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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

(注) １ 売上高には、消費税等は含めておりません。 

２ 第59期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しない

ため、記載しておりません。 

３ 第59期の自己資本利益率及び株価収益率については、当期純損失であるため、記載しておりません。 

４ 第60期より「１株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成14年９月25日 企業会計基準第２号)

及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成14年９月25日 企業会計基準適

用指針第４号)を適用しております。 

  

回次 第59期 第60期 第61期 第62期 第63期 

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月

売上高 (百万円) 554,180 545,972 551,809 583,575 640,073

経常利益 (百万円) 3,347 5,490 7,085 9,692 11,768

当期純利益 
又は当期純損失(△) 

(百万円) △1,743 2,763 3,148 4,145 2,340

純資産額 (百万円) 39,239 40,456 44,879 48,087 56,257

総資産額 (百万円) 379,646 366,439 366,514 382,190 401,873

１株当たり純資産額 (円) 156.25 161.15 178.84 191.73 224.38

１株当たり当期純利益 
又は当期純損失(△) 

(円) △6.94 10.88 12.38 15.84 8.55

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

(円) ― 10.88 12.37 15.84 8.55

自己資本比率 (％) 10.34 11.04 12.24 12.58 14.0

自己資本利益率 (％) ― 6.93 7.38 8.91 4.48

株価収益率 (倍) ― 15.44 19.79 18.30 48.18

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 18,527 13,553 15,867 19,919 17,550

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △16,898 △8,359 △5,777 △21,887 △19,364

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △8,119 △6,752 △5,425 △603 △332

現金及び現金同等物 
の期末残高 

(百万円) 19,917 18,341 23,431 22,066 20,444

従業員数 (人) 6,677 6,544 6,598 7,069 7,144



(2) 提出会社の経営指標等 

  

(注) １ 売上高には、消費税等は含めておりません。 

２ 第59期及び第60期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が

存在しないため、記載しておりません。 

３ 第61期、第62期及び第63期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載してお

りません。 

４ 第59期及び第60期の自己資本利益率、株価収益率及び配当性向については、当期純損失であるため、記載しておりませ

ん。 

５ 第60期より「１株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成14年９月25日 企業会計基準第２号)

及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成14年９月25日 企業会計基準適

用指針第４号)を適用しております。 

  

回次 第59期 第60期 第61期 第62期 第63期 

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月

売上高 (百万円) 441,694 426,075 433,010 454,603 497,920

経常利益 (百万円) 1,645 3,107 3,850 5,574 6,563

当期純利益 
又は当期純損失(△) 

(百万円) △1,488 △815 1,737 2,329 1,901

資本金 (百万円) 20,096 20,096 20,096 20,096 20,096

発行済株式総数 (千株) 251,365 251,365 251,365 251,365 251,365

純資産額 (百万円) 43,438 41,877 46,022 47,552 53,924

総資産額 (百万円) 281,127 269,826 263,754 269,456 288,578

１株当たり純資産額 (円) 172.82 166.71 183.25 189.41 214.85

１株当たり配当額 
(うち１株当たり中間配
当額) 

(円) 

(円) 

3 

(―)

3

(―)

3

(―)

4 

(―)

5

(―)

１株当たり当期純利益 
又は当期純損失(△) 

(円) △5.92 △3.24 6.91 8.95 7.19

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 15.45 15.52 17.45 17.65 18.7

自己資本利益率 (％) ― ― 3.95 4.97 3.74

株価収益率 (倍) ― ― 35.46 32.40 57.30

配当性向 (％) ― ― 43.36 43.10 66.01

従業員数 (人) 1,343 1,325 1,256 1,194 1,174



２ 【沿革】 

  

昭和５年５月 岩谷直治氏の個人経営により大阪市港区市岡浜通１丁目に岩谷直治商店を創業

し、酸素、カーバイド、溶接材料等の取扱いを開始しました。 

昭和20年２月 株式会社組織に改め、資本金198千円をもって、岩谷産業株式会社を設立しまし

た。 

昭和22年７月 本店を大阪市東区本町３丁目11番地に移転しました。 

昭和23年８月 東京営業所(現・東京本社)を開設しました。 

昭和28年11月 ＬＰガスを「マルヰプロパン」のブランドで販売開始、これにより消費財市場へ

の進出の基盤を固めました。 

昭和34年３月 ＬＰガス等の販売会社であるセントラル石油瓦斯株式会社(現・連結子会社)を設

立しました。 

昭和37年８月 大阪証券取引所市場第二部に株式を上場しました。 

昭和37年12月 東京証券取引所市場第二部に株式を上場しました。 

昭和40年４月 大阪・東京両証券取引所市場第一部に指定替えしました。 

昭和44年12月 大阪・東京２本社制を採用し、首都圏における企業基盤の強化を図りました。 

名古屋証券取引所市場第一部に株式を上場しました。 

昭和45年３月 本店を大阪市東区本町４丁目１番地(現 大阪市中央区本町３丁目４番８号)に移

転しました。 

昭和54年１月 高圧ガス等の販売会社である大阪イワタニガス株式会社(現・イワタニガスネット

ワーク株式会社、連結子会社)を設立しました。 

昭和55年８月 ＬＰガス輸入基地として堺ＬＰＧ輸入ターミナルが完成しました。 

昭和56年２月 サウジアラビアよりＬＰガスの直輸入を開始しました。 

昭和60年12月 岩谷ガス工業株式会社、富士瓦斯工業株式会社、大阪水素工業株式会社の３社が

岩谷ガス工業株式会社を存続会社として対等合併し、高圧ガス等の製造・販売会

社である岩谷瓦斯株式会社(現・連結子会社)を設立しました。 

昭和62年２月 第43回定時株主総会の決議により決算期を11月30日から３月31日に変更しまし

た。 

平成３年４月 ＬＰガスの配送・充てん業務並びに工場管理の合理化をはかるため、各地域ブロ

ック別に供給センターの統廃合を実施しました。 

平成５年10月 「マルヰプロパン」発売40周年を迎え、生活者に選ばれるエネルギーとして、新

しいブランド「Ｍａｒｕｉ Ｇａｓ(マルヰガス)」を採用しました。 

平成９年５月 東京本社を東京都港区西新橋３丁目21番８号に移転しました。 

平成12年３月 環境に関する国際規格であるＩＳＯ14001の認証を、両本社並びに国内全９支社に

て取得しました。 

平成14年２月 国内初の「水素供給ステーション」が完成し、実証試験を開始しました。 

平成16年２月 ミネラル・ウォーター「富士の湧水」の宅配事業を開始しました。 



３ 【事業の内容】 

当社グループは、当社、子会社176社(うち連結子会社88社、持分法適用非連結子会社77社)、関連会社128社(うち持

分法適用関連会社71社)及び関係会社以外の関連当事者により構成され、エネルギー等生活関連、産業ガス関連、マテ

リアル・エレクトロニクス関連及び各事業に係わる金融、保険、運送、倉庫、保安、情報処理サービス等その他の分

野に事業を展開しております。 

各分野における当社、主要な関係会社の位置付け及び事業の種類別セグメントとの関連の系統図は次のとおりであ

ります。 

  

 

  



４ 【関係会社の状況】 

  

名称 住所 資本金 
(百万円) 

主要な事業
の内容 

議決権の
所有割合
(％) 

関係内容

役員の
兼任等 融資等

営業上 
の取引 

設備の 
賃貸借等 

(連結子会社)             

岩谷液化ガスターミナル㈱ 大阪府堺市 125 エネルギー等
生活関連 100 有 ―

液化石油ガス基地の運
営・受払業務委託 

賃貸 
(事務所) 

イワタニ近畿㈱ 大阪府吹田市 208 エネルギー等
生活関連 

100
(100) 有 ― 商品の販売

賃貸(土地 
・事務所) 

イワタニ・ケンボロー㈱ 東京都中央区 109 エネルギー等
生活関連 100 有 ― 商品の販売・仕入 賃貸 

(事務所) 

岩谷設備システム㈱ 東京都中央区 100 エネルギー等
生活関連 100 有 ― 商品の販売・仕入 ― 

イワタニ東海㈱ 岐阜県瑞穂市 200 エネルギー等
生活関連 

100
(100) 有 ― 商品の販売 ― 

イワタニ北海道㈱ 札幌市北区 100 エネルギー等
生活関連 

100
(100) 有 ― 商品の販売

賃貸(土地 
・事務所) 

岩谷マルヰガス㈱ 東京都港区 546 エネルギー等
生活関連 100 有 ―

商品の仕入、情報管理
委託 

賃貸 
(事務所) 

カセットフー㈱ 東京都中央区 100 エネルギー等
生活関連 100 有 ― 商品の販売・仕入 ― 

セントラル石油瓦斯㈱ 東京都中央区 463 エネルギー等
生活関連 61.36 有 ― 商品の販売・仕入 賃借 

(工場) 

㈱ホームエネルギー九州 北九州市 
小倉北区 30 エネルギー等

生活関連 
100
(100) 有 ―

液化石油ガスの 
配送、工場運営委託 

賃貸(土地 
・事務所) 

㈱ホームエネルギー近畿 大阪府摂津市 33 エネルギー等
生活関連 

94.45
(94.45)

有 ―
液化石油ガスの 
配送、工場運営委託 

賃貸(土地 
・事務所) 

マルヰ産業㈱ 沖縄県那覇市 91 エネルギー等
生活関連 51.97 有 ― 商品の販売 ― 

横浜液化ガスターミナル㈱ 横浜市鶴見区 300 エネルギー等
生活関連 55 有 ―

液化石油ガスの貯蔵 
施設の賃借 

賃貸(土地等)
賃借 
(液化石油ガス
貯蔵施設) 

岩谷瓦斯㈱ 大阪市淀川区 1,619 産業ガス関連 89.13
(1.55)

有 ― 商品の販売・仕入 
賃貸(土地 
・事務所等) 
賃借(土地 
・事務所) 

イワタニガスネットワーク㈱ 大阪市港区 354 産業ガス関連 100
(19.51)

有 ― 商品の販売・仕入 
賃貸(土地 
・事務所等) 
賃借(土地 
・事務所) 

エア・ケミカルズ㈱ 栃木県さくら市 480 産業ガス関連 65
(10) 有 ― 商品の販売・仕入 ― 

IWATANI INTERNATIONAL 
CORPORATION OF AMERICA 
(岩谷米国会社) 

米国 
・トーランス 

US.$ 
1,200千 産業ガス関連 100 有 ― 商品の販売・仕入 ― 

DALIAN IWATANI GAS 
MACHINERY CO., LTD. 
(大連岩谷气体机具有限公司) 

中国・大連市 3,783 産業ガス関連 84.06 有 ― 商品の販売・仕入 ― 

岩谷テクノ㈱ 大阪府吹田市 450 
マテリアル・
エレクトロ 
ニクス関連 

100 有
貸付
債務保証

商品の販売・仕入 賃貸 
(事務所) 

岩谷マテリアル㈱ 東京都中央区 126 
マテリアル・
エレクトロ 
ニクス関連 

100 有 ― 商品の販売・仕入 
賃貸(土地 
・事務所) 
賃借(事務所) 

沖縄岩谷産業㈱ 沖縄県那覇市 45 
マテリアル・
エレクトロ 
ニクス関連 

100 有 ― 商品の販売 ― 

DORAL MINERAL INDUSTRIES LTD. 
(ドラールミネラルインダストリーズ
会社) 

オーストラリア
・パース 

A.$ 
23,883千 

マテリアル・
エレクトロ 
ニクス関連 

100 有
貸付
債務保証

― ― 

IWATANI INTERNATIONAL 
CORPORATION(AUSTRALIA) 
PTY.LTD. 
(岩谷豪州会社) 

オーストラリア
・チャツウッド 

A.$ 
1,855千 

マテリアル・
エレクトロ 
ニクス関連 

100 有 ― 商品の販売・仕入 ― 

IWATANI INTERNATIONAL 
CORPORATION(HONG KONG) LTD. 
(香港岩谷有限公司) 

中国・香港 HK.$ 
5,000千 

マテリアル・
エレクトロ 
ニクス関連 

100 有 ― 商品の販売・仕入 ― 



  

(注) １ 主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

２ 議決権の所有割合欄の( )内は、提出会社の他の子会社による間接所有割合で内数表示しております。 

３ 連結子会社のうち、DALIAN IWATANI GAS MACHINERY CO., LTD.(大連岩谷气体机具有限公司)、DORAL MINERAL INDUSTRIES 

LTD.(ドラールミネラルインダストリーズ会社)及びIWATANI (CHINA) LIMITED(岩谷（中国）有限公司)は特定子会社に該

当しております。 

４ 連結子会社のうち、岩谷瓦斯㈱及び持分法適用関連会社のうち、日本瓦斯㈱は、それぞれ有価証券報告書を提出しており

ます。 

５ 持分法適用関連会社のうち、日本瓦斯㈱の持分は100分の20未満でありますが、実質的な影響力を持っているため関連会

社としております。なお、議決権の所有割合には、退職給付信託拠出分(15.17％)を含んでおります。 

名称 住所 資本金 
(百万円) 

主要な事業
の内容 

議決権の
所有割合
(％) 

関係内容

役員の
兼任等 融資等

営業上 
の取引 

設備の 
賃貸借等 

㈱アイ・プロモーション 東京都台東区 15 
その他
(カタログ製作
等) 

75
(15) 有 ―

商品の販売・仕入、カ
タログ等の製作委託 ― 

岩谷クリエイティブ㈱ 大阪市西区 30 
その他
(研修・ 
人材派遣等) 

100
(10) 有 ―

能力開発研修・実務研
修等の運営委託、損害
保険代理店業務等 

賃貸 
(事務所) 

岩谷興産㈱ 大阪市中央区 170 
その他
(金銭貸付・リ
ース) 

100 有 貸付
商品の販売・ 
リース取引 賃借(土地) 

岩谷情報システム㈱ 大阪市西区 30 その他
(情報処理) 

100
(50) 有 ―

ソフトウェアの開発、
情報処理委託 

賃貸 
(事務所) 
賃借 
(事務所) 

岩谷物流㈱ 大阪市西区 441 その他
(運送・倉庫) 

95.33
(47.21)

有 ― 運送・倉庫業委託 
賃貸(土地) 
賃借 
(事務所等) 

御成門興産㈱ 東京都港区 10 その他
(不動産管理) 100 有 ― 不動産の賃貸借 

賃貸(土地) 
賃借 
(事務所) 

ガス保安検査㈱ 大阪市淀川区 30 その他
(保安) 

100
(50) 有 ― 保安検査業務等の委託 賃貸 

(事務所等) 

IWATANI (CHINA) LIMITED 
(岩谷（中国）有限公司) 中国・北京 US.$ 

30,000千 
その他
(中国における
投資) 

100 有 ― ― ― 

その他56社             

(持分法適用関連会社)             

旭マルヰガス㈱ 宮崎県東臼杵郡門
川町 35 エネルギー等

生活関連 34 有 ― 商品の販売 ― 

イワタニ理化㈱ 福井県坂井市 50 エネルギー等
生活関連 50 有 ― 商品の販売・仕入 賃貸 

(事務所) 

大津マルヰ㈱ 滋賀県大津市 10 エネルギー等
生活関連 35.29 有 ― 商品の販売 ― 

鹿島液化ガス共同備蓄㈱ 東京都中央区 7,020 エネルギー等
生活関連 40 有 ―

商品の販売、液化石油
ガスの貯蔵施設の賃借
及び受払業務委託 

賃借 
(液化石油ガス
貯蔵施設) 

日鉱液化ガス㈱ 東京都港区 150 エネルギー等
生活関連 34 有 ―

液化石油ガスの販売・
仕入 ― 

日本瓦斯㈱ 東京都中央区 5,000 エネルギー等
生活関連 

16.17
(0.05)

有 ― 商品の販売・仕入 ― 

浜田マルヰ㈱ 島根県浜田市 30 エネルギー等
生活関連 34 有 ― 商品の販売 賃貸(土地等)

連合液化ガスターミナル㈱ 東京都港区 60 エネルギー等
生活関連 50 有 ―

液化石油ガスの貯蔵施
設の賃借及び受払業務
委託 

賃貸 
(事務所) 
賃借 
(液化石油ガス
貯蔵施設) 

㈱コールド・エアー・プロダクツ 大阪府高石市 480 産業ガス関連 45 有 ―
高圧ガスの販売・仕
入、工場用地の賃貸 賃貸(土地) 

キンセイマテック㈱ 大阪市中央区 379 
マテリアル・
エレクトロ 
ニクス関連 

46.73
(0.83)

有 ― 商品の販売・仕入 ― 

三興機鋼㈱ 大阪市西区 91 
マテリアル・
エレクトロ 
ニクス関連 

21 有 ― 商品の販売・仕入 ― 

㈱日本生産技術研究所 神奈川県厚木市 80 
マテリアル・
エレクトロ 
ニクス関連 

34 有 ― 商品の販売受託 ― 

その他59社             



５ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成18年３月31日現在 

(注) 従業員数は就業人員であり、臨時従業員の総数が従業員数の100分の10未満であるため、その年間平均臨時雇用人員数は記載

しておりません。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成18年３月31日現在 

(注) １ 従業員数は就業人員であり、臨時従業員の総数が従業員数の100分の10未満であるため、その年間平均臨時雇用人員数は

記載しておりません。 

２ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

  

(3) 労働組合の状況 

当社グループ各社と労働組合との間には、特記すべき事項はありません。 

  

