度

繰延税金資産：

退職給付引当金繰入限度超過額 ......................................................................................................... ¥ 4,241 ¥ 4,216 $ 36,100
確定拠出年金移行に伴う未払金 ......................................................................................................... 1,893 1,725 16,113
役員退職慰労引当金 ........................................................................................................................ 148 137 1,260
賞与引当金繰入限度超過額 ............................................................................................................... 1,038 955 8,836
貸倒引当金繰入限度超過額 ............................................................................................................... 122 142 1,038
その他 ......................................................................................................................................... 1,486 1,373 12,649

繰延税金資産小計............................................................................................................................... 8,928 8,548 75,996
評価性引当額................................................................................................................................. (357) — (3,039)

繰延税金資産合計............................................................................................................................... 8,571 8,548 72,957

繰延税金負債：

固定資産圧縮積立金 ........................................................................................................................ (5,377) (5,175) (45,769)
資本連結手続のための評価益計上額.................................................................................................... (269) (370) (2,290)
その他有価証券評価差額金 ............................................................................................................... (11,475) (5,882) (97,676)
その他 ......................................................................................................................................... (1,347) (1,333) (11,466)

繰延税金負債合計............................................................................................................................... (18,468) (12,760) (157,201)
繰延税金資産（負債）の純額 ...................................................................................................................¥ (9,897) ¥ (4,212) $ (84,244)

8. 退職給付

当社および国内連結子会社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度、

確定拠出年金制度および前払退職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。

海外連結子会社の一部においても、確定給付型の制度を設けております。

退職給付債務に関する事項
百万円 千米ドル

2005年度 2004年度 2005年度

退職給付債務 ............................. ¥(14,108) ¥(16,078) $(120,088)
年金資産................................... 3,123 3,748 26,583
未積立退職給付債務 .................... (10,985) (12,330) (93,505)
未認識数理計算上の差異 .............. 1,069 1,306 9,099
退職給付債務 ............................. ¥ (9,916) ¥(11,024) $ (84,406)

（注）一部の連結子会社は、退職給付債務の算出にあたり、簡便法を採用しております。
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なお、国内連結子会社のうち1社は、2005年5月1日付で、2社は2006

年4月1日付で、退職一時金制度の一部について、確定拠出年金制度および

前払退職金制度へ移行しております。

退職一時金制度について、一部の国内連結子会社において確定拠出年金

制度および前払退職金制度へ移行したことによる2006年3月31日時点で

の影響額は次のとおりです。
百万円 千米ドル

退職給付債務の減少 ............................. ¥ 3,188 $ 27,137
適格退職年金からの資産移換額 .............. (1,455) (12,385)
未認識数理計算上の差異 ....................... (472) (4,018)
未認識過去勤務債務 ............................. (173) (1,473)
退職給付引当金の減少 .......................... 1,088 9,261
確定拠出年金への資産未移換額 .............. (1,361) (11,585)
退職給付制度改定に伴う損益 ................. ¥ (273) $ (2,324)

確定拠出年金制度および前払退職金制度への資産移換額は1,361百万円

（11,585千米ドル）であり、8年間で移換する予定であります。なお、当連

結会計年度末時点での未移換額は、流動負債の「その他」に168百万円

（1,430千米ドル）、固定負債の「長期未払金」に1,075百万円（9,150千米

ドル）それぞれ計上しております。

一部の国内連結子会社は、2005年4月1日付で、適格退職年金制度を廃

止し、退職一時金制度の一部について確定拠出年金制度および前払退職金

制度へ移行しております。

確定拠出年金制度および前払退職金制度へ移行したことによる影響額は

次のとおりです。
百万円

2005年度

退職給付債務の減少 ....................................................... ¥ 801
適格退職年金からの資産移換額 ........................................ (437)
退職給付引当金の減少 .................................................... 364
確定拠出年金への資産未移換額 ........................................ (364)
退職給付制度改定に伴う利益 ........................................... ¥ —

また、確定拠出年金制度および前払退職金制度への資産移換額は801百

万円であり、8年間で移換する予定であります。なお、2005年3月31日現

在での未移換額は、流動負債の「その他」に46百万円、固定負債の「長期未払

金」に319百万円それぞれ計上しております。

退職給付金費用に関する事項
百万円 千米ドル

2005年度 2004年度 2005年度

勤務費用............................................. ¥ 658 ¥ 824 $ 5,601
利息費用............................................. 341 377 2,902
期待運用収益 ....................................... (89) (99) (757)
退職給付制度改定に伴う損益 .................. 273 — 2,324
償却：

数理計算上の差異の費用処理額................ 147 193 1,251
確定拠出年金への掛金支払額 .................. 440 312 3,745
計.................................................. ¥1,770 ¥1,607 $15,066

退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

2005年度 2004年度

割引率 ................................................... 主として 2.0% 2.5%
期待運用収益率........................................ 主として 2.5% 2.5%

9. 偶発債務

2006年3月31日において、当社および連結子会社は手形割引高および

従業員や関連会社の借入に伴う債務保証に対し合計で683百万円

（58,144米ドル）の偶発債務が存在します。

10. 土地の再評価

当社は「土地の再評価に関する法律」（1998年3月31日公布法律第34号）

および「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」（2001年3月

31日公布法律第19号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、再評価差

額から再評価に係る繰延税金負債を控除した金額を「土地再評価差額金」と

して資本の部に計上しております。

再評価の方法

「土地の再評価に関する法律施行令」（1998年3月31日公布政令第

119号）第2条第5号に定める鑑定評価および第2条第3号に定める固

定資産税評価額に基づいて合理的な調整を行って算定する方法によっ

ております。

再評価を行った年月日 2002年3月31日

再評価を行った土地の当連結会計年度末における

時価と再評価後の帳簿価額との差額 10,435百万円

11. 株主資本

日本の商法では、配当金および役員賞与の10%以上の金額と中間配当金

の10%の金額を、資本準備金と法定準備金の合計額が資本金の25%に達

するまで、法定準備金として積み立てることを要求しています。資本準備金

および法定準備金については、配当することはできませんが、株主総会の決

議による資本の欠損の填補、又は取締役会の決議による資本金への振り替

えることが認められています。

さらに、資本の25%を超えた分の資本準備金および法定準備金の合計額

については、株主の決議によって配当することができます。

なお、添付の連結貸借対照表および連結株主持分変動計算書において、資

本準備金は資本剰余金に、法定準備金は利益剰余金に含まれています。当社

の2005年および2006年3月31日現在の法定準備金の残高はいずれも、

3,376百万円（＄28,737千米ドル）です。

2006年5月1日に施行された会社法は、商法の条項の大部分を引き継い

でおり、剰余金の配当について商法と同様の要求をしています。しかし、会

社法においては、株主総会の決議に基づき、いつでも剰余金の配当をするこ

とができます。また、一定の要件のもとで、取締役会の決議に基づいて剰余

金の配当をすることもできます。

12. 研究開発

製造費用と販売費および一般管理費に含まれる研究開発費は、2004年

度が2,215百万円、2005年度が3,422百万円です。
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13. リース取引

当社および連結子会社が借主であり、現在オペレーティング・リース取引に係る方法に準じて会計処理を行っているファイナンス・リース取引を貸借対照

表に計上した場合における2005年3月31日、2006年3月31日現在の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、期末残高相当額は次のとおりです。

百万円

2005年度
減価償却 減損損失

取得価額相当額 累計額相当額 累計額相当額 期末残高相当額

機械装置及び運搬具 .................................................................................................... ¥ 143 ¥ 52 ¥ — ¥ 91
工具器具備品 ............................................................................................................. 1,119 801 — 318
その他...................................................................................................................... 378 205 — 173
計 ........................................................................................................................... ¥1,640 ¥1,058 ¥ — ¥582

百万円

2004年度
減価償却 減損損失

取得価額相当額 累計額相当額 累計額相当額 期末残高相当額

機械装置及び運搬具 .................................................................................................... ¥ 70 ¥ 27 ¥ — ¥ 43
工具器具備品 ............................................................................................................. 1,348 870 — 478
その他...................................................................................................................... 452 217 — 235
計 ........................................................................................................................... ¥1,870 ¥1,114 ¥ — ¥756