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(人)

エネルギー等生活関連事業 3,911 

産業ガス関連事業 1,509 

マテリアル・エレクトロニクス関連事業 1,019 

その他の事業 526 

全社(共通) 179 

合計 7,144 

従業員数(人) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円) 

1,174 40.5 16.6 8,129



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当連結会計年度における日本経済は、中国を中心としたアジア向けの輸出が引き続き好調であったことや、企業

収益の拡大を背景に設備投資が旺盛であったことに加え、個人消費も堅調に推移するなど、景気は着実に回復を続

けました。 

このような状況のもと、当社は、中期経営計画（PLAN05）で掲げた、「Gas & Energyのイワタニ」、「ニッチ市

場で存在感のあるイワタニ」、「環境のイワタニ」の経営ビジョンに基づき、引き続き収益力の強化と財務体質の

改善に取り組みました。エネルギー等生活関連事業では、ＬＰガス事業の川下分野の強化や事業の効率化に向けた

事業構造改革をさらに推進すると共に、天然ガス供給事業の展開や水素社会の到来に向けたＬＰガス改質型・家庭

用燃料電池コージェネの大規模実証事業などにも取り組みました。産業ガス関連事業では、販売子会社の分割・分

社化による地域密着型の営業展開の強化と、事業の合理化・効率化を推進したことや、低温機器製造事業の統合な

ど、事業構造の改革を進めました。また中国では大連岩谷气体机具有限公司に次ぐ空気分離ガスプラント、「嘉興

岩谷气体有限公司」が稼動するなど、海外におけるセパレートガス事業の強化を図りました。マテリアル・エレク

トロニクス関連事業では、金属、合成樹脂の精密部品加工による高付加価値事業の拡大や、西豪州の鉱物原料事業

の強化に加えて、上海に半導体関連装置の販売子会社を設立し、中国市場での販売体制の強化に取り組みました。

また、関係会社や海外事業所の統廃合などによる経営の効率化にも努めました。 

この結果、当連結会計年度の業績は、売上高6,400億73百万円（前年度比564億98百万円の増収）、営業利益128億

75百万円（前年度比24億98百万円の増益）、経常利益117億68百万円（前年度比20億75百万円の増益）、当期純利益

23億40百万円（前年度比18億５百万円の減益）となりました。なお、当期純利益の減益につきましては、固定資産

の減損に係る会計基準の適用に伴い、減損損失46億29百万円を特別損失に計上したことによります。 

  

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

  

① エネルギー等生活関連事業 

当事業では、ＬＰガス輸入価格が原油価格高騰の影響により、２月にはプロパンガスが622ドル/トンの史上最

高値を更新するなど、引き続き高値で推移したことや、電力・都市ガスとのエネルギー間競争の激化など、厳し

い事業環境が続きました。このような状況のもと、ＬＰガス事業構造改革を積極的に推進し、Ｍ＆Ａなどによる

消費者戸数の増加に努めると共に、ＬＰガス直販子会社の体質強化に努め、輸入・調達から小売に至る事業構造

の強化と効率化に取り組みました。また、天然ガス事業の強化の一環として滋賀県甲賀市で天然ガス供給事業の

開始を決定致しました。主力の民生用ＬＰガスは、輸入価格の高騰に加え、消費者戸数の増加と寒波の影響によ

り販売数量が拡大したことで増収となったほか、灯油も原油価格の上昇を受けて売上高は伸長しました。 

この結果、当事業分野の売上高は、3,621億90百万円（前年度比13.3％の増収）、営業利益は66億52百万円（前

年度比16.7％の増益）となりました。 

  



② 産業ガス関連事業 

産業ガス・溶材分野では、ＩＴ、デジタル家電、自動車関連業界など製造業全般の好況を背景に、産業ガスの

需要が好調に推移し、酸素、窒素、アルゴン、ヘリウム、半導体ガスなどの販売が伸長しました。また、企業の

積極的な設備投資に支えられ、ガス関連設備機器の売上高が拡大したことに加え、自動車、造船、建設機械向け

の溶接機、溶接材料の出荷も伸長しました。 

産業機械分野では、自動車関連業界の活発な設備投資を背景に産業用ロボットの出荷台数が大幅に拡大したほ

か、製薬関連機器の売上高も伸長しました。 

この結果、当事業分野の売上高は、1,513億96百万円（前年度比13.1％の増収）、営業利益は65億50百万円（前

年度比20.1％の増益）となりました。 

  

③ マテリアル・エレクトロニクス関連事業 

マテリアル分野では、合成樹脂部門は、液晶やプラズマなど薄型テレビ向け機能性フィルムなどの売上高は伸

長しましたが、汎用樹脂の出荷は低調に推移しました。セラミックス部門は中国を中心とした世界的な需要増を

背景にジルコンサンド、耐火物原料等が好調に推移しました。金属部門は精密部品加工事業が堅調に推移したも

のの、国内外の需給緩和の影響を受けステンレス鋼の販売が低調でした。 

情報・電子分野では、中国・台湾を中心に海外向けの半導体関連装置が低調に推移したほか、半導体関連業界

の全般的な設備投資抑制の影響を受け、売上高は減収となりました。 

この結果、当事業分野の売上高は、1,130億49百万円（前年度比3.4％の減収）、営業利益は40億25百万円（前

年度比28.8％の増益）となりました。 

  

④ その他の事業 

売上高は134億36百万円（前年度比3.7％の増収）、営業利益は８億20百万円（前年度比9.9％の減益）となりま

した。 

  

所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。 

  

① 日本 

エネルギー等生活関連事業では、ＬＰガス事業構造改革を積極的に推進し、Ｍ＆Ａなどによる消費者戸数の増

加に努めると共に、ＬＰガス直販子会社の体質強化に努め、輸入・調達から小売に至る事業構造の強化と効率化

に取り組みました。また、天然ガス事業の強化の一環として滋賀県甲賀市で天然ガス供給事業の開始を決定致し

ました。主力の民生用ＬＰガスは、輸入価格の高騰に加え、消費者戸数の増加と寒波の影響により販売数量が拡

大したことで増収となったほか、灯油も原油価格の上昇を受けて売上高は伸長しました。 

産業ガス関連事業では、ＩＴ、デジタル家電、自動車関連業界など製造業全般の好況を背景に、産業ガスの需

要が好調に推移し、酸素、窒素、アルゴン、ヘリウム、半導体ガスなどの販売が伸長しました。また、企業の積

極的な設備投資に支えられ、ガス関連設備機器の売上高が拡大したことに加え、自動車、造船、建設機械向けの

溶接機、溶接材料の出荷も伸長しました。さらに、自動車関連業界の活発な設備投資を背景に産業用ロボットの

出荷台数が大幅に拡大したほか、製薬関連機器の売上高も伸長しました。 

マテリアル・エレクトロニクス関連事業では、液晶やプラズマなど薄型テレビ向け機能性フィルムなどの売上

高は伸長しました。 

この結果、売上高は5,663億67百万円（前年度比7.8％の増収）、営業利益は162億69百万円（前年度比16.8％の

増益）となりました。 

  



② 東アジア 

中国での金属精密部品加工事業が堅調に推移したことなどにより、売上高は140億４百万円（前年度比18.1％の

増収）、営業利益は６億97百万円（前年度比4.0％の増益）となりました。 

  

③ 東南アジア 

海外のＬＰガス事業がＬＰガス価格上昇の影響を受け、売上高は524億５百万円（前年度比25.9％の増収）、営

業利益は２億52百万円（前年度比27.5％の増益）となりました。 

  

④ その他の地域 

オーストラリア子会社において、欧米向け各種ミネラルサンドの販売が好調に推移し、売上高は72億96百万円

（前年度比54.0％の増収）、営業利益は７億89百万円（前年度比104.7％の増益）となりました。 

  

(注) 記載金額には、消費税等は含めておりません。 

  

(2) キャッシュ・フロー 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下資金という。）は、前連結会計年度に比べ16億21百万円減少

の204億44百万円となりました。 

これは、営業活動において資金の増加がありましたが、投資活動及び財務活動において資金の減少があったため

であります。 

  

① 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り得られた資金は、前連結会計年度に比べ23億69百万円減少の175億50百

万円となりました。 

これは主に、税金等調整前当期純利益65億77百万円、減価償却費132億38百万円、減損損失46億29百万円および

仕入債務の増加73億４百万円などによる資金の増加と、売上債権の増加43億68百万円、たな卸資産の増加71億56

百万円などによる資金の減少によるものです。 

  

② 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り支出した資金は、前連結会計年度に比べ25億23百万円減少の193億64百

万円となりました。 

これは主に、有形固定資産および無形固定資産の取得145億72百万円、投資有価証券の取得46億４百万円などに

よるものです。 

  

③ 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り支出した資金は、前連結会計年度に比べ２億71百万円減少の３億32百

万円となりました。 

これは主に、借入による資金の調達８億65百万円をいたしましたが、配当金の支払11億12百万円により資金が

減少したものです。 

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

当社グループの事業形態は主に商品の仕入による販売を主要業務としているため、生産実績及び受注状況に代えて

仕入実績を記載しております。 

  

(1) 仕入実績 

当連結会計年度における外部からの事業の種類別セグメントごとの仕入実績(役務原価等を含む)は次のとおりで

あります。 

  

(注) 記載金額には、消費税等は含めておりません。 

  

(2) 販売実績 

当連結会計年度における外部顧客への事業の種類別セグメントごとの販売実績(役務収益等を含む)は次のとおり

であります。 

  

(注) １ 記載金額には、消費税等は含めておりません。 

２ 販売実績が総販売実績の100分の10以上を占める相手先はありません。 

  

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円) 前年度比(％) 

エネルギー等生活関連事業 280,737 ＋18.7 

産業ガス関連事業 113,029 ＋15.0 

マテリアル・エレクトロニクス関連事業 101,102 △5.7 

その他の事業 27,778 ＋5.4 

合計 522,648 ＋11.6 

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円) 前年度比(％) 

エネルギー等生活関連事業 362,190 ＋13.3 

産業ガス関連事業 151,396 ＋13.1 

マテリアル・エレクトロニクス関連事業 113,049 △3.4 

その他の事業 13,436 ＋3.7 

合計 640,073 ＋9.7 



３ 【対処すべき課題】 

今後の見通しにつきましては、企業の旺盛な設備投資に加え、個人消費も堅調に推移するなど、日本経済は引き続

き好調を維持し、デフレの脱却と景気の一層の拡大が予測されています。しかしながら、海外経済の動向や、原油価

格の高騰、原材料の価格上昇など、景気の先行きには依然として懸念材料も払拭されておりません。 

一方、当社を取り巻く経営環境は、ＬＰガス業界の再編成の動きに加え、オール電化住宅の拡大などによるエネル

ギー間競争の一層の激化など、変化の激しい状況が続くものと予測されます。 

このような経営環境のもと、当社グループと致しましては、更なる成長を目指して平成18年度からの３年間を対象

とした新中期経営計画（PLAN08）を策定し、「成長路線への転換」と「強靭な財務体質の構築」に取り組んでまいり

ます。 

ＬＰガス事業は、事業構造改革を通じて川下分野を強化し、Ｍ＆Ａなどの戦略的な投資で消費者戸数の拡大を図る

と共に、グループ会社の経営効率を高め、総合エネルギー事業の展開をさらに強化、推進してまいります。 

産業ガス事業は、セパレートガス事業の拡大・強化により収益性の改善を図ると共に、水素のリーディング企業と

しての事業基盤を一層強化してまいります。本年度は、ＬＮＧ冷熱を利用した複合型空気分離・液体水素プラントで

ある㈱ハイドロエッジが稼動を開始し、需要拡大が続くセパレートガスの供給力を高めると共に、我が国初となる産

業用液体水素の本格的な供給を開始するなど、新たなガス事業の展開を図ってまいります。また、グループ内の機能

の再編成やコスト削減に向けた取り組みなど、事業構造改革を継続し収益基盤を強化致します。 

究極のクリーンエネルギーとして将来の需要拡大が期待される水素エネルギー関連事業は、燃料電池自動車などへ

の供給技術開発を進めると共に、ＬＰガス改質型・家庭用燃料電池コージェネの大規模実証事業へ参画するなど、一

層の取り組みの強化を図ります。また、高濃度オゾン関連事業は、当社独自技術として引き続き研究開発に注力し、

新たな応用分野の拡大に取り組んでまいります。 

マテリアル・エレクトロニクス事業は、素材の供給から加工までをカバーした「高付加価値ビジネス」や、当社の

ノウハウ、機能を発揮できる独自のビジネスモデルを国内外で展開し、成長著しい市場での事業機会を拡大してまい

ります。海外においては、中国や西豪州を中心とした事業展開を強化してまいります。 

  

４ 【事業等のリスク】 

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす事

項は、以下のようなものがあります。 

なお、文中における将来に関する事項は有価証券報告書提出日(平成18年６月30日)現在において当社グループが判

断したものであります。 

  

(1) 季節的な要因及び天候の変動について 

ＬＰガスの消費量は、気温や水温の影響を受けますので、当社グループの主力商品であるＬＰガスの販売量は夏

季に減少し、冬季に増加します。このため当社グループは利益が下期に偏る収益体質を有しています。また、特異

な季節変動によっても、当社グループのＬＰガス販売量に影響を及ぼす可能性があります。 

  

(2) ＬＰガス輸入価格（ＣＰ）による影響について 

ＣＰ（Contract Price）は、サウジアラビア国営石油会社（サウジアラムコ社）の販売価格であり、毎月発表さ

れ変動するものですが、サウジアラビアは世界最大の産ガス国・輸出国であり国際マーケットでの価格決定に大き

な影響力を有しています。従ってＣＰ価格の急激な変動は、当社グループのＬＰガスの仕入価格に影響を及ぼす要

因となります。 

  



(3) 為替変動による影響について 

当社グループは貿易取引において為替リスクを負うことがありますが、為替予約を行なうことにより、為替相場

の変動によるリスクを回避しています。しかしながら、急激な為替の変動が起きた場合には、このリスクを完全に

排除することは困難であるため、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) 規制緩和による競争激化について 

現在、ガス事業法、電気事業法の規制緩和が進んでおり、同業者間の競争に加えてエネルギー間の競争が激化し

ています。これらの動きは、ＬＰガス等の市場価格に影響を及ぼす要因となります。 

  

(5) カントリーリスクの影響について 

当社グループは貿易取引を行っており、その地域での戦争・テロ等の状況によっては業績に影響を及ぼす可能性

があります。 

  

(6) 保有有価証券価格の変動リスク 

当社グループはグループ企業の株式を保有するとともに、事業上の関係緊密化を図るために取引先や金融機関を

中心とした有価証券を保有しております。今後の株式市場の変動によっては、当社グループの業績に変動を及ぼす

可能性があります。 

  

(7) 災害について 

当社グループは高圧ガス保安法等に基づくＬＰガス・産業用ガス等を取扱っております。そのため、法律に基づ

いた定期的な法定検査及び自主的な検査・点検を行っております。しかしながら、大規模な地震等の天災により基

地からの出荷が止まった場合、安定供給ができなくなる可能性があります。 

  

５ 【経営上の重要な契約等】 

特記すべき事項はありません。 

  



６ 【研究開発活動】 

次世代エネルギーとして水素が大きな脚光を浴びる中、「ガス＆エネルギー企業」を標榜する当社グループは、社

会の要請や顧客ニーズに応えるべく、エネルギー・環境問題に対する研究開発に積極的に取組みました。具体的な活

動は、水素エネルギー部、技術部(滋賀技術センターを含む)、総合エネルギー事業統括室新エネルギー担当および産

業ガス・溶材本部ガス技術部がその中心的役割を担い、これに岩谷瓦斯株式会社をはじめとするグループ企業が参画

する形で進めております。 

  

水素エネルギー関係の研究開発は国策とも関連し、また中長期に亘ることから、ナショナルプロジェクト(以下、国

プロ)への参画を積極的に行いました。当連結会計年度における内訳は、①家庭用燃料電池大規模実証事業、②水素安

全利用等基盤技術開発（液体水素ディスペンサーの研究開発、燃料電池自動車用液体水素タンクのボイルオフ低減技

術の研究開発、70MPa車載用水素燃料タンクシステムに関する研究）、③水素・燃料電池実証プロジェクト（有明およ

び横浜鶴見水素ステーションの実証運転）、④ＬＰガス固体高分子形燃料電池システム技術開発、⑤CRP高圧水素蓄圧

システムの開発、⑥バイオマスからの高効率バイオ水素の製造技術開発、⑦バイオガスの精製・濃縮技術の開発の７

件（うち６件が経済産業省関連）であります。 

これら国プロ以外にも当社独自の取組みとして、燃料電池自動車の普及活動（移動式水素ステーションの開発を含

む）、燃料電池を用いた応用機器の開発（非常用純水素型燃料電池発電システム、燃料電池自転車）および小型水素

吸蔵合金タンクの開発に努めました。 

  

(エネルギー等生活関連事業) 

高騰するＬＰガスに代わるクリーンエネルギーとしてジメチルエーテル（以下、ＤＭＥ）が注目されております。

ＤＭＥは石炭や天然ガスをはじめ多様な原料から合成できる上、プロパンと性状が似ており、貯蔵・取扱いが容易で

LPガスインフラを転用できることから、当社はその実用化に向けた取組みにも注力しております。具体的には、２件

の国プロ（ＤＭＥ大型ディーゼルエンジン発電システムの開発、ＤＭＥ燃料実用化普及促進研究事業）に参画してい

るほか、ＤＭＥコージェネシステムの開発、ＤＭＥ充填ステーションとクレーン付トラックの開発などを民間企業数

社と共同で進めております。 

  

(産業ガス関連事業) 

当社では以前から、環境対策として、半導体・電子デバイス工場から排出される有害ガスの処理に取組んでおりま

す。そのうちの乾式フッ素ガス回収システムは、フッ素系の排ガス処理を乾式で行うと同時に反応生成物を再利用可

能なものとする画期的なクローズドシステムで、プロト機による実地評価を行う段階まで完成度を高めました。この

他にも、大容量燃焼式除害装置（ダイナガード）やスクラバー一体型燃焼式除害装置（ミックスダイナ）の開発、商

品化を進めました。 

また、当社のオンリーワン技術として注力しております高濃度オゾンについては、パッシベーション(金属表面の不

働態化)処理事業に加え、さらに高付加価値が見込まれる新分野への用途開発を進めました。当連結会計年度では従来

のオゾンガス応用技術の開発に加え、高濃度オゾン水を応用する技術開発にも着手し、新材料の表面改質、酸化、洗

浄などへの適用性の評価を進めました。 

これらと並行して、エアガスや炭酸ガスをはじめとする各種産業ガスのアプリケーション開発に取組んだほか、こ

れらの研究開発を支える基盤技術として、また品質に対する顧客ニーズやグリーン調達関連（有害物質を含まないこ

との確認・証明）の要求等に迅速・確実に対応するため、より高いレベルの精製技術、分析技術の強化にも努めまし

た。 

岩谷瓦斯株式会社では、上記の研究開発の一部を当社と共同で推進するとともに、同社独自でもガスの分離、精

製、分析等の基盤技術や利用技術、さらには水素添加を主体とした化学品の合成等の研究開発に取組んでおります。 

  

なお、当連結会計年度におけるグループ全体の研究開発費は６億50百万円であり、そのうち主なものは岩谷瓦斯株

式会社（産業ガス関連事業）において４億77百万円、当社において１億71百万円（配賦不能費用）であります。 



７ 【財政状態及び経営成績の分析】 

文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日(平成18年６月30日)現在において判断したものでありま

す。 

  

(1) 重要な会計方針及び見積り 

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されて

おります。この連結財務諸表の作成にあたって、決算日における資産・負債の報告数値、報告期間における収入・

費用の報告数値に影響を与える見積りは、主に有価証券の評価、固定資産の評価、貸倒引当金、賞与引当金、退職

給付引当金等であり、継続して評価を行っております。 

なお、見積りおよび判断・評価については、過去の実績や状況に応じて合理的と考えられる要因等に基づいて行

っておりますが、見積り特有の不確実性があるため、実際の結果は異なる場合があります。 

  

(2) 当連結会計年度の経営成績の分析 

当連結会計年度における日本経済は、中国を中心としたアジア向けの輸出が引き続き好調であったことや、企業

収益の拡大を背景に設備投資が旺盛であったことに加え、個人消費も堅調に推移するなど、景気は着実に回復を続

けました。 

このような状況のもと、当社は、中期経営計画（PLAN05）で掲げた、「Gas & Energyのイワタニ」、「ニッチ市場

で存在感のあるイワタニ」、「環境のイワタニ」の経営ビジョンに基づき、引き続き収益力の強化と財務体質の改

善に取り組みました。エネルギー等生活関連事業では、ＬＰガス事業の川下分野の強化や事業の効率化に向けた事

業構造改革をさらに推進すると共に、天然ガス供給事業の展開や水素社会の到来に向けたＬＰガス改質型・家庭用

燃料電池コージェネの大規模実証事業などにも取り組みました。産業ガス関連事業では、販売子会社の分割・分社

化による地域密着型の営業展開の強化と、事業の合理化・効率化を推進したことや、低温機器製造事業の統合な

ど、事業構造の改革を進めました。また中国では大連岩谷气体机具有限公司に次ぐ空気分離ガスプラント、「嘉興

岩谷气体有限公司」が稼動するなど、海外におけるセパレートガス事業の強化を図りました。 

マテリアル・エレクトロニクス関連事業では、金属、合成樹脂の精密部品加工による高付加価値事業の拡大や、西

豪州の鉱物原料事業の強化に加えて、上海に半導体関連装置の販売子会社を設立し、中国市場での販売体制の強化

に取り組みました。また、関係会社や海外事業所の統廃合などによる経営の効率化にも努めました。 

この結果、当連結会計年度の売上高は前連結会計年度に比べ564億98百万円増収の6,400億73百万円となりまし

た。営業利益は前連結会計年度に比べ24億98百万円増益の128億75百万円、経常利益は前連結会計年度に比べ20億75

百万円増益の117億68百万円、当期純利益は前連結会計年度に比べ18億５百万円減益の23億40百万円となりました。

なお、当期純利益の減益につきましては、固定資産の減損に係る会計基準の適用に伴い、減損損失46億29百万円を

特別損失に計上したことによります。 

  

売上高は、前連結会計年度に比べ9.7％増収の6,400億73百万円となりました。 

セグメント別に分析しますと、エネルギー等生活関連事業では、主力の民生用ＬＰガスが、輸入価格の高騰に加

え、消費者戸数の増加と寒波の影響により販売数量が拡大したことなどにより、前連結会計年度に比べて13.3％増

収の3,621億90百万円となりました。 

産業ガス関連事業では、産業ガス・溶材分野において、ＩＴ、デジタル家電、自動車関連業界など製造業全般の

好況を背景に、産業ガスの需要が好調に推移し、酸素、窒素、アルゴン、ヘリウム、半導体ガスなどの販売のほ

か、ガス関連設備機器、溶接機、溶接材料の出荷も伸長しました。産業機械分野において、自動車関連業界の活発

な設備投資を背景に産業用ロボットの出荷台数が大幅に拡大したほか、製薬関連機器の売上高も伸長しました。こ

の結果、売上高は、前連結会計年度に比べて13.1％増収の1,513億96百万円となりました。 



マテリアル・エレクトロニクス関連事業では、マテリアル分野において、合成樹脂部門は液晶やプラズマなど薄

型テレビ向け機能性フィルムなどの売上高は伸長しましたが、汎用樹脂の出荷は低調に推移しました。セラミック

ス部門は中国を中心とした世界的な需要増を背景にジルコンサンド、耐火物原料等が好調に推移しました。金属部

門は精密部品加工事業が堅調に推移したものの、国内外の需給緩和の影響を受けステンレス鋼の販売が低調でし

た。また、情報・電子分野において、中国・台湾を中心に海外向けの半導体関連装置が低調に推移したほか、半導

体関連業界の全般的な設備投資抑制の影響を受け、売上高は減収となりました。この結果、売上高は、前連結会計

年度に比べて3.4％減収の1,130億49百万円となりました。 

  

売上総利益は、売上総利益率は0.7％減少しましたが、売上高の増収効果による増加などにより、前連結会計年度

に比べ5.8％増益の1,248億46百万円となりました。 

エネルギー等生活関連事業では4.8％の増益、産業ガス関連事業では4.2％の増益、マテリアル・エレクトロニク

ス関連事業では11.4％の増益となりました。 

  

販売費及び一般管理費は、販売拡大に伴う運搬費の増加や基幹系情報システム導入に伴う費用の増加などによ

り、前連結会計年度に比べて43億75百万円増加の1,119億70百万円となりました。 

  

営業利益は、増収効果などにより、前連結会計年度に比べ24億98百万円増加の128億75百万円となりました。 

エネルギー等生活関連事業では16.7％増益の66億52百万円、産業ガス関連事業では20.1％増益の65億50百万円、

マテリアル・エレクトロニクス関連事業では28.8％増益の40億25百万円となりました。その他の事業では9.9％減益

の８億20百万円であります。 

  

営業外損益は、11億７百万円の費用（純額）と前連結会計年度の６億84百万円の費用（純額）に比べて４億22百

万円の減益要因となりました。主な減益要因は、持分法による投資損益が前連結会計年度に比べて２億５百万円減

少したことなどであります。 

  

この結果、経常利益は、117億68百万円と前連結会計年度に比べて20億75百万円の増益となりました。 

  

特別損益は、投資有価証券売却益を特別利益に計上しましたが、減損損失、役員退職慰労引当金繰入等を特別損

失に計上し、51億90百万円の費用（純額）と前連結会計年度の11億91百万円の費用（純額）に比べて39億99百万円

の減益要因となりました。 

  

以上の結果、当期純利益は、前連結会計年度に比べて18億５百万円減少の23億40百万円となり、１株当たりの当

期純利益は、前連結会計年度の15円84銭に対し８円55銭となりました。 

  

(3) 経営成績に重要な影響を与える要因について 

当社グループを取り巻く事業環境は競争が厳しく、エネルギー等生活関連事業の主力商品であるＬＰガスは、輸

入に依存しております。ＬＰガス輸入価格（ＣＰ）は、サウジアラビア国営石油会社（サウジアラムコ社）の販売

価格であり、毎月発表され変動しております。サウジアラビアは世界最大の産ガス国・輸出国であり、国際マーケ

ットでの価格決定に重要な影響力を有しています。従ってＣＰ価格の急激な変動は、当社グループのＬＰガスの仕

入価格に影響を及ぼす要因となります。 

  



(4) 戦略的現状と見通し 

当社グループは、平成21年３月期を最終年度とする新中期経営計画（PLAN08）において、経営目標を「成長路線

への転換」および「強靭な財務体質の構築」に置き、具体的な経営目標としてＲＯＡ（総資産経常利益率）を平成

21年３月期に連結4.5％以上とすること、有利子負債依存度を連結43％以下に引き下げることを目指しております。

また、中長期的な経営戦略として中期経営ビジョンを以下のとおり掲げております。 

①エネルギーのイワタニ 

コアビジネスであるエネルギー事業の構造改革を進め、特に川下での事業を拡大し競争力の強化を図る。 

②ガスのイワタニ 

創業以来の伝統ある産業ガス事業は、セパレートガス事業の強化により収益性の改善を図ると共に、水素の

リーディング企業としての事業基盤を一層強化する。 

③価値創造のイワタニ 

国内及び海外市場において、素材の供給から加工までをカバーした「高付加価値ビジネス」や、当社のノウ

ハウ、機能を発揮できる独自のビジネスモデルの展開などにより価値の創造に努める。 

④ＣＳＲのイワタニ 

コンプライアンスを徹底し、コーポレート・ガバナンスの強化を図ると共に、環境マネジメントに優れた

「世の中に必要とされる企業」を目指す。 

このほか、上記経営目標達成に向けた基本方針として以下の３項目を掲げております。 

①各事業分野における収益力の強化によるＲＯＡの改善 

・エネルギー等生活関連事業と産業ガス関連事業を引き続きコア事業と位置付け、事業構造改革の推進と利

益成長のための戦略的投資を行う。 

・マテリアル・エレクトロニクス関連事業では、高付加価値加工ビジネスを強化すると共に、当社独自のビ

ジネスモデルを国内外で展開し、一層の利益成長を目指す。 

・関係会社の統廃合を推進し、経営効率の改善を図ると共に事業体質を強化する。 

②有利子負債依存度の改善 

・「強靭な財務体質の構築」のため、総資産回転率の改善を図る。 

・収益性の高い成長分野に、バランスの取れた選別投資を行う。 

③New Gas New Energyの応用技術の展開 

・水素エネルギー、オゾンなどのNew Gas New Energyは、将来の企業成長を生み出すポテンシャルの高い事

業として、実用化に向けた取り組みを引き続き強化する。 

  

(5) 資本の財源及び資金の流動性についての分析 

当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、当連結会計年度に得られた資金は、前連

結会計年度に比べ23億69百万円減少の175億50百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益65億77百

万円、減価償却費132億38百万円、減損損失46億29百万円および仕入債務の増加73億４百万円などによる資金の増加

と、売上債権の増加43億68百万円、たな卸資産の増加71億56百万円などによる資金の減少によるものです。 

投資活動によるキャッシュ・フローでは、当連結会計年度における資金の支出は、前連結会計年度に比べ25億23

百万円減少の193億64百万円となりました。これは主に、有形固定資産および無形固定資産の取得145億72百万円、

投資有価証券の取得46億４百万円によるものです。 

財務活動によるキャッシュ・フローでは、当連結会計年度における資金の支出は、前連結会計年度に比べ２億71

百万円減少の３億32百万円となりました。これは主に、借入れによる資金の調達８億65百万円をいたしましたが、

配当金の支払11億12百万円により資金が減少したものです。 

この結果、当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度に比べ16億21百万円減少の204億44百

万円となりました。 

  



(6) 経営者の問題認識と今後の方針について 

当社グループの経営陣は、現在の事業環境及び入手可能な情報に基づき経営方針を立案するよう努めておりま

す。企業の旺盛な設備投資に加え、個人消費も堅調に推移するなど、日本経済は引き続き好調を維持し、デフレの

脱却と景気の一層の拡大が予測されています。しかしながら、海外経済の動向や、原油価格の高騰、原材料の価格

上昇など、景気の先行きには依然として懸念材料も払拭されておりません。 

一方、当社を取り巻く経営環境は、ＬＰガス業界の再編成の動きに加え、オール電化住宅の拡大などによるエネ

ルギー間競争の一層の激化など、変化の激しい状況が続くものと予測されます。 

このような経営環境のもと、当社グループと致しましては、更なる成長を目指して平成18年度からの３年間を対

象とした新中期経営計画（PLAN08）を策定し、「成長路線への転換」と「強靭な財務体質の構築」に取り組んでま

いります。 

ＬＰガス事業は、事業構造改革を通じて川下分野を強化し、Ｍ＆Ａなどの戦略的な投資で消費者戸数の拡大を図

ると共に、グループ会社の経営効率を高め、総合エネルギー事業の展開をさらに強化、推進してまいります。 

産業ガス事業は、セパレートガス事業の拡大・強化により収益性の改善を図ると共に、水素のリーディング企業

としての事業基盤を一層強化してまいります。本年度は、ＬＮＧ冷熱を利用した複合型空気分離・液体水素プラン

トである㈱ハイドロエッジが稼動を開始し、需要拡大が続くセパレートガスの供給力を高めると共に、我が国初と

なる産業用液体水素の本格的な供給を開始するなど、新たなガス事業の展開を図ってまいります。また、グループ

内の機能の再編成やコスト削減に向けた取り組みなど、事業構造改革を継続し収益基盤を強化致します。 

究極のクリーンエネルギーとして将来の需要拡大が期待される水素エネルギー関連事業は、燃料電池自動車など

への供給技術開発を進めると共に、ＬＰガス改質型・家庭用燃料電池コージェネの大規模実証事業へ参画するな

ど、一層の取り組みの強化を図ります。また、高濃度オゾン関連事業は、当社独自技術として引き続き研究開発に

注力し、新たな応用分野の拡大に取り組んでまいります。 

マテリアル・エレクトロニクス事業は、素材の供給から加工までをカバーした「高付加価値ビジネス」や、当社

のノウハウ、機能を発揮できる独自のビジネスモデルを国内外で展開し、成長著しい市場での事業機会を拡大して

まいります。海外においては、中国や西豪州を中心とした事業展開を強化してまいります。 



第３ 【設備の状況】 

１ 【設備投資等の概要】 

当社グループの販売体制の強化、物流の整備、保安の確保等を目的とした投資で総額142億円を実施いたしました。

なお、長期前払費用等の投資については投資金額に含めておりません。 

事業の種類別セグメントで主なものは、エネルギー等生活関連事業で、ＬＰガス基地の拡充およびＬＰガス供給設

備に42億円、産業ガス関連事業で、高圧ガス基地の拡充および各種高圧ガス供給設備に21億円、その他の事業でリー

スを目的とした設備投資に34億円であります。 

  

所要資金については主に自己資金で充当いたしました。 

なお、重要な設備の除却・売却等はありません。 

  

(注) 記載金額には、消費税等は含めておりません。(以下同じ。) 

  

２ 【主要な設備の状況】 

(1) 提出会社 

平成18年３月31日現在 

  

事業の種類別 
セグメントの 
名称 

事業所名 
(所在地) 

帳簿価額(百万円) 従業
員数 
(人) 

土地 建物
及び構築物

機械装置
及び運搬具

その他 合計 
面積(㎡) 金額

エネルギー等
生活関連事業 

堺LPG輸入ターミナル 
(大阪府堺市) 55,224 841 1,179 481 284 2,787 ―

  秋田オイルターミナル 
(秋田県秋田市) 10,082 342 100 20 26 488 ―

  淡路LPGターミナル 
(兵庫県南あわじ市) 8,498 212 20 10 5 249 ―

  平田LPGターミナル 
(島根県出雲市) 21,324 276 138 57 16 488 ―

  沖縄LPGターミナル 
(沖縄県南城市) 

545 
(8,949)

14 173 15 24 228 ―

  LPGセンター(LPガス３次基地) 
(国内各地102ヶ所) 

438,001 
(34,433)

9,815 3,648 1,313 293 15,072 ―

産業ガス 
関連事業 

喜連川土地 
(栃木県さくら市) 64,451 1,191 11 ― ― 1,202 ―

  高石土地 
(大阪府高石市) 27,330 558 ― ― ― 558 ―

  坂出ガスターミナル 
(香川県坂出市) 

10,219 
(1,955)

45 94 39 18 198 ―

  ガスセンター(一般高圧ガス基地)