千米ドル

2005年度
減価償却 減損損失

取得価額相当額 累計額相当額 累計額相当額 期末残高相当額

機械装置及び運搬具 .................................................................................................... $ 1,217 $ 442 $ — $ 775
工具器具備品 ............................................................................................................. 9,525 6,818 — 2,707
その他...................................................................................................................... 3,218 1,745 — 1,473
計 ........................................................................................................................... $13,960 $9,005 $ — $4,955

オペレーティング・リース取引に係る方法に準じて会計処理を行ってい

るファイナンス・リース取引について、2004年度および2005年度におけ

る支払リース料および減価償却費相当額は以下のとおりです。（なお、いず

れも連結損益計算書には計上されていません。）
百万円 千米ドル

2005年度 2004年度 2005年度

支払リース料....................................... ¥369 ¥445 $3,141
減価償却費相当額 ................................. 369 445 3,141

リース物件の所有権が借主である当社および連結子会社に移転しないファ

イナンス・リース取引について、2006年度以降における未経過リース料期

末残高相当額の支払額は以下のとおりです。
3月31日に終了する連結会計年度 百万円 千米ドル

2006年度 ........................................................ ¥255 $2,171
2007年度以降 .................................................. 327 2,783

¥582 $4,954

（注）未経過リース料期末残高相当額は、支払利子込み法により算定しております。

解約不能のオペレーティング・リース取引について、2006年度以降にお

ける未経過リース料の支払額は以下のとおりです。
3月31日に終了する連結会計年度 百万円 千米ドル

2006年度 ........................................................ ¥ 5 $ 43
2007年度以降 .................................................. 14 119

¥19 $162

14. デリバティブ取引関係

当社および一部の連結子会社は為替変動および金利変動のリスクを低減

させるためデリバティブ商品を使用しております。当社および一部の連結子

会社は外貨建の資産および負債の為替相場の変動のリスクをヘッジして安

定的な利益の確保を図るため、為替予約を使用しております。加えて、当社

および一部の連結子会社は借入金の金利変動の影響をヘッジするために、

金利スワップを使用しております。当社およびこれらの連結子会社は投機

目的ではデリバティブ契約を締結しません。

当社および一部の連結子会社は先物為替契約と金利スワップ契約から派

生する特定の市場リスクにさらされております。又、この先物為替契約と金

利スワップ契約に関して契約相手の契約不履行による信用リスクにもさら

されております。しかしながら、契約相手は信用度の高い大手の銀行に限定

されておりますので、契約不履行による信用リスクはほとんどないと判断

しております。

為替予約取引は、確定した額の範囲内で各事業部門が予約額を決定し、財

務担当部署が実行および管理を行っております。また、金利スワップ取引は、

当社において、借入契約の一環として財務部が実行および管理を行ってお

ります。
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デリバティブ取引の契約額等、時価および評価損益の状況

百万円 千米ドル

2005年度 2004年度 2005年度
契約額のうち 契約額のうち

契約額等 1年超 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 契約額等 1年超 時価 評価損益

為替予約取引

売建

米ドル ............................. ¥2,284 ¥ — ¥2,351 ¥(67) ¥ — ¥ — ¥ — $19,442 $ — $20,012 $(570)
カナダドル ....................... 258 — 261 (3) — — — 2,196 — 2,222 (26)
オーストラリアドル............ 145 — 141 4 — — — 1,234 — 1,200 34

買建

日本円 ............................. 1,211 — 1,196 (15) 10,308 — 10,180 (128)
英ポンド .......................... 18 — 18 (0) — — — 153 — 153 (0)

合計........................................ ¥(81) ¥ — $(690)

（注）1. 時価の算出方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引については、注記の対象から除いております。

15. 1株当たり情報
円 米ドル

2005年度 2004年度 2005年度

1株当たり純資産額 .............................. ¥410.66 ¥380.91 $3.496
1株当たり当期純利益金額 ..................... 34.78 22.77 0.296
1株当たり配当 .................................... 9.00 7.00 0.077