(国内各地16ヶ所) 
150,719 
(9,959)

5,972 1,826 571 165 8,537 ―

全社(共通) 大阪本社 
(大阪市中央区) ― ― 65 0 58 124 292

  東京本社 
(東京都港区) 1,433 8,429 79 0 61 8,570 322

  国内支社、支店及び営業所
(国内各地) 4,420 833 316 3 21 1,175 532

  海外支社及び駐在事務所 
(香港・シンガポール他) ― ― 4 7 1 14 11

  滋賀技術センター 
(滋賀県守山市) 10,158 705 177 142 36 1,061 17

  琵琶湖コンファレンスセンター 
(滋賀県彦根市) ― ― 789 ― 7 796 ―



(2) 国内子会社 
平成18年３月31日現在 

  

(3) 在外子会社 
平成18年３月31日現在 

事業の種類別 
セグメントの 
名称 

会社名 
事業所名又は設備内容 

(所在地) 

帳簿価額(百万円) 従業
員数 
(人) 

土地 建物
及び構築物

機械装置
及び運搬具

その他 合計 
面積(㎡) 金額

エネルギー等
生活関連事業 

セントラル石油瓦斯㈱ 
横須賀ガスセンター 
(神奈川県横須賀市) 

3,493 425 94 38 5 563 4

  
横浜液化ガスターミナル㈱
横浜LPGターミナル 
(横浜市鶴見区) 

(19,920) ― 656 447 191 1,294 15

産業ガス 
関連事業 

岩谷瓦斯㈱ 
尼崎工場 
(兵庫県尼崎市) 

22,693 1,199 341 426 130 2,098 85

  
岩谷瓦斯㈱ 
九州総合ガスセンター 
(北九州市若松区) 

10,000 340 369 169 46 926 11

  
岩谷瓦斯㈱ 
甲府工場 
(山梨県中巨摩郡昭和町) 

16,317 587 112 169 8 877 14

  
岩谷瓦斯㈱ 
千葉工場 
(千葉県市原市) 

― ― 195 458 44 698 16

  
岩谷瓦斯㈱ 
住之江工場 
(大阪市住之江区) 

9,239 675 19 7 4 707 4

  
エア・ケミカルズ㈱ 
高圧ガス製造設備 
(栃木県さくら市) 

― ― 664 322 8 996 17

  
コータキ精機㈱ 
本社工場 
(静岡県駿東郡長泉町) 

20,373 
(303)

49 294 125 19 489 61

その他の事業 
岩谷興産㈱ 
リース・賃貸用資産 
(国内各地) 

― ― 2 2,734 5,227 7,964 ―

  
岩谷興産㈱ 
本三駐車場 
(大阪市中央区) 

638 1,347 19 ― ― 1,367 ―

  
岩谷興産㈱ 
琵琶湖コンファレンスセンター 
(滋賀県彦根市) 

8,481 191 ― ― ― 191 ―

  
岩谷物流㈱ 
北大阪営業所 
(大阪府高槻市) 

11,500 817 413 5 4 1,241 6

  
御成門興産㈱ 
岩谷産業㈱東京本社ビル 
(東京都港区) 

― ― 3,094 ― 5 3,099 ―

地域 

事業の種
類別セグ
メントの
名称 

会社名 
(設備内容) 

帳簿価額(百万円) 従業
員数 
(人) 

土地 建物
及び構築物

機械装置
及び運搬具

その他 合計 
面積(㎡) 金額

東アジア 

エネルギ
ー等生活
関連事業 

ZHUHAI IWATANI GAS 
APPLIANCES CO.,LTD. 
(珠海岩谷气具有限公司) 
(カセットガス等製造設備) 

― ― 725 132 27 885 90

産業ガス 
関連事業 

DALIAN IWATANI GAS 
MACHINERY CO.,LTD. 
(大連岩谷气体机具有限公司) 
(産業ガス等製造・販売設備) 

― ― 287 1,386 388 2,062 147

マテリア
ル・エ レ
クトロニ
クス関連
事業 

ZHONGSHAN IWATANI CO.,LTD. 
(中山岩谷有限公司) 
(機械部品等製造設備) 

― ― 350 304 113 768 331

その他 

マテリア
ル・エ レ
クトロニ
クス関連
事業 

DORAL MINERAL INDUSTRIES LTD. 
(ドラールミネラルインダストリ
ーズ会社) 
(ミネラルサンド等製造・販売設
備) 

― ― 563 2,308 34 2,906 123



(注) １ 帳簿価額の「その他」は、「貯蔵設備」及び「器具及び備品」の合計であり建設仮勘定は含んでおりません。 

２ 土地面積の( )内は、賃借中のもので外数表示しております。なお、面積の㎡未満は切り捨てて表示しております。 

３ 賃貸借中の主なものは次のとおりであります。 

 (1) 上記のほか、賃借契約により、鹿島液化ガス共同備蓄基地等ＬＰガス備蓄設備(３件)を年間3,991百万円にて賃借して

おります。 

 (2) 主な賃貸設備は、産業ガスの関連事業を行っている㈱コールド・エアー・プロダクツへ高石土地(27,330㎡)、エア・ケ

ミカルズ㈱へ喜連川土地(25,833㎡)を事業用地として賃貸しております。 

４ 従業員数は就業人員であり、臨時従業員の総数が従業員数の100分の10未満であるため、その年間平均臨時雇用人員数は

記載しておりません。 

５ 提出会社の従業員数については、全て全社(共通)欄にて表示しておりますが、事業の種類別セグメントに区分すれば次の

とおりであります。なお、下記の全社(共通)は、主として本社管理部門(企画、総務・人事、広報、物流業務、技術、環

境・保安、海外管理、経理部門等)に係る人員であります。 

平成18年３月31日現在 

  

３ 【設備の新設、除却等の計画】 

当連結会計年度末現在における重要な設備の新設、改修に係る所要資金は115億円であり、主に自己資金により充当

する予定であります。 

重要な設備の新設、除却等の計画は次のとおりであります。 

(1) 重要な設備の新設及び改修 

  

  

(2) 売却及び除却 

経常的な設備の更新のための売却・除却を除き、重要な設備の売却・除却の計画はありません。 

  

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(人) 

エネルギー等生活関連事業 472 

産業ガス関連事業 394 

マテリアル・エレクトロニクス関連事業 129 

全社(共通) 179 

合計 1,174 

事業の種類別 
セグメント 
の名称 

会社名 
事業所名 
又は設備名 

所在地 主な設備の内容

投資予定金額(百万円)
資金調達
方法 

着手及び完了予定 

予算
金額 

既支
払額 

所要
資金額

着手 完了 

エネルギー等
生活関連事業 

岩谷産業㈱ほか 
貸与設備等 国内各地 ＬＰガス 

供給設備ほか 4,116 318 3,798 自己資金 平成17年９月 平成19年３月 

産業ガス 
関連事業 

岩谷産業㈱ほか 
貸与設備等 国内各地 各種高圧ガス

供給設備ほか 2,997 84 2,913 自己資金 平成18年２月 平成19年３月 

その他の事業 岩谷興産㈱ 国内各地 リース用資産 3,000 0 3,000
自己資金及
び借入金 平成18年４月 平成19年３月 



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

(注) 「株式の消却が行われた場合には、これに相当する株式数を減ずる。」旨を定款に定めております。 

なお、平成18年６月29日開催の定時株主総会において定款の一部変更が行われ、当該定めは削除されました。 

  

② 【発行済株式】 

  

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

(注) 資本準備金の減少は、平成14年６月27日開催の定時株主総会の決議に基づくその他資本剰余金への振替であります。 

種類 会社が発行する株式の総数(株) 

普通株式 400,000,000

計 400,000,000

種類 
事業年度末現在 
発行数(株) 

(平成18年３月31日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成18年６月30日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容 

普通株式 251,365,028 251,365,028

大阪証券取引所
東京証券取引所 
名古屋証券取引所 
各市場第一部 

― 

計 251,365,028 251,365,028 ― ― 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(千株) 

発行済株式
総数残高 
(千株) 

資本金増減額
  

(百万円) 

資本金残高
  

(百万円) 

資本準備金 
増減額 
(百万円) 

資本準備金
残高 
(百万円) 

平成14年８月15日 ― 251,365 ― 20,096 △12,763 5,100



(4) 【所有者別状況】 
平成18年３月31日現在 

(注) １ 自己株式389,800株のうち、389単元は「個人その他」の欄に、800株は「単元未満株式の状況」の欄に含まれておりま

す。なお、自己株式389,800株は、株主名簿記載上の株式数であり、平成18年３月31日現在の実質的な所有株式数は、

382,800株であります。 

２ 「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ160単元及び80株含

まれております。 

  

(5) 【大株主の状況】 
平成18年３月31日現在 

(注) １ イワタニ炎友会は、当社と取引関係にある企業の持株会であります。 

２ 岩谷産業泉友会は、当社従業員による持株会であります。 

  

区分 

株式の状況(１単元の株式数1,000株)

単元未満
株式の状況
(株) 

政府及び 
地方公共 
団体 

金融機関 証券会社 
その他の
法人 

外国法人等
個人
その他 

計 

個人以外 個人

株主数 
(人) 

― 63 47 313 65 3 20,802 21,293 ―

所有株式数 
(単元) 

― 66,994 3,002 48,884 25,464 5 105,070 249,419 1,946,028

所有株式数 
の割合(％) 

― 26.86 1.20 19.60 10.21 0.00 42.13 100 ―

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株) 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％) 

財団法人岩谷直治記念財団 東京都中央区八丁堀２－13－４ 20,463 8.14

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２－７－１ 11,132 4.43

ドレスナーバンクエージーフラン
クフルトエクイティーズカスタマ
ーズアカウント 

ドイツ連邦共和国フランクフルト市ユ
ーゲンポントプラッツ１ D-60301 

7,849 3.12

(常任代理人 株式会社三菱東京Ｕ
ＦＪ銀行) 

(東京都千代田区丸の内２-７-１)

モルガンスタンレーアンドカンパ
ニーインターナショナルリミテッ
ド 

英国ロンドン市キャナリーワーフ キャ
ボットスクエア25 

7,591 3.02

(常任代理人 モルガン・スタンレ
ー証券会社東京支店) 

(東京都渋谷区恵比寿４－20－３)

岩 谷 徹 郎 東京都大田区 6,884 2.74

株式会社りそな銀行 大阪市中央区備後町２－２－１ 5,792 2.30

イワタニ炎友会 大阪市中央区本町３－４－８ 5,765 2.29

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１－６－６ 5,613 2.23

岩谷産業泉友会  大阪市中央区本町３－４－８ 4,858 1.93

株式会社みずほコーポレート銀行 東京都千代田区丸の内１－３－３

4,701 1.87
(常任代理人 資産管理サービス信
託銀行株式会社) 

(東京都中央区晴海１－８－12 晴海ア
イランドトリトンスクエアオフィスタ
ワーＺ棟) 

計 ― 80,653 32.09



(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 
平成18年３月31日現在 

(注) １ 「完全議決権株式(その他)」欄には、証券保管振替機構名義の株式及び株主名簿上当社名義となっておりますが実質的に
所有していない株式が、それぞれ160,000株(議決権の数160個)、7,000株(議決権の数７個)含まれております。 

２ 「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式が800株、証券保管振替機構名義の株式が80株、相互保有株式が1,016株
(木野内マルヰ㈱400株、丹波マルヰ㈱200株、東亜ガス㈱416株)含まれております。 

  

② 【自己株式等】 
平成18年３月31日現在 

(注) このほか、株主名簿上、当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が7,000株(議決権の数７個)あります。
なお、当該株式数は、① ［発行済株式］の「完全議決権株式(その他)」欄に含まれております。 

  

(7) 【ストックオプション制度の内容】 

該当事項はありません。 

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) 

(自己保有株式) 
普通株式 382,000

― ― 

(相互保有株式) 
普通株式 132,000

― ― 

完全議決権株式(その他) 
普通株式 

248,905,000 
248,905 ― 

単元未満株式 
普通株式 

1,946,028 
― ― 

発行済株式総数 251,365,028 ― ― 

総株主の議決権 ― 248,905 ― 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義
所有株式数 
(株) 

他人名義
所有株式数 
(株) 

所有株式数
の合計 
(株) 

発行済株式総数
に対する所有 
株式数の割合(％)

(自己保有株式)   

岩谷産業株式会社 
大阪市中央区本町 
３―４―８ 

382,000 ― 382,000 0.15

(相互保有株式)   

旭マルヰガス株式会社 
宮崎県延岡市大瀬町 
１－４－６ 

60,000 ― 60,000 0.02

浦佐マルヰ株式会社 新潟県南魚沼市浦佐40－３ 6,000 ― 6,000 0.00

木野内マルヰ株式会社 愛媛県松山市谷町甲80 10,000 ― 10,000 0.00

丹波マルヰ株式会社 
兵庫県丹波市柏原町 
下小倉284 

5,000 ― 5,000 0.00

中田マルヰ株式会社 
和歌山県田辺市上屋敷 
３－11－10 

30,000 ― 30,000 0.01

浜田マルヰ株式会社 鳥取県浜田市熱田町1456－１ 21,000 ― 21,000 0.01

計 ― 514,000 ― 514,000 0.20



２ 【自己株式の取得等の状況】 

(1) 【定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況】 

① 【前決議期間における自己株式の取得等の状況】 

該当事項はありません。 

② 【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】 

該当事項はありません。 

  

(2) 【資本減少、定款の定めによる利益による消却又は償還株式の消却に係る自己株式の買受け等の状況】 

① 【前決議期間における自己株式の買受け等の状況】 

該当事項はありません。 

② 【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況等】 

該当事項はありません。 

  

３ 【配当政策】 

当社は、利益配分につきましては継続的かつ安定的な配当の維持を基本方針としておりますが、今後の業績や経営

環境を慎重に考慮しながら適正な利益還元を行うこととしております。また、内部留保金につきましては、基幹事業

の業容拡大のための設備投資及び新たな成長につながる戦略投資、ならびに業務体制の効率化・省力化のための投資

等に優先活用し、企業価値の最大化を図ることで株主の皆様のご期待に応えていく所存であります。 

上記の観点から、当期の配当金については、１株当たり５円としております。これにより、当期の株主資本配当率

は2.3％となります。 

  

４ 【株価の推移】 

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

  

(注) 株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】 

  

(注) 株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

回次 第59期 第60期 第61期 第62期 第63期 

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 

最高(円) 338 262 246 314 502

最低(円) 209 139 169 211 271

月別 
平成17年 
10月 

11月 12月
平成18年
１月 

２月 ３月 

最高(円) 370 425 438 502 485 415

最低(円) 333 352 391 411 346 361



５ 【役員の状況】 

  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
(千株) 

代表取締役 
社長   牧 野 明 次 昭和16年９月14日生

昭和40年３月 当社に入社

124

昭和62年４月 名古屋支店長
昭和63年６月 取締役に就任
平成２年６月 常務取締役に就任
平成６年６月 専務取締役に就任
平成８年４月 取締役に就任
平成８年４月 岩谷瓦斯株式会社代表取締役社長

に就任 
平成８年６月 取締役を退任
平成10年６月 取締役副社長に就任
平成12年４月 代表取締役社長に就任(現任) 
平成16年６月 執行役員に就任（現任）
(主要な兼職)  
平成16年６月 セントラル石油瓦斯株式会社代表

取締役会長に就任(現任) 

代表取締役 
副社長 社長補佐 渡 邊 敏 夫 昭和20年９月４日生

昭和43年３月 当社に入社

50

平成８年４月 関連事業部長兼総務人事部長 
平成８年６月 取締役に就任
平成12年４月 常務取締役に就任
平成13年４月 専務取締役に就任
平成15年４月 取締役副社長に就任
平成16年６月 執行役員に就任（現任）
平成18年４月 社長補佐(現任)
平成18年６月 代表取締役副社長に就任(現任) 

専務取締役 
社長補佐 

兼カートリッジ
ガス本部管掌 

森   清 一 昭和18年７月13日生

昭和42年３月 当社に入社

64

平成６年４月 中部圏本部長兼名古屋支社長 
平成６年６月 取締役に就任
平成15年４月 常務取締役に就任
平成16年６月 専務取締役に就任(現任)
平成16年６月 執行役員に就任（現任）
平成18年４月 社長補佐兼カートリッジガス本部

管掌(現任) 
(主要な兼職)  
平成17年３月 四国岩谷産業株式会社代表取締役

会長に就任（現任） 
平成17年11月 ZHUHAI IWATANI GAS APPLIANCES 

CO.,LTD.(珠海岩谷气具有限公司)
代表取締役に就任(現任) 

専務取締役 

経理部 
兼業務統括部 
兼施設工務部 
各担当 

南 本 一 彦 昭和21年５月22日生

昭和44年３月 当社に入社

43

平成13年４月 査業室長兼経営企画部長兼関連事
業部長 

平成14年６月 取締役に就任
平成16年６月 常務取締役に就任
平成16年６月 執行役員に就任（現任）
平成16年６月 経理部兼業務統括部兼施設工務部

各担当(現任) 
平成18年４月 専務取締役に就任(現任)

専務取締役 マテリアル 
本部長 檀 原   雅 昭和22年４月18日生

昭和45年３月 当社に入社

36

平成14年４月 マテリアル本部長(現任)
平成14年６月 取締役に就任
平成16年６月 常務取締役に就任
平成16年６月 執行役員に就任（現任）
平成18年４月 専務取締役に就任(現任)
(主要な兼職)  
平成10年４月 株式会社アイ・ディ・ユー代表取

締役に就任（現任） 
平成14年５月 DORAL MINERAL INDUSTRIES LTD. 

(ドラールミネラルインダストリ
ーズ会社)代表取締役会長に就任
(現任) 

平成14年10月 ZHONGSHAN IWATANI CO.,LTD. 
(中山岩谷有限公司)代表取締役に
就任（現任） 

平成14年11月 SUZHOU IWATANI METAL PRODUCTS 
CO.,LTD(蘇州岩谷金属製品有限公
司)代表取締役に就任(現任) 



  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
(千株) 

専務取締役 

産業ガス・溶材
本部長 

兼水素エネルギ
ー部管掌 

宮 川 隆 史 昭和20年12月５日生

昭和44年３月 当社に入社

33

平成14年４月 産業ガス・溶材本部副本部長(東
部担当) 

平成14年６月 取締役に就任
平成16年６月 常務取締役に就任
平成16年６月 執行役員に就任（現任）
平成18年４月 産業ガス・溶材本部長兼水素エネ

ルギー部管掌(現任) 
平成18年４月 専務取締役に就任(現任)
(主要な兼職)  
平成15年２月 エスアイガスセンターサービス株

式会社代表取締役に就任(現任) 
平成16年11月 オーアイガス株式会社代表取締役

に就任(現任) 
平成18年６月 DALIAN  IWATANI  GAS  MACHINERY 

CO.,LTD.(大連岩谷气体机具有限
公司)代表取締役に就任(現任) 

専務取締役 産業機械本部長 佐々木 大三郎 昭和17年８月５日生

昭和36年３月 当社に入社

40

平成12年４月 産業機械本部長(現任)
平成14年６月 取締役に就任
平成16年６月 執行役員に就任（現任）
平成17年４月 常務取締役に就任
平成18年４月 専務取締役に就任(現任)

専務取締役 

総合エネルギー
本部長 

兼水素エネルギ
ー部管掌 

武 田 英 祐 昭和19年１月30日生

昭和41年12月 当社に入社

34

平成16年４月 総合エネルギー本部副本部長 
平成16年６月 取締役に就任
平成16年６月 執行役員に就任（現任）
平成17年４月 常務取締役に就任
平成17年４月 総合エネルギー本部長兼水素エネ

ルギー部管掌(現任) 
平成18年４月 専務取締役に就任(現任)
(主要な兼職)  
平成17年４月 岩谷マルヰガス株式会社代表取締

役社長に就任(現任) 

常務取締役 

経営企画部 
兼海外事業統括
部各担当 

兼情報管理担当 

尾 濱 豊 文 昭和24年３月15日生

昭和47年３月 当社に入社

35

平成８年４月 エネルギー・ハウジング事業グル
ープ 海外エネルギー本部長兼供
給部長 

平成８年６月 取締役に就任
平成11年６月 取締役を退任
平成16年４月 経営企画部長兼海外事業統括部長 
平成16年６月 取締役に就任
平成16年６月 執行役員に就任（現任）
平成18年４月 常務取締役に就任(現任)
平成18年４月 経営企画部兼海外事業統括部各担

当兼情報管理担当（現任） 

常務取締役 

技術部 
兼水素エネルギ

ー部 
兼環境保安部 
各担当 

西 田 享 平 昭和24年５月18日生

昭和51年４月 通商産業省(現経済産業省)入省 

16

平成９年６月 地域振興整備公団工業再配置事業
部長 

平成15年10月 新エネルギー・産業技術総合開発
機構参事兼ナノテクノロジー・材
料技術開発部長 

平成16年６月 当社取締役に就任
平成16年６月 執行役員に就任（現任）
平成17年２月 技術部兼水素エネルギー部兼環境

保安部各担当(現任) 
平成18年４月 常務取締役に就任(現任)

常務取締役 
総合エネルギー

本部 
副本部長 

三 浦 伸 吾 昭和18年８月７日生

昭和42年３月 当社に入社

31

平成16年４月 総合エネルギー本部副本部長兼マ
ルヰ会事業部長 

平成16年６月 取締役に就任
平成16年６月 執行役員に就任（現任）
平成16年10月 総合エネルギー本部副本部長(現

任) 
平成18年４月 常務取締役に就任(現任)



  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
(千株) 

常務取締役 
産業ガス・溶材

本部 
副本部長 

上 羽 尚 登 昭和27年２月28日生

昭和50年３月 当社に入社

26

平成16年４月 産業ガス・溶材本部副本部長兼エ
ネルギー中部支社長兼中部支社長 

平成16年６月 取締役に就任
平成16年６月 執行役員に就任（現任）
平成17年４月 産業ガス・溶材本部副本部長(現

任) 
平成18年４月 常務取締役に就任(現任)
(主要な兼職)  
平成16年４月 株式会社ハイドロエッジ代表取締

役社長に就任(現任) 
平成18年５月 千葉アイエススイソ株式会社代表

取締役に就任(現任) 

取締役 

総合エネルギー
本部 
副本部長 

兼本社営業室長 

加 藤 泰 平 昭和24年７月20日生

昭和48年３月 当社に入社

16

平成16年６月 執行役員に就任（現任）
平成17年４月 総合エネルギー本部副本部長兼本

社営業室長 
平成17年６月 取締役に就任(現任)
平成17年７月 総合エネルギー本部副本部長兼水

プロジェクト営業部長兼本社営業
室長 

平成18年３月 総合エネルギー本部副本部長兼本
社営業室長(現任) 

(主要な兼職)  
平成17年６月 エル・エナジー株式会社代表取締

役に就任(現任) 
平成17年７月 甲賀エナジー株式会社代表取締役

社長に就任(現任) 

取締役 情報・電子 
本部長 西 川 知 良 昭和18年12月23日生

昭和37年３月 当社に入社

23

平成11年４月 情報・電子本部長(現任)
平成16年６月 執行役員に就任（現任）
平成18年６月 取締役に就任(現任)
(主要な兼職)  
平成15年４月 TAIWAN  IWATANI  INTERNATIONAL 

CORPORATION（台湾岩谷股份有限
公司）代表取締役に就任(現任) 

取締役 
産業ガス・溶材

本部 
副本部長 

秦   圭 司 昭和23年１月１日生

昭和45年３月 当社に入社

24

平成16年６月 執行役員に就任（現任）
平成18年４月 産業ガス・溶材本部副本部長(現

任) 
平成18年６月 取締役に就任(現任)
(主要な兼職)  
平成15年10月 アイ・エヌ・ジェイガスセンター

株式会社代表取締役社長に就任
(現任) 

取締役 総合エネルギー
事業統括室長 福 澤 芳 秋 昭和24年８月25日生

昭和48年３月 当社に入社

24
平成16年４月 総合エネルギー事業統括室長(現

任) 
平成16年６月 執行役員に就任（現任）
平成18年６月 取締役に就任(現任)

監査役 常勤 中 川 之 清 昭和15年４月８日生

昭和38年４月 当社に入社

43

平成７年４月 経理部長
平成７年６月 取締役に就任
平成12年４月 常務取締役に就任
平成14年６月 常務取締役を退任
平成14年６月 監査役に就任(現任)

監査役 常勤 森   重 興 昭和18年１月６日生

昭和41年３月 当社に入社

68

平成６年４月 エネルギー事業グループ エネル
ギー営業本部長兼産業エネルギー
部長 

平成６年６月 取締役に就任
平成10年３月 常務取締役に就任
平成14年４月 取締役に就任
平成14年６月 取締役を退任
平成15年６月 監査役に就任(現任)

監査役   堀 井 昌 弘 昭和33年１月13日生 

平成２年４月 弁護士登録

16
平成12年１月 さくら法律事務所代表弁護士に就

任 
平成15年６月 当社監査役に就任(現任)



  

(注) １ 監査役の堀井昌弘氏及び内藤碩昭氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

２ 当社では、経営の意思決定の迅速化と権限の委譲を進め、取締役会の活性化を図るため、執行役員制度を導入しておりま

す。 

  次の取締役は執行役員を兼務しております。 

   代表取締役社長 兼 執行役員 牧野 明次 

   代表取締役副社長兼 執行役員 渡邊 敏夫 

   専務取締役   兼 執行役員 森  清一 

   専務取締役   兼 執行役員 南本 一彦 

   専務取締役   兼 執行役員 檀原 雅 

   専務取締役   兼 執行役員 宮川 隆史 

   専務取締役   兼 執行役員 佐々木大三郎  

   専務取締役   兼 執行役員 武田 英祐 

   常務取締役   兼 執行役員 尾濱 豊文 

   常務取締役   兼 執行役員 西田 享平 

   常務取締役   兼 執行役員 三浦 伸吾 

   常務取締役   兼 執行役員 上羽 尚登 

   取締役     兼 執行役員 加藤 泰平 

   取締役     兼 執行役員 西川 知良 

   取締役     兼 執行役員 秦  圭司 

   取締役     兼 執行役員 福澤 芳秋 

  その他の執行役員は次の通りです。 

   常務執行役員         里井 庚士 

   常務執行役員         宮廣 正司 

   常務執行役員         川上 晋司 

   執行役員           坂田 隆彦 

   執行役員           種池 寛 

   執行役員           野村 雅男 

   執行役員           伊藤 利朗 

   執行役員           牧瀬 雅美 

   執行役員           上村 啓介 

   執行役員           渡邉 正博 

   執行役員           根本 正志 

   執行役員           米田 弘 

   執行役員           野上 千俊 

   執行役員           太宅 文昭 

   執行役員           渡辺 雅則 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
(千株) 

監査役   内 藤 碩 昭 昭和12年３月11日生

昭和35年４月 株式会社三和銀行(現株式会社三
菱東京ＵＦＪ銀行)に入行 

10

昭和63年６月 取締役に就任
平成２年５月 常務取締役に就任
平成４年６月 専務取締役に就任
平成６年６月 副頭取に就任
平成11年６月 取締役会長に就任
平成13年４月 株式会社ＵＦＪホールディングス

(現株式会社三菱ＵＦＪフィナン
シャル・グループ)取締役に就任 

平成14年１月 株式会社ＵＦＪホールディングス
(現株式会社三菱ＵＦＪフィナン
シャル・グループ)取締役会長に
就任 

平成16年７月 株式会社ＵＦＪ銀行(現株式会社
三菱東京ＵＦＪ銀行)名誉顧問に
就任（現任） 

平成17年６月 当社監査役に就任(現任)

計 766



６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】 

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

当社は、意思決定の迅速化・透明性の向上、情報開示、説明責任（アカウンタビリティ）の強化、法令遵守（コン

プライアンス）、危機管理の徹底などを図り、経営の健全性を確保することをコーポレート・ガバナンスの基本的な

考え方としています。 

  

(1) 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 

① 会社の機関の基本説明 

当社の業務意思決定及び監督機関である取締役会は取締役16名で構成しており、取締役会が充分かつ活発な議

論の上に的確で迅速な意思決定及び監督を行えるよう、取締役会の機能を高めております。 

また、当社は監査役会設置会社であり、監査役会は４名の監査役（内２名は社外監査役）で構成し、監査役は

全ての取締役会・経営会議に出席するなど、取締役の職務執行を充分に監視できる体制にしております。社外監

査役には、法律の専門家の参画によって、より多角的な視点に基づいた監査体制を確立しております。 

当社は、常務以上の取締役で構成する経営会議を毎月２回開催し、取締役会に付議する事項や業務執行上の重

要事項の審議に加えて、情報の共有化と意思疎通を図っております。また、意思決定の迅速化と権限の委譲を進

めるために、執行役員制度を導入し、取締役会の活性化を図っております。執行役員は、取締役会で決められた

経営方針に従って、代表取締役から権限委譲を受け、指示及び命令のもとに、業務執行に専念しております。こ

の制度の導入により、取締役会のもつ企業戦略の意思決定機能及び監督機能を強化し、より効率的な経営を推進

しております。 

  

② 会社の機関の内容及び内部統制の関係を示す図表 

コーポレート・ガバナンス体制及び内部統制体制の概要は以下のとおりであります。 

  

 
  



③ 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 

当社は、創業以来、「世の中に必要な人間となれ、世の中に必要なものこそ栄える」を企業理念として掲げ、

常に世の中が求める新しい価値、お客様が求める価値の創造に努め、社会に貢献することを目指しています。 

この観点から、株主様、お取引先様、従業員などからの信頼と期待に応えることが会社繁栄の絶対条件と考え

日々の事業経営に当っております。 

内部統制システムの基本方針も、この企業理念を踏まえ、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとお

り、当社の業務の適正を確保するための体制を整備しております。 

  

（a）取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

取締役会は、取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保し、会社の業務執行を適

正かつ健全に行うため、実効性ある内部統制システムの構築と遵法体制の確立に努めております。監査役会

は、会社の業務執行を監視して、課題の早期発見と是正に努めております。 

また、当社グループの事業活動における遵法体制の徹底、強化のために、「コンプライアンス委員会」を

設置して、法令遵守の徹底を図っております。さらに、グループの経営者、従業員が経営理念や倫理観・価

値観を共有し、あらゆる事業活動の局面において遵守すべき規範を制定し、コンプライアンス意識の向上を

図っております。内部監査については、社長直轄の組織として「内部監査室」「保安監査部」を設置し、監

査役と密接な関係・連携を持って必要な内部監査を定期的に実施し、会社の事業活動が適正かつ効率的に行

われているかどうかを監査しております。 

  

（b）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理について、取締役会・経営会議等の議案書・議事録、その

他その職務の執行に係る情報を法令・社内規程の定めるところに従い、適切に保存し、かつ管理しておりま

す。 

  

（c）損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

損失の危険の管理体制として、社長直轄の組織として「危機管理委員会」を設置し、グループ企業全体の

リスクを統合的に管理しております。当委員会には、傘下に、コンプライアンス、工場保安、個人情報保

護、安全保障輸出管理、災害対応等の下部委員会を設け、顕在ないし潜在する企業危機への総合的な対応を

行っております。 

  

（d）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

取締役の職務の執行を効率的に行うために執行役員制度を導入し、経営の意思決定の迅速化と権限の委譲

を進めており、取締役会のもつ企業戦略の意思決定機能及び監督機能を強化し、より効率的な経営を推進し

ております。 

また職務分掌に係わる規程、決裁に係わる規程に基づき、職務の執行の効率化を図り、併せて基幹系情報

システムの導入により、経営資源の統合的な管理と全社的な業務の効率化に取り組んでおります。 

  

（e）当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

グループ企業に対しては、規程を設け経営の重要事項に関する事前承認事項やその他の事業活動の報告事

項を定め、業務の適正を確保すると共に「イワタニ企業倫理綱領」を事業活動の行動規範とし、グループ全

体のコンプライアンス意識の向上を図っております。 

  

（f）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項 

監査役及び監査役会の事務局として、専任の監査役担当を配置し、監査業務や監査役会の運営を補助する

こととしております。 



（g）監査役の職務を補助する使用人の取締役からの独立性に関する事項 

監査役担当の人事については、監査役会の意見を尊重した上で決定することとしております。 

  

（h）取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制 

取締役及び使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え、経営会議で決議された事項、当社及び当社グ

ループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、その他監査役にその職務遂行上報告する必要があ

ると判断した事項を報告しております。また、監査役は会計監査人から会計監査内容につき説明を受ける

等、情報の交換を行っております。 

  

（i）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

監査役及び監査役会は、代表取締役並びに会計監査人とそれぞれ定期的に会合を持つこととしておりま

す。 

  

④ 内部監査及び監査役監査の状況 

内部監査については、社長直轄の組織として「内部監査室」「保安監査部」を設置し、監査役と密接な関係・

連携を持って必要な内部監査を定期的に実施し、会社の事業活動が適正かつ効率的に行われているかどうかを監

査しております。なお、現在の人員は、内部監査室４名、保安監査部３名となっております。 

  

⑤ 会計監査の状況 

会計監査人につきましては、協立監査法人を選任しており、適時監査法人には必要データを提出し、適切な監

査が行える体制を整えております。当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名及び継続監査年数、会計監

査業務に係る補助者の構成については次のとおりであります。 

（a）会計監査業務を執行した公認会計士の氏名及び継続監査年数 

代表社員 業務執行社員  三沢和之（31年）、森田將（21年） 

（b）会計監査業務に係る補助者の構成 

公認会計士  ８名、会計士補  ２名、その他  ３名 

  

⑥ 社外監査役との関係 

社外監査役と当社との間には特別な利害関係はありません。 

  