1株当たり総資産額は、株主に帰属する純資産と期末発行済株式数によっ

て計算しております。1株当たり当期純利益金額は、株主に帰属する当期純

利益と期中平均株式数によって計算しております。1株当たり配当は、中間

配当含め各年の取締役会で提示された配当金額を記載しております。

16. セグメント情報

当社および連結子会社はパワトラ事業とマテハン事業およびその他、ビルメンテナンス、保険代理業、ヘルスケア機器の販売の事業に区分されます。

2005年および2006年3月31日に終了した連結会計年度における事業の種類別セグメント情報、所在地別セグメント情報、海外売上高は次のとおりです。

事業の種類別セグメント
百万円

2005年度
パワトラ マテハン
事業部門 事業部門 その他部門 合計 消去又は全社 連結

I. 売上高：

外部顧客に対する売上高 ........................................................... ¥111,865 ¥35,309 ¥ 587 ¥147,761 ¥ — ¥147,761
セグメント間の内部売上高又は振替高 .......................................... 1,791 175 1,836 3,802 (3,802) —
計 ........................................................................................ 113,656 35,484 2,423 151,563 (3,802) 147,761
営業費用................................................................................ 98,767 33,378 2,260 134,405 (474) 133,931
営業利益................................................................................ ¥ 14,889 ¥ 2,106 ¥ 163 ¥  17,158 ¥ (3,328) ¥ 13,830

II.資産、減価償却費、資本的支出
資産...................................................................................... ¥115,031 ¥26,670 ¥2,235 ¥143,936 ¥54,522 ¥198,458
減価償却費............................................................................. 4,836 320 5 5,161 348 5,509
資本的支出............................................................................. 5,756 292 768 6,816 673 7,489
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百万円

2004年度
パワトラ マテハン
事業部門 事業部門 その他部門 合計 消去又は全社 連結

I. 売上高：

外部顧客に対する売上高 ........................................................... ¥ 98,404 ¥30,592 ¥ 567 ¥129,563 ¥ — ¥129,563
セグメント間の内部売上高又は振替高 .......................................... 1,383 82 1,784 3,249 (3,249) —
計 ........................................................................................ 99,787 30,674 2,351 132,812 (3,249) 129,563
営業費用................................................................................ 88,524 28,874 2,250 119,648 (533) 119,115
営業利益................................................................................ ¥ 11,263 ¥ 1,800 ¥ 101 ¥ 13,164 ¥ (2,716) ¥ 10,448

II.資産、減価償却費、資本的支出
資産...................................................................................... ¥112,608 ¥24,406 ¥1,750 ¥138,764 ¥40,499 ¥179,263
減価償却費............................................................................. 4,795 370 65 5,171 333 5,504
資本的支出............................................................................. 3,125 295 18 3,438 260 3,698

千米ドル

2005年度
パワトラ マテハン
事業部門 事業部門 その他部門 合計 消去又は全社 連結

I. 売上高：

外部顧客に対する売上高 ........................................................... $952,204 $300,553 $ 4,997 $1,257,754 $ — $1,257,754
セグメント間の内部売上高又は振替高 .......................................... 15,245 1,490 15,628 32,363 (32,363) —
計 ........................................................................................ 967,449 302,043 20,625 1,290,117 (32,363) 1,257,754
営業費用................................................................................ 840,713 284,117 19,237 1,144,067 (4,035) 1,140,032
営業利益................................................................................ $126,736 $ 17,926 $ 1,388 $ 146,050 $ (28,328) $ 117,722

II.資産、減価償却費、資本的支出
資産...................................................................................... $979,154 $227,017 $19,024 $1,225,195 $464,096 $1,689,291
減価償却費............................................................................. 41,164 2,724 43 43,931 2,962 46,893
資本的支出............................................................................. 48,996 2,485 6,537 58,018 5,729 63,747

（注）注記3.（2）「会計処理の変更」に記載のとおり、従来、長期請負工事を伴う受注物件の収益計上は工事完成基準を採用していましたが、当連結会計年度

よりマテハン事業部門の一部海外連結子会社において工事進行基準により計上する方法に変更しています。

この変更により、従来と同一の基準によった場合と比較して、マテハン事業部門で売上高は5,624百万円（47,872千米ドル）増加し、営業利益は47百

万円（400千米ドル）減少しています。

所在地別セグメント

百万円

2005年度
アジア・

日本 北米 欧州 オセアニア 計 消去又は全社 連結

外部顧客に対する売上高 .................................................. ¥102,330 ¥30,245 ¥7,275 ¥7,911 ¥147,761 ¥ — ¥147,761
セグメント間の内部売上高又は振替高 ................................. 15,080 687 13 557 16,337 (16,337) —
計 ............................................................................... 117,410 30,932 7,288 8,468 164,098 (16,337) 147,761
営業費用....................................................................... 102,982 29,953 6,750 7,512 147,197 (13,266) 133,931
営業利益....................................................................... ¥ 14,428 ¥ 979 ¥ 538 ¥ 956 ¥ 16,901 ¥ (3,071) ¥ 13,830
資産 ............................................................................ ¥117,956 ¥20,404 ¥4,903 ¥5,975 ¥149,238 ¥ 49,220 ¥198,458