(2) リスク管理体制の整備の状況 

従来、個別の委員会にて対応してきたグループ企業全体のリスクを統合的に管理するため「危機管理委員会」

を設置しました。危機管理委員会傘下の各委員会は、外国為替及び外国貿易法の遵守ならびに不正輸出等の防止

に向けた管理体制の強化を図るための「安全保障輸出管理委員会」、個人情報保護の徹底を図るための「個人情

報保護委員会」、法令遵守の徹底を図るための「コンプライアンス委員会」、高圧ガスの保安のための重点施策

策定等を行う「工場保安委員会」、ブランドマネジメントの推進と製品の品質維持向上を図るための「ブラン

ド・品質委員会」、災害時の対応策の整備や環境マネジメントの重要事項を審議する「災害対応・環境委員

会」、海外におけるリスク管理の徹底を図るための「海外安全管理委員会」、顧客満足度を向上させるための

「CS（カスタマー・サティスファクション）委員会」の８つの委員会で構成されております。 

更に、企業不祥事の発生阻止に向けては1998年にイワタニ企業倫理綱領を制定しており、「グループの経営

者、従業員が経営理念や倫理観・価値観を共有し、あらゆる事業活動の局面において遵守すべき規範」として、

社内・グループ会社で周知徹底を図っています。なお、昨今の企業を取巻く社会環境の変化、法令の改正動向を

踏まえ、2005年４月にこれを一部改訂致しました。 

  また、顧問弁護士には、法律上の判断が必要な際には適時アドバイスを受けております。 



(3) 役員報酬の内容 

当事業年度における当社の取締役及び監査役に支払った報酬の額は次のとおりであります。 

 (注) １ 取締役の報酬額は月額32百万円以内（平成３年６月27日第48回定時株主総会決議）及び、監査役の報酬額は月額10

百万円以内（平成16年６月29日第61回定時株主総会決議）とし、使用人兼務取締役の使用人としての職務に対する

報酬を含めないものとしております。 

  なお、平成18年６月29日開催の第63回定時株主総会にて、取締役の報酬額は年額８億円以内、また、監査役の報酬

額は年額２億円以内とし、使用人兼務取締役の使用人としての職務に対する報酬を含めないものとする旨の改定を

行っております。 

２ 取締役に対する報酬額には、使用人兼務取締役の使用人給与相当額(賞与を含む)89百万円が含まれておりません。 

３ 支給人員及び支給額には、当期中の退任取締役（２名）が含まれております。 

  

(4) 監査報酬の内容 

公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬 28百万円 

(注) 上記以外の報酬はありません。 

  

区分 

取締役 監査役 合計 

支給人員 
(名) 

支給額 
(百万円) 

支給人員 
(名) 

支給額 
(百万円) 

支給人員 
(名) 

支給額 
(百万円) 

定款又は株主総会決議に
基づく報酬 

17 347 4 69 21 416 

利益処分による役員賞与 16 72 3 8 19 80 

株主総会決議に基づく退
職慰労金 

1 21 ― ― 1 21 

計   440   77   517 



第５ 【経理の状況】 

１ 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以

下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

ただし、前連結会計年度(平成16年４月１日から平成17年３月31日まで)については、「財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年１月30日内閣府令第５号)附則第２項のただし

書きにより、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

ただし、前事業年度(平成16年４月１日から平成17年３月31日まで)については、「財務諸表等の用語、様式及び

作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年１月30日内閣府令第５号)附則第２項のただし書き

により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度(平成16年４月１日から平成17年３月31日まで)及

び前事業年度(平成16年４月１日から平成17年３月31日まで)並びに当連結会計年度(平成17年４月１日から平成18年３

月31日まで)及び当事業年度(平成17年４月１日から平成18年３月31日まで)の連結財務諸表及び財務諸表について、協

立監査法人により監査を受けております。 

  



１ 【連結財務諸表等】 

(1) 【連結財務諸表】 

① 【連結貸借対照表】 

  

  
前連結会計年度
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(資産の部)     

Ⅰ 流動資産     

 １ 現金及び預金  22,359 20,658  

 ２ 受取手形及び売掛金 ※３  119,373 124,827  

 ３ たな卸資産  32,913 40,389  

 ４ 繰延税金資産  1,704 2,181  

 ５ その他 ※７  13,703 10,849  

 ６ 貸倒引当金  △1,604 △2,317  

   流動資産合計  188,449 49.31 196,588 48.9

Ⅱ 固定資産     

 (1) 有形固定資産 
※１ 
※３ 

    

  １ 建物及び構築物  26,448 26,442  

  ２ 貯蔵設備  3,646 3,712  

  ３ 機械装置及び運搬具  24,247 23,903  

  ４ 器具及び備品  8,423 8,920  

  ５ 土地  57,106 53,252  

  ６ 建設仮勘定  706 507  

   有形固定資産合計  120,578 31.55 116,738 29.0

 (2) 無形固定資産     

  １ 営業権  1,808 1,785  

  ２ 連結調整勘定  3,666 3,834  

  ３ その他  5,844 5,884  

   無形固定資産合計  11,319 2.96 11,503 2.9

 (3) 投資その他の資産     

  １ 投資有価証券 
※２ 
※３ 

 36,941 49,457  

  ２ 長期貸付金  3,038 3,077  

  ３ 繰延税金資産  3,972 1,335  

  ４ その他  20,292 24,375  

  ５ 貸倒引当金  △2,401 △1,203  

   投資その他の資産合計  61,843 16.18 77,041 19.2

   固定資産合計  193,741 50.69 205,284 51.1

   資産合計  382,190 100 401,873 100 

      



  

  

  
前連結会計年度
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(負債の部)     

Ⅰ 流動負債     

 １ 支払手形及び買掛金  109,568 118,012  

 ２ 短期借入金 ※３  43,374 49,883  

 ３ １年以内返済予定 
   長期借入金 

※３  35,966 26,048  

 ４ １年以内償還予定社債  60 5,310  

 ５ 未払法人税等  2,013 4,802  

 ６ 賞与引当金  3,545 3,823  

 ７ 役員退職慰労引当金  ― 1,395  

 ８ その他 ※７  19,379 17,588  

   流動負債合計  213,909 55.97 226,864 56.4

Ⅱ 固定負債     

 １ 社債  28,680 23,370  

 ２ 長期借入金 ※３  77,893 82,160  

 ３ 繰延税金負債  1,019 732  

 ４ 退職給付引当金  2,816 3,236  

 ５ 連結調整勘定  18 11  

 ６ その他  4,699 4,591  

   固定負債合計  115,127 30.12 114,102 28.4

   負債合計  329,036 86.09 340,966 84.8

(少数株主持分)     

  少数株主持分  5,067 1.33 4,648 1.2

(資本の部)     

Ⅰ 資本金 ※８  20,096 5.26 20,096 5.0

Ⅱ 資本剰余金  17,908 4.69 17,908 4.5

Ⅲ 利益剰余金  10,044 2.63 10,661 2.6

Ⅳ その他有価証券評価差額金  3,214 0.84 8,948 2.2

Ⅴ 為替換算調整勘定  △3,039 △0.80 △1,193 △0.3

Ⅵ 自己株式 ※９  △136 △0.04 △164 0.0

   資本合計  48,087 12.58 56,257 14.0

   負債、少数株主持分 
   及び資本合計 

 382,190 100 401,873 100 

      



② 【連結損益計算書】 

  

  
  

  
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
対売上
高比
(％) 

金額(百万円) 
対売上
高比
(％) 

Ⅰ 売上高  583,575 100 640,073 100 
Ⅱ 売上原価  465,603 79.78 515,227 80.5

   売上総利益  117,972 20.22 124,846 19.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費     

 １ 運搬費 19,239 20,398    

 ２ 貸倒引当金繰入額 775 381    

 ３ 給与手当 29,194 29,848    

 ４ 賞与引当金繰入額 2,984 3,400    

 ５ 退職給付費用 2,319 2,567    

 ６ 減価償却費 7,080 8,174    

 ７ 賃借料 10,582 10,008    

 ８ 支払手数料 6,799 7,928    

 ９ 連結調整勘定償却額 482 547    

 10 その他 ※１ 28,137 107,594 18.44 28,713 111,970 17.5

   営業利益  10,377 1.78 12,875 2.0

Ⅳ 営業外収益     

 １ 受取利息 353 364    

 ２ 受取配当金 250 411    

 ３ 賃貸料 219 66    

 ４ 為替差益 769 628    

 ５ 連結調整勘定償却額 12 7    

 ６ 持分法による投資利益 647 442    

 ７ 雑収入 908 3,160 0.54 1,654 3,575 0.5

Ⅴ 営業外費用     

 １ 支払利息 2,752 2,709    

 ２ 売上割引 304 380    

 ３ 雑損失 788 3,845 0.66 1,592 4,683 0.7

   経常利益  9,692 1.66 11,768 1.8

Ⅵ 特別利益     

 １ 固定資産売却益 ※２ 271 45    

 ２ 投資有価証券売却益 51 322 0.06 2,057 2,103 0.3

Ⅶ 特別損失     

 １ 固定資産売却損 ※３ 266 499    

 ２ 固定資産除却損 ※４ 411 446    

 ３ 減損損失 ※５ ― 4,629    

 ４ 投資有価証券売却損 43 110    

 ５ 投資有価証券評価損 16 2    

 ６ 関係会社整理損等 131 1    

 ７ 販売用不動産評価損 ※６ 362 ―    

 ８ 役員退職慰労金 281 203    

 ９ 役員退職慰労引当金繰入 ― 1,395    

 10 その他 ― 1,513 0.26 6 7,294 1.1

   税金等調整前当期純利益  8,500 1.46 6,577 1.0

   法人税、住民税及び事業税 (－)2,530 (－)5,986    

   法人税等調整額 (－)1,470 (－)4,001 0.69 (＋)2,053 (－)3,933 0.6

   少数株主利益  (－)354 0.06 (－)303 0.0

   当期純利益  4,145 0.71 2,340 0.4
      



③ 【連結剰余金計算書】 

  

  

  
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 

(資本剰余金の部)  

Ⅰ 資本剰余金期首残高 17,907 17,908

Ⅱ 資本剰余金増加高  

   自己株式処分差益 0 0 0 0

Ⅲ 資本剰余金期末残高 17,908 17,908

   

(利益剰余金の部)  

Ⅰ 利益剰余金期首残高 6,745 10,044

Ⅱ 利益剰余金増加高  

   当期純利益 4,145 4,145 2,340 2,340

Ⅲ 利益剰余金減少高  

 １ 配当金 753 1,004  

 ２ 役員賞与 
   (うち監査役賞与) 

89
(3)

180
(11)

 

 ３ 持分法適用範囲の変更に 
   伴う剰余金期首残高 

― 44  

 ４ 海外の会計基準に基づく 
   剰余金の変動 

4 847 493 1,722

Ⅳ 利益剰余金期末残高 10,044 10,661

   



④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

   
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 

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  8,500 6,577 

 ２ 減価償却費  12,420 13,238 

 ３ 減損損失  ― 4,629 

 ４ 連結調整勘定償却額  470 540 

 ５ 貸倒引当金の増加額(△は減少額)  302 △489 

 ６ 貸倒損失  ― 49 

 ７ 退職給付引当金の増加額  109 417 

 ８ 賞与引当金の増加額  377 276 

 ９ 役員退職慰労引当金の増加額  ― 1,395 

 10 受取利息及び受取配当金  △603 △775 

 11 支払利息  2,752 2,709 

 12 為替差益  △191 △15 

 13 持分法による投資利益  △647 △442 

 14 有形固定資産売却・除却損  407 845 

 15 無形固定資産除却損  ― 55 

 16 投資有価証券評価損  16 2 

 17 投資有価証券売却益  △7 △1,947 

 18 関係会社整理損等  131 ― 

 19 売上債権の減少額(△は増加額)  2,567 △4,368 

 20 たな卸資産の増加額  △2,355 △7,156 

 21 仕入債務の増加額  1,736 7,304 

 22 その他資産・負債の増減額  △1,866 64 

 23 役員賞与の支払額  △103 △194 

    小計  24,016 22,714 

 24 利息及び配当金の受取額  733 589 

 25 持分法会社よりの受取配当金  238 234 

 26 利息の支払額  △2,811 △2,708 

 27 法人税等の支払額  △2,256 △3,280 

   営業活動によるキャッシュ・フロー  19,919 17,550 



  

  

   
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

 １ 定期預金の純減少額(△は純増加額)  △60 105 

 ２ 有形固定資産の取得による支出  △12,468 △12,163 

 ３ 有形固定資産の売却による収入  1,451 1,795 

 ４ 無形固定資産の取得による支出  △3,408 △2,409 

 ５ 無形固定資産の売却による収入  19 1,063 

 ６ 投資有価証券の取得による支出  △7,958 △4,604 

 ７ 投資有価証券の売却による収入  1,300 2,758 

 ８ 貸付けによる支出  △7,283 △7,193 

 ９ 貸付金の回収による収入  6,504 6,562 

 10 その他  17 △5,277 

   投資活動によるキャッシュ・フロー  △21,887 △19,364 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

 １ 短期借入金の純増加額(△は純減少額)  △10,015 5,132 

 ２ 長期借入れによる収入  43,437 28,555 

 ３ 長期借入金の返済による支出  △33,129 △32,822 

 ４ 社債の償還による支出  △60 △60 

 ５ 自己株式の純増加額  △21 △24 

 ６ 配当金の支払額  △750 △1,000 

 ７ 少数株主への配当金の支払額  △63 △112 

   財務活動によるキャッシュ・フロー  △603 △332 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △187 390 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  △2,758 △1,755 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  23,431 22,066 

Ⅶ 連結範囲変更等による現金及び
  現金同等物の期首残高の増加額 

 1,393 133 

Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残高  22,066 20,444 

     



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 

   主要な連結子会社名は、「第１ 企業の概況 ４

関係会社の状況」に記載しております。 

   なお、DORAL SPECIALTY CHEMICALS PTY LTD（ド

ラールスペシャルティケミカルズ会社）について

は設立により、AUSTRALIAN  FUSED  MATERIALS 

PTY .,LTD.（オーストラリアンフューズドマテリ

アルズ会社）については出資持分の増加により、

また、前連結会計年度に持分法適用の非連結子会

社であったセントラルガス㈱等９社については重

要性が増したため、新たに当連結会計年度より連

結子会社といたしました。 

   また、前連結会計年度において連結子会社であっ

た兼松ホームガス㈱２社、丸久産業㈱の計３社は

合併により、CNW(EXPLORATIONS) PTY LTD（CNWエ

クスプロレーションズ会社）は清算により減少い

たしました。 

 (1) 連結子会社の数 83社

１ 連結の範囲に関する事項 

   主要な連結子会社名は、「第１ 企業の概況 ４

関係会社の状況」に記載しております。 

   なお、前連結会計年度に連結子会社であったイワ

タニガスネットワーク㈱からIGN関東㈱等５社が

分社したことにより、また、前連結会計年度に持

分法適用会社であったイワタニ山梨㈱およびイワ

タニ鹿児島㈱については重要性が増したため、新

たに当連結会計年度より連結子会社といたしまし

た。 

   また、連結子会社のうちCNW OIL(AUSTRALIA)PTY 

LTD（シーエヌダブリューオイル(オーストラリ

ア)会社）、DORAL MINERAL INVESTMENTS PTY LTD

（ドラールミネラルインベストメンツ会社）は清

算により減少いたしました。 

 (1) 連結子会社の数 88社

 (2) 非連結子会社名及び連結の範囲から除いた理由 

   主要な非連結子会社名は、「第１ 企業の概況

３事業の内容」に記載しております。 

   非連結子会社はいずれも小規模であり、総資産の

合計額、売上高の合計額、当期純損益の合計額

(持分に見合う額)及び利益剰余金等の合計額(持

分に見合う額)は、いずれも連結財務諸表に重要

な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除

外しております。 

 (2) 非連結子会社名及び連結の範囲から除いた理由 

同左 

    

２ 持分法の適用に関する事項 

 (1) 持分法適用会社の数 

   主要な持分法適用非連結子会社名及び関連会社名

は、「第１ 企業の概況 ３事業の内容及び４関

係会社の状況」に記載しております。 

   なお、重要性が増したため、マルヰガス南岡山㈱

を新たに持分法適用会社といたしました。 

   また、持分法適用会社の減少24社のうち10社は連

結子会社としたことにより、12社は合併により、

２社は清算によるものであります。 

    非連結子会社 69社

    関連会社 75社

２ 持分法の適用に関する事項 

 (1) 持分法適用会社の数 

   主要な持分法適用非連結子会社名及び関連会社名

は、「第１ 企業の概況 ３事業の内容及び４関

係会社の状況」に記載しております。 

   なお、重要性が増したため、㈱セントラルガスセ

ンター等14社を新たに持分法適用会社といたしま

した。 

   また、持分法適用会社の減少10社のうち２社は連

結子会社としたことにより、５社は合併により、

１社は清算により、２社は出資持分の譲渡による

ものであります。 

    非連結子会社 77社

    関連会社 71社



  
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (2) 持分法を適用しない会社名と理由 

   持分法を適用していない非連結子会社及び関連会

社の主要な会社は次のとおりであります。 

    カホクガス㈱ 

    都城マルヰガス㈱ 

    大阪マルヰガス㈱ 

    神戸マルヰ㈱ 

   これらの非連結子会社及び関連会社は、それぞれ

当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微

であり、かつ、全体としても重要性がないため、

持分法の範囲から除外しております。 

 (2) 持分法を適用しない会社名と理由 

同左 

    

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

  連結子会社のうち、決算日が連結決算日と異なり、

決算日の差異が３ヶ月を超えないため、当該子会社

の決算財務諸表を使用している子会社は次のとおり

であります。 

  
  連結子会社名    決算日 

DALIAN IWATANI GAS MACHINERY CO., LTD. 

(大連岩谷气体机具有限公司) 
12月末日

その他の海外子会社 18社 12月末日

イワタニ近畿㈱ ２月末日

その他の国内子会社 33社 ２月末日

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

  連結子会社のうち、決算日が連結決算日と異なり、

決算日の差異が３ヶ月を超えないため、当該子会社

の決算財務諸表を使用している子会社は次のとおり

であります。 

  
  連結子会社名    決算日  

DALIAN IWATANI GAS MACHINERY CO.,LTD. 

(大連岩谷气体机具有限公司) 
12月末日

その他の海外子会社 16社 12月末日

イワタニ近畿㈱ ２月末日

その他の国内子会社 35社 ２月末日

    

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 

  (イ)有価証券 

    その他有価証券 

    1)時価のあるもの 

      決算期末日の市場価格等に基づく時価法 

      (評価差額は全部資本直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定) 

    2)時価のないもの 

      移動平均法又は総平均法による原価法 

  (ロ)デリバティブ 

     時価法 

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 

  (イ)有価証券 

同左 

  

  

  

  

  

  

  (ロ)デリバティブ 

同左 

  (ハ)たな卸資産 

    1)商品 

      主として先入先出法による原価法 

    2)販売用不動産 

      個別法による原価法 

  (ハ)たな卸資産 

同左 



  
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

  (イ)有形固定資産 

     主として定率法 

     ただし、以下のものは定額法 

    1) 当社の堺LPG貯蔵基地に係る有形固定資産 

    2) 連結子会社(１社)のリース用有形固定資産

及び連結子会社(18社)の高圧ガス製造設備

等 

    3) 平成10年４月１日以降取得した建物(建物

附属設備を除く) 

     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 ３～17年 

器具及び備品 ２～20年 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

  (イ)有形固定資産 

     主として定率法 

     ただし、以下のものは定額法 

    1)        同左 

    2)        同左 

  

  

    3)        同左 

  (ロ)無形固定資産 

     定額法 

     なお、ソフトウェア(自社利用分)について

は、社内における利用可能期間(５年)に基づ

く定額法 

  (ロ)無形固定資産 

同左 

  (ハ)長期前払費用 

     均等償却 

  (ハ)長期前払費用 

同左 

 (3) 重要な引当金の計上基準 

  (イ)貸倒引当金 

    売掛金、貸付金等の債権の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計

上しております。 

 (3) 重要な引当金の計上基準 

  (イ)貸倒引当金 

同左 

  (ロ)賞与引当金 

    従業員の賞与の支給に充てるため、賞与支給見

込額を計上しております。 

  (ロ)賞与引当金 

同左 

  (ハ)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に基づ

き、当連結会計年度末において発生していると

認められる額を計上しております。 

    会計基準変更時差異は、14年による按分額を費

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(12～14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。 

  (ハ)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に基づ

き、当連結会計年度末において発生していると

認められる額を計上しております。 

    会計基準変更時差異は、14年による按分額を費

用処理しております。 

    過去勤務債務は、そ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(12年)によ

る定額法により按分した額を費用処理しており

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(12～14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。 

    (会計方針の変更) 

   当連結会計年度より、「『退職給付に係る会計基

準』の一部改正」(企業会計基準第３号 平成17年

３月16日)及び「『退職給付に係る会計基準』の

一部改正に関する適用指針」(企業会計基準適用

指針第７号 平成17年３月16日)を適用しておりま

す。これにより営業利益及び経常利益ならびに税

金等調整前当期純利益は49百万円増加しておりま

す。なお、セグメント情報に与える影響は軽微で

あります。 



  
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

    (ニ)役員退職慰労引当金 

    当社は、役員退職慰労金制度を当連結会計年度

の決算期に関する定時株主総会の終結時をもっ

て廃止することとし、在任期間に対応する退職

慰労金については、打ち切り支給する旨の議案

が同株主総会に付議される予定であるため、内

規に基づく当連結会計年度までの在任期間に対

応する退職慰労金の額を、当該支給見込額とし

て計上しております。 

    なお、当該引当金は商法施行規則第43条に規定

する引当金であります。 

 (4) 重要なリース取引の処理方法 

   国内については、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、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。 

   なお、在外子会社については売買取引に係る方法

に準じた会計処理を行っております。 

 (4) 重要なリース取引の処理方法 

同左 

 (5) 重要なヘッジ会計の方法 

  (イ)ヘッジ会計の方法 

     繰延ヘッジ処理によっております。なお、為

替予約等が付されている外貨建金銭債権債務

等については振当処理を、金利スワップにつ

いては特例処理を採用しております。 

  (ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象 

  

ヘッジ手段 ヘッジ対象 

為替予約 
外貨建債権債務及び 

外貨建予定取引 

金利スワップ 社債及び長期借入金 

 (5) 重要なヘッジ会計の方法 

  (イ)ヘッジ会計の方法 

同左 

  

  

  

  (ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  (ハ)ヘッジ方針 

     外貨建取引のうち、当社グループに為替変動

リスクが帰属する場合は、そのリスクヘッジ

のため、実需原則に基づき為替予約を行うも

のとしております。また、金利スワップにつ

いては、金利変動による借入債務等の損失可

能性を減殺する目的で行っております。 

  (ハ)ヘッジ方針 

同左 

  (ニ)ヘッジ有効性評価の方法 

     ヘッジ手段とヘッジ対象の資産・負債又は予

定取引に関する重要な条件が同一であり、ヘ

ッジ開始時及びその後も継続して相場変動又

はキャッシュ・フロー変動を完全に相殺する

ものと想定されるため、ヘッジの有効性の判

定は省略しております。 

     また、金利スワップについては、特例処理を

採用しているため、有効性の判定は省略して

おります。 

  (ニ)ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

 (6) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

  (イ)消費税等の会計処理方法 

    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式

によっております。 

 (6) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

  (イ)消費税等の会計処理方法 

同左 



  

  

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16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  (ロ)在外子会社の所在地国における会計処理基準に

基づき行った利益処分の金額は、連結剰余金計

算書中「海外の会計基準に基づく剰余金の変

動」として計上しております。 

  (ロ)在外子会社の所在地国における会計処理基準に

基づき行った利益処分及び利益剰余金減少の金

額は、連結剰余金計算書中「海外の会計基準に

基づく剰余金の変動」として計上しておりま

す。 

    

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

  連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時価

評価法によっております。 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

同左 

    

６ 連結調整勘定の償却に関する事項 

  発生年度より10年以内で均等償却を行っておりま

す。 

６ 連結調整勘定の償却に関する事項 

同左 

    

７ 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、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。 

７ 利益処分項目等の取扱いに関する事項 

同左 

    

８ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

  連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金

及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能

な預金及び取得日から３ヶ月以内に満期日の到来す

る流動性の高い、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短期的

投資からなっております。 

８ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

同左 

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

――― （役員退職慰労金に係る会計基準） 

当社は、役員退職慰労金については、従来支給時に

計上しておりましたが、役員退職慰労金制度を当連

結会計年度に関する定時株主総会の終結時をもって

廃止することとし、在任期間に対応する退職慰労金

については、打ち切り支給する旨の議案が同株主総

会に付議される予定であるため、内規に基づく当連

結会計年度までの在任期間に対応する退職慰労金の

額を当該支給見込額として、役員退職慰労引当金を

計上することにしました。 

役員退職慰労金制度の廃止は、経営改革の一環とし

て役員報酬体系を見直しすることに伴うものであり

ます。 

この変更により、当連結会計年度において1,395百

万円を役員退職慰労引当金繰入として特別損失に計

上しております。 

この結果、税金等調整前当期純利益が1,395百万円

減少しております。 



  

  

追加情報 

  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  なお、当該会計処理の変更が当下半期に行われたの

は、役員退職慰労引当金制度の廃止の検討が当下半

期に行われたためであります。 

従って、当中間連結会計期間は従来の方法によって

おり、変更後の方法によった場合と比べ、当中間連

結会計期間の税金等調整前中間純利益は1,309百万

円多く計上されております。 

――― （固定資産の減損に係る会計基準） 

当連結会計年度より、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。これにより、税金等

調整前当期純利益が4,629百万円減少しておりま

す。なお、減損損失累計額については、改正後の連

結財務諸表規則に基づき各資産の金額から直接控除

しております。 

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

（事業税の計上方法） 

「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法

律第９号）が平成15年３月31日に公布され、平成16

年４月１日以後に開始する事業年度より外形標準課

税制度が導入されたことに伴い、当連結会計年度か

ら「法人事業税における外形標準課税部分の損益計

算書上の表示についての実務上の取扱い」（平成16

年２月13日企業会計基準委員会 実務対応報告第12

号）に従い法人事業税の付加価値割及び資本割につ

いては、販売費及び一般管理費に217百万円計上し

ております。 

この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較し

て、営業利益、経常利益、税金等調整前当期純利益

はそれぞれ217百万円少なく計上されております。 

（連結子会社における横領被害について） 

当局にて捜査中でありました「子会社従業員による

電子計算機使用詐欺による横領事件」が連結子会社

である岩谷設備システム㈱において発生いたしまし

た。 

本件による岩谷設備システム㈱の被害総額は約11億

円でありますが、このうち約７億５千万円は既に回

収済みであります。 

未回収額につきましては、その全額を当連結会計年

度の連結決算上、貸倒引当金に計上しております。 



注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

  

前連結会計年度
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(平成18年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 131,759百万円 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 135,199百万円

    

※２ 非連結子会社及び関連会社に対する主な資産は次

のとおりであります。 

    投資有価証券  

       株式 13,809百万円

       出資金 2,183 〃 

※２ 非連結子会社及び関連会社に対する主な資産は次

のとおりであります。 

    投資有価証券  

       株式 14,755百万円

       出資金 3,747 〃 

    

※３   このうち、債務の担保に供している資産は次の

とおりであります。 

(差入資産の種類)   

 受取手形及び売掛金 171百万円 (―百万円)

 建物及び構築物 3,820 〃 (2,682 〃 )

 貯蔵設備 297 〃 (297 〃 )

 機械装置及び運搬具 1,351 〃 (1,351 〃 )

 器具及び備品 77 〃 (77 〃 )

 土地 7,373 〃 (4,149 〃 )

 合計 13,091百万円(8,558百万円)

※３イ) このうち、債務の担保に供している資産は次の

とおりであります。 

(差入資産の種類)   

 建物及び構築物 4,041百万円(2,585百万円)

 貯蔵設備 305 〃 (305 〃 )

 機械装置及び運搬具 1,328 〃 (1,328 〃 )

 器具及び備品 68 〃 (68 〃 )

 土地 7,726 〃 (4,150 〃 )

 合計 13,471百万円(8,438百万円)

  

  

    上記のうち( )内は、内数で工場財団抵当(工

場抵当を含む)並びに当該債務を表示しており

ます。 

(債務の種類)   

 短期借入金 3,505百万円 (478百万円)

 長期借入金 7,273 〃 (5,885 〃 )

 (１年以内返済予定分を含む)  

 合計 10,778百万円(6,363百万円)

  

  

    上記のうち( )内は、内数で工場財団抵当(工

場抵当を含む)並びに当該債務を表示しており

ます。 

(債務の種類)   

 短期借入金 2,081百万円 (380百万円)

 長期借入金 8,729 〃 (5,916 〃 )

 (１年以内返済予定分を含む)  

 合計 10,810百万円(6,296百万円)

    ロ) このうち、取引保証金の代用として差入れてい

る資産は次のとおりであります。 

投資有価証券 14百万円

    

 ４ 偶発債務 

   連結会社以外の取引先の金融機関等からの借入に

対し、債務保証を行っております。 

  イ) 関係会社 

1) ㈱エス・アイ東海 333百万円

2) その他20件 1,217 〃 

小計 1,550百万円

 ４ 偶発債務 

   連結会社以外の取引先の金融機関等からの借入に

対し、債務保証を行っております。 

  イ) 関係会社 

1) ㈱エス・アイ東海 318百万円

2) その他15件 1,209 〃 

小計 1,527百万円

  ロ) その他の会社等 

1) 関西マルヰ協同組合 1,817百万円

2) 東部マルヰ協同組合 1,647 〃 

3) 九州マルヰ協同組合 1,417 〃 

4) 中国マルヰ協同組合 1,300 〃 

5) 東北マルヰ協同組合 1,017 〃 

6) 北海道マルヰ協同組合 492 〃 

7) 沖縄マルヰ協同組合 236 〃 

8) その他３件 172 〃 

小計 8,101百万円

  ロ) その他の会社等 

1) 東部マルヰ協同組合 1,773百万円

2) 関西マルヰ協同組合 1,645 〃 

3) 九州マルヰ協同組合 1,433 〃 

4) 中国マルヰ協同組合 1,269 〃 

5) 東北マルヰ協同組合 1,019 〃 

6) 北海道マルヰ協同組合 412 〃 

7) 沖縄マルヰ協同組合 221 〃 

8) その他３件 133 〃 

小計 7,907百万円



  

  

前連結会計年度
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(平成18年３月31日) 

  ハ) ローン関係 

1) 財形ローン 6百万円

2) 社内住宅融資制度 16 〃 

3) 住宅ローン 55 〃 

小計 78百万円

合計 9,731百万円

  ハ) ローン関係 

1) 財形ローン 1百万円

2) 社内住宅融資制度 11 〃 

3) 住宅ローン 55 〃 

小計 68百万円

合計 9,503百万円

    

うち外貨建 
保証債務 

外貨額 
円換算額
(百万円) 

RMB \ 5,500千 71

うち外貨建
保証債務 

外貨額
円換算額 
(百万円) 

RMB \ 2,750千 40 

    

 ５ 受取手形割引高 611百万円

   受取手形裏書譲渡高 298 〃 

 ５ 受取手形割引高 259百万円

   受取手形裏書譲渡高 142 〃 

    

 ６         ――― 

  

 ６ コミットメントライン（特定融資枠）契約 

当社では、運転資金の効率的調達を行うため、取

引銀行１社とコミットメントラインを設定してお

ります。 

当連結会計年度末におけるコミットメントライン

の総額及び借入実行残高は次の通りであります。 

 コミットメントラインの総額 5,000百万円

 借入実行残高 ― 〃 

 差引額 5,000百万円

    

※７ 当連結会計年度の繰延ヘッジ利益５百万円及び繰

延ヘッジ損失469百万円は、相殺のうえ純額463百

万円を、連結貸借対照表上、流動資産の「その

他」に含めて表示しております。 

※７ 当連結会計年度の繰延ヘッジ利益262百万円及び

繰延ヘッジ損失３百万円は、相殺のうえ純額259 

百万円を、連結貸借対照表上、流動負債の「その

他」に含めて表示しております。 

    

※８ 連結財務諸表提出会社の発行済株式総数は、普通

株式251,365千株であります。 

※８ 連結財務諸表提出会社の発行済株式総数は、普通

株式251,365千株であります。 

    

※９ 連結会社、持分法を適用した非連結子会社及び関

連会社が保有する自己株式の数は、普通株式567

千株であります。 

※９ 連結会社、持分法を適用した非連結子会社及び関

連会社が保有する自己株式の数は、普通株式644

千株であります。 



(連結損益計算書関係) 

  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 研究開発費の総額は一般管理費に含まれる723百

万円であります。 

※１ 研究開発費の総額は一般管理費に含まれる650百

万円であります。 

    

※２ 「固定資産売却益」の主な内容は次のとおりであ

ります。 

 土地 165百万円

 建物及び構築物 2 〃 

 器具及び備品等 103 〃 

 合計 271百万円

※２ 「固定資産売却益」の主な内容は次のとおりであ

ります。 

 土地 0百万円

 器具及び備品等 44 〃 

 合計 45百万円

    

※３ 「固定資産売却損」の主な内容は次のとおりであ

ります。 

 土地 177百万円

 その他(機械装置及び運搬具等) 89 〃 

 合計 266百万円

※３ 「固定資産売却損」の主な内容は次のとおりであ

ります。 

 土地 417百万円

 その他(機械装置及び運搬具等) 82 〃 

 合計 499百万円

    

※４ 「固定資産除却損」の主な内容は次のとおりであ

ります。 

 建物及び構築物 136百万円

 機械装置及び運搬具 139 〃 

 その他(器具及び備品) 135 〃 

 合計 411百万円

※４ 「固定資産除却損」の主な内容は次のとおりであ

ります。 

 建物及び構築物 121百万円

 機械装置及び運搬具 190 〃 

 その他(器具及び備品) 134 〃 

 合計 446百万円

    

※５         ――― 

   「減損損失」は、今後の利用見込がないと判断さ

れる遊休資産および、時価が著しく下落している

賃貸用資産の一部についてその帳簿価額を回収可

能価額まで減額し、当該減少額を計上したもので

あります。 

   以下の資産について減損損失を計上しておりま

す。 

※５ 減損損失 4,629百万円

用途 遊休資産

所在地 栃木県さくら市 ほか 

種類及び減損額 建物及び構築物 82百万円 
土地 3,899 〃  
その他 9 〃  

計 3,991百万円 

(回収可能価額の測定方法)
正味売却価額(不動産鑑定評価等) 



  

  

(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16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  

(グルーピングの方法) 

 当社グループは、継続的に損益を把握している事業の

種類別セグメントを単位として、資産のグルーピング

を行っております。また、賃貸用資産および事業の用

に供していない遊休資産については個別に取り扱って

おります。 

用途 賃貸用資産

所在地 埼玉県川口市 ほか 

種類及び減損額 建物及び構築物 340百万円 
土地 296 〃  
その他 0 〃  

計 637百万円 

(回収可能価額の測定方法)
使用価値(将来キャッシュ・フロー割引率５％) 

    