百万円

2004年度
アジア・

日本 北米 欧州 オセアニア 計 消去又は全社 連結

外部顧客に対する売上高 .................................................. ¥ 93,820 ¥22,089 ¥5,718 ¥7,936 ¥129,563 ¥ — ¥129,563
セグメント間の内部売上高又は振替高 ................................. 10,504 351 0 534 11,389 (11,389) —
計 ............................................................................... 104,324 22,440 5,718 8,470 140,952 (11,389) 129,563
営業費用....................................................................... 92,905 21,821 5,295 7,612 127,633 (8,518) 119,115
営業利益....................................................................... ¥ 11,419 ¥ 619 ¥ 423 ¥ 858 ¥ 13,319 ¥    (2,871) ¥ 10,448
資産 ............................................................................ ¥112,243 ¥17,477 ¥4,573 ¥7,783 ¥142,076 ¥  37,187 ¥179,263
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千米ドル

2005年度
アジア・

日本 北米 欧州 オセアニア 計 消去又は全社 連結

外部顧客に対する売上高 .................................................. $ 871,042 $257,448 $61,925 $67,339 $1,257,754 $ — $1,257,754
セグメント間の内部売上高又は振替高 ................................. 128,362 5,848 111 4,741 139,062 (139,062) —
計 ............................................................................... 999,404 263,296 62,036 72,080 1,396,816 (139,062) 1,257,754
営業費用....................................................................... 876,592 254,963 57,456 63,942 1,252,953 (112,921) 1,140,032
営業利益....................................................................... $ 122,812 $ 8,333 $ 4,580 $ 8,138 $ 143,863 $ (26,141) $ 117,722
資産 ............................................................................ $1,004,051 $173,680 $41,735 $50,860 $1,270,326 $ 418,965 $1,689,291

本邦以外の区分に属する主な国又は地域は次のとおりです。

北米：アメリカ、カナダ

欧州：オランダ、イギリス

アジア・オセアニア：台湾、大韓民国、中華人民共和国、シンガポール、タイ、オーストラリア

（注）注記3.（2）「会計処理の変更」に記載のとおり、従来、長期請負工事を伴う受注物件の収益計上は工事完成基準を採用していましたが、当連結会計年度より

マテハン事業部門の一部海外連結子会社において工事進行基準により計上する方法に変更しています。

この変更により、従来と同一の基準によった場合と比較して、北米で売上高は5,624百万円（47,872千米ドル）増加し、営業利益は47百万円（400千

米ドル）減少しています。

海外売上高
百万円

2005年度
アジア・

北米 欧州 オセアニア その他地域 計

海外売上高 ............................................................................................................... ¥31,148 ¥7,944 ¥13,927 ¥491 ¥ 53,510
連結売上高 ............................................................................................................... 147,761
連結売上高に占める海外売上高の割合 ............................................................................ 21.1% 5.4% 9.4% 0.3% 36.2%

百万円

2004年度
アジア・

北米 欧州 オセアニア その他地域 計

海外売上高 ............................................................................................................... ¥22,857 ¥7,387 ¥11,670 ¥432 ¥ 42,346

連結売上高 ............................................................................................................... 129,563

連結売上高に占める海外売上高の割合 ............................................................................ 17.6% 5.7% 9.0% 0.3% 32.7%

千米ドル

2005年度
アジア・

北米 欧州 オセアニア その他地域 計

海外売上高 ............................................................................................................... $265,134 $67,620 $118,548 $4,180 $ 455,482
連結売上高 ............................................................................................................... 1,257,754

17. 後発事象

2006年6月29日開催の定時株主総会において、2006年3月31日現在の株主に対し1株当たり6円（0.05米ドル）、総額1,125百万円（9,576千米ドル）

の現金配当を支払うことが承認されました。