※６ 「販売用不動産評価損」は、時価が著しく下落

し、その回復が見込めないと判断した販売用不動

産について評価減を行ったものであります。 

※６         ――― 

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 連結貸借対照表上の現金及び預金と連結キャッシ

ュ・フロー計算書上の現金及び現金同等物の期末残

高との関係 

現金及び預金 22,359百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △292 〃 

現金及び現金同等物 22,066百万円

１ 連結貸借対照表上の現金及び預金と連結キャッシ

ュ・フロー計算書上の現金及び現金同等物の期末残

高との関係 

現金及び預金 20,658百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △213 〃 

現金及び現金同等物 20,444百万円

    

２ 重要な非資金取引の内容 

  重要な事項はありません。 

２ 重要な非資金取引の内容 

同左 



(リース取引関係) 

  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (借手側) 

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 

 (借手側) 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

  
取得価額 
相当額 
(百万円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

期末残高
相当額 
(百万円) 

貯蔵設備 548 171 377

機械装置 
及び運搬具 

16,409 10,357 6,052

器具及び備品 3,401 2,132 1,269

その他 112 59 53

合計 20,472 12,719 7,753

取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

期末残高 
相当額 
(百万円) 

貯蔵設備 553 293 259 

機械装置
及び運搬具 

17,059 11,301 5,758 

器具及び備品 3,198 2,250 947 

その他 98 65 33 

合計 20,910 13,910 6,999 

   なお、取得価額相当額の算定は、有形固定資産の

期末残高等に占める未経過リース料期末残高の割

合が低いため、支払利子込み法によっておりま

す。 

   なお、取得価額相当額の算定は、有形固定資産の

期末残高等に占める未経過リース料期末残高の割

合が低いため、支払利子込み法によっておりま

す。 

    

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 2,335百万円

１年超 5,417 〃 

合計 7,753百万円

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 2,069百万円

１年超 4,929 〃 

合計 6,999百万円

   なお、未経過リース料期末残高相当額の算定は、

有形固定資産の期末残高等に占める未経過リース

料期末残高の割合が低いため、支払利子込み法に

よっております。 

   なお、未経過リース料期末残高相当額の算定は、

有形固定資産の期末残高等に占める未経過リース

料期末残高の割合が低いため、支払利子込み法に

よっております。 

    

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 2,475百万円

減価償却費相当額 2,475 〃 

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 2,386百万円

減価償却費相当額 2,386 〃 

    

(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

額法により算定しております。 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

    

２ オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

１年内 228百万円

１年超 1,722 〃 

合計 1,951百万円

２ オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

１年内 229百万円

１年超 1,522 〃 

合計 1,752百万円



  

  

次へ 

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (貸手側) 

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、減価償却累計額及び期末残

高 

 (貸手側) 

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、減価償却累計額及び期末残

高 

  
取得価額 
(百万円) 

減価償却 
累計額 
(百万円) 

期末残高
(百万円) 

貯蔵設備 3 3 0

機械装置 
及び運搬具 

2,015 1,024 990

器具及び備品 4,265 2,907 1,357

その他 57 38 18

合計 6,341 3,974 2,366

取得価額
(百万円) 

減価償却 
累計額 
(百万円) 

期末残高 
(百万円) 

貯蔵設備 3 3 ― 

機械装置
及び運搬具 

2,046 1,103 942 

器具及び備品 3,403 2,208 1,194 

その他 52 25 26 

合計 5,505 3,341 2,163 

    

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 876百万円

１年超 1,623 〃 

合計 2,500百万円

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 793百万円

１年超 1,558 〃 

合計 2,352百万円

   なお、未経過リース料期末残高相当額の算定は、

未経過リース料期末残高及び見積残存価額の残高

の合計額が、営業債権の期末残高等に占める割合

が低いため、受取利子込み法によっております。 

   なお、未経過リース料期末残高相当額の算定は、

未経過リース料期末残高及び見積残存価額の残高

の合計額が、営業債権の期末残高等に占める割合

が低いため、受取利子込み法によっております。 

    

(3) 受取リース料及び減価償却費 

受取リース料 1,048百万円

減価償却費 992 〃 

(3) 受取リース料及び減価償却費 

受取リース料 906百万円

減価償却費 833 〃 



(有価証券関係) 

  

  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの １ その他有価証券で時価のあるもの 

区分 
取得原価 
(百万円) 

連結貸借 
対照表 
計上額 
(百万円) 

差額 
(百万円) 

連結貸借対照表
計上額が取得原
価を超えるもの 

    

  株式 8,340 15,595 7,255

小計 8,340 15,595 7,255

連結貸借対照表
計上額が取得原
価を超えないも
の 

    

  株式 5,417 3,572 △1,844

小計 5,417 3,572 △1,844

合計 13,757 19,168 5,410

区分
取得原価
(百万円) 

連結貸借 
対照表 
計上額 
(百万円) 

差額 
(百万円) 

連結貸借対照表
計上額が取得原
価を超えるもの 

    

 株式 8,798 24,990 16,191 

小計 8,798 24,990 16,191 

連結貸借対照表
計上額が取得原
価を超えないも
の 

    

 株式 5,279 4,095 △1,184 

 債券 14 14 △0 

小計 5,294 4,110 △1,184 

合計 14,093 29,100 15,006 

    

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

売却額 174百万円

売却益の合計額 42 〃 

売却損の合計額 13 〃 

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

売却額 2,912百万円

売却益の合計額 2,057 〃 

売却損の合計額 27 〃 

    

３ 時価評価されていない主な「有価証券」の内容及び

連結貸借対照表計上額 

   その他有価証券 

非上場株式 1,780百万円

３ 時価評価されていない主な「有価証券」の内容及び

連結貸借対照表計上額 

   その他有価証券 

非上場株式 1,853百万円



(デリバティブ取引関係) 

  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 取引の状況に関する事項 

 (1) 取引の内容及び利用目的等 

当社グループは、輸出入取引に係る為替相場の変

動リスクに備えるため、先物為替予約取引を行っ

ております。 

このほかに、市場金利の変動リスクに備え、変動

金利の借入金の調達資金を固定金利の調達資金に

換えるため、金利スワップ契約を締結しておりま

す。 

また、第八回無担保社債につきましても同様に、

変動金利を固定金利に換えるため、金利スワップ

契約を締結しております。 

なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を

行っております。 

１ 取引の状況に関する事項 

 (1) 取引の内容及び利用目的等 

同左 

  (イ)ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 ヘッジ対象

為替予約 
外貨建債権債務及び 
外貨建予定取引 

金利スワップ 社債及び長期借入金 

  (イ)ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  (ロ)ヘッジ方針 

外貨建取引のうち、当社グループに為替変動リ

スクが帰属する場合は、そのリスクヘッジのた

め、実需原則に基づき為替予約を行うものとし

ております。また、金利スワップについては、

金利変動による借入債務等の損失可能性を減殺

する目的で行っております。 

  (ロ)ヘッジ方針 

同左 

  (ハ)ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ手段とヘッジ対象の資産・負債又は予定

取引に関する重要な条件が同一であり、ヘッジ

開始時及びその後も継続して相場変動又はキャ

ッシュ・フロー変動を完全に相殺するものと想

定されるため、ヘッジの有効性の判定は省略し

ております。 

また、金利スワップについては、特例処理を採

用しているため、有効性の判定は省略しており

ます。 

  (ハ)ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

 (2) 取引に対する取組方針 

通貨関連におけるデリバティブ取引については、

損益の確定のために行うものであり、実需の範囲

内で行い、投機目的のためのデリバティブ取引は

行わない方針であります。 

金利関連のデリバティブ取引については、金利を

確定させるため及び市場の実勢金利にあわせる目

的のために行っており、投機目的のためのデリバ

ティブ取引は行わない方針であります。 

 (2) 取引に対する取組方針 

同左 



  

  

次へ 

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (3) 取引に係るリスクの内容 

金利関連における金利スワップ取引においては、

市場金利の変動によるリスクを有しております。 

通貨関連及び金利関連ともデリバティブ取引の契

約先は、いずれも信用度の高い金融機関であるた

め、相手先の契約不履行によるいわゆる信用リス

クはほとんどないと判断しております。 

 (3) 取引に係るリスクの内容 

同左 

 (4) 取引に係るリスク管理体制 

通貨関連、金利関連のデリバティブ取引の実行及

び管理は、「社内管理規程」に従い実需の範囲内

で、経理担当部門において行っております。 

なお、社債の発行、多額の借入金等は、取締役会

の専決事項でありますので、それに伴う先物為替

予約の締結、金利スワップ契約の締結等は、同時

に取締役会で決定されることになります。 

 (4) 取引に係るリスク管理体制 

同左 

    

２ 取引の時価等に関する事項 

デリバティブ取引については、ヘッジ会計を適用し

ているため、注記を省略しております。 

２ 取引の時価等に関する事項 

同左 



(退職給付関係) 

  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

  連結財務諸表提出会社及び国内連結子会社は、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ます。 

  また、連結財務諸表提出会社は退職給付信託を設定

しております。 

１ 採用している退職給付制度の概要 

同左 

    

２ 退職給付債務に関する事項 

イ 退職給付債務 △18,103百万円

ロ 年金資産 14,388 〃

  (うち退職給付信託における 
  年金資産) 

(9,541 〃 )

ハ 未積立退職給付債務(イ＋ロ) △3,715百万円

ニ 未認識年金資産 △690 〃

ホ 会計基準変更時差異の未処理額 8,382 〃

ヘ 未認識数理計算上の差異 197 〃

ト 連結貸借対照表計上額純額 
  (ハ＋ニ＋ホ＋ヘ) 

4,174百万円

チ 前払年金費用(注２) △6,990百万円

リ 退職給付引当金(ト＋チ) △2,816百万円

２ 退職給付債務に関する事項 

イ 退職給付債務 △18,813百万円

ロ 年金資産 18,482 〃 

 (うち退職給付信託における
  年金資産) 

(11,926 〃 )

ハ 未積立退職給付債務(イ＋ロ) △330百万円

ニ 会計基準変更時差異の未処理額 7,471 〃 

ホ 未認識数理計算上の差異 △3,293 〃 

ヘ 未認識過去勤務債務（債務の増 
  額）(注２) 

167 〃 

ト 連結貸借対照表計上額純額
  (ハ＋ニ＋ホ＋ヘ) 

4,014百万円

チ 前払年金費用(注３) △7,250百万円

リ 退職給付引当金(ト＋チ) △3,236百万円

 (注) １ 一部の連結子会社は、退職給付債務の算定

にあたり、簡便法を採用しております。 

    ２ 退職給付信託を設定したことにより、年金

資産額が退職給付債務見込額に会計基準変

更時差異等を加減した額を超過したため、

経過的に前払年金費用として連結貸借対照

表の投資その他の資産の「その他」に計上

しております。 

 (注) １ 一部の連結子会社は、退職給付債務の算定

にあたり、簡便法を採用しております。 

    ２ 一部の連結子会社において、退職一時金制

度における給付水準増額の制度変更が行わ

れたことにより、過去勤務債務（債務の増

額）が発生しております。 

    ３ 退職給付信託を設定したことにより、年金

資産額が退職給付債務見込額に会計基準変

更時差異等を加減した額を超過したため、

経過的に前払年金費用として連結貸借対照

表の投資その他の資産の「その他」に計上

しております。 

    

３ 退職給付費用に関する事項 

イ 勤務費用 1,242百万円

ロ 利息費用 350 〃

ハ 期待運用収益 △60 〃

ニ 会計基準変更時差異の費用処理額 931 〃

ホ 数理計算上の差異の費用処理額 38 〃

へ 退職給付費用 
  (イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ) 

2,502百万円

３ 退職給付費用に関する事項 

イ 勤務費用 1,410百万円

ロ 利息費用 352 〃 

ハ 期待運用収益 △82 〃 

ニ 会計基準変更時差異の費用処理額 933 〃 

ホ 数理計算上の差異の費用処理額 △16 〃 

ヘ 過去勤務債務の費用処理額 15 〃 

ト その他 88 〃 

チ 退職給付費用
  (イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ＋へ＋ト) 

2,701百万円

 (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。 

 (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。 



  
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

イ 退職給付見込額の期間配分法 期間定額基準

ロ 割引率 2.5％

ハ 期待運用収益率 2.2％～2.5％

ニ 数理計算上の差異の処理年数 12～14年

  (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。) 

ホ 会計基準変更時差異の処理年数 14年

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

イ 退職給付見込額の期間配分法 期間定額基準

ロ 割引率 2.5％

ハ 期待運用収益率 2.2％～2.5％

ニ 過去勤務債務の額の処理年数 12年

  (発生時における従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数による定額法により按分した額を

費用処理しております。) 

ホ 数理計算上の差異の処理年数 12～14年

  (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。) 

ヘ 会計基準変更時差異の処理年数 14年



(税効果会計関係) 
  

  

前へ     

前連結会計年度
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(平成18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 

  

  (注) 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以

下の項目に含まれております。 

繰延税金資産  

 繰越欠損金 747百万円

 貸倒引当金損金算入限度超過額 842 〃 

 賞与引当金損金算入限度超過額 1,449 〃 

 退職給付引当金損金算入限度超過額 1,223 〃 

 未払事業税否認 81 〃 

 投資有価証券未実現利益等 2,935 〃 

 固定資産未実現利益等 1,195 〃 

 たな卸資産未実現利益等 382 〃 

 販売用不動産評価損 772 〃 

 不動産信託解約損 572 〃 

 その他 259 〃 

繰延税金資産小計 10,463百万円

 評価性引当額 △520 〃 

繰延税金資産合計 9,943百万円

   

繰延税金負債  

 退職給付信託設定益 △1,665百万円

 固定資産圧縮積立金 △329 〃 

 その他有価証券評価差額金 △2,187 〃 

 資本連結手続による評価差額 △1,102 〃 

繰延税金負債合計 △5,285百万円

繰延税金資産の純額 4,657百万円

流動資産－繰延税金資産 1,704百万円

固定資産－繰延税金資産 3,972 〃 

固定負債－繰延税金負債 △1,019 〃 

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 

  

  (注) 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以

下の項目に含まれております。 

繰延税金資産  

 繰越欠損金 618百万円

 貸倒引当金損金算入限度超過額 784 〃 

 賞与引当金損金算入限度超過額 1,537 〃 

 退職給付引当金損金算入限度超過額 1,335 〃 

 未払事業税否認 162 〃 

 投資有価証券未実現利益等 3,024 〃 

 固定資産未実現利益等 1,214 〃 

 たな卸資産未実現利益等 458 〃 

 販売用不動産評価損 772 〃 

 不動産信託解約損 572 〃 

 減損損失 1,239 〃 

 その他 687 〃 

繰延税金資産小計 12,409百万円

 評価性引当額 △352 〃 

繰延税金資産合計 12,056百万円

   

繰延税金負債  

 退職給付信託設定益 △1,665百万円

 固定資産圧縮積立金 △314 〃 

 その他有価証券評価差額金 △6,073 〃 

 資本連結手続による評価差額 △931 〃 

 その他 △286 〃 

繰延税金負債合計 △9,271百万円

繰延税金資産の純額 2,785百万円

流動資産－繰延税金資産 2,181百万円

固定資産－繰延税金資産 1,335 〃 

固定負債－繰延税金負債 △732 〃 

    

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.6％

(調整)  

 交際費等永久に 
 損金に算入されない項目 

9.1〃

 受取配当金等永久に 
 益金に算入されない項目 

△0.4〃

 住民税均等割 2.6〃

 持分法による投資利益 △3.1〃

 その他 △1.7〃

税効果会計適用後の法人税等の負担率 47.1％

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.6％

(調整)  

交際費等永久に
 損金に算入されない項目 

10.3〃

 受取配当金等永久に 
 益金に算入されない項目 

△1.2〃

 住民税均等割 3.6〃

 持分法による投資利益 △2.7〃

 その他 9.3〃

税効果会計適用後の法人税等の負担率 59.8％



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

・前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 
  

(注) １ 事業の区分の方法 

 事業の区分は、親会社の商品部門を基礎として、商品の種類及び販売経路の共通性により区分しております。 

２ 各事業の主要な商品 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は4,811百万円であり、主として親会社の本社管

理部門(企画、総務・人事、広報、物流業務、技術、環境・保安、海外管理、経理部門等)に係る費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は51,591百万円であり、主として親会社の現預金及び投資有価

証券並びに親会社の本社管理部門に係る資産であります。また、資本的支出には長期前払費用の増加額が含まれておりま

す。 

  

  

エネルギー
等生活 
関連事業 
(百万円) 

産業ガス 
関連事業 
(百万円) 

マテリアル・

エレクトロニ 
クス関連事業 
(百万円) 

その他の
事業 
(百万円) 

計
(百万円) 

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益     

  売上高     

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高 

319,785 133,846 116,986 12,958 583,575 ― 583,575

 (2) セグメント間の 
   内部売上高又は 
   振替高 

2,810 62 1,639 20,942 25,455 (25,455) ―

計 322,595 133,908 118,625 33,900 609,030 (25,455) 583,575

  営業費用 316,896 128,455 115,499 32,990 593,842 (20,643) 573,198

  営業利益 5,698 5,453 3,126 910 15,188 (4,811) 10,377

Ⅱ 資産、減価償却費 
  及び資本的支出 

    

  資産 155,917 91,126 57,438 45,437 349,921 32,269 382,190

  減価償却費 5,131 2,949 783 3,183 12,047 373 12,420

  資本的支出 7,824 2,398 1,640 4,631 16,494 2,591 19,086

(1) エネルギー等生活関連事業…… 家庭用・業務用ＬＰガス、工業用ＬＰガス、ＬＰガス供給設備、ガス

機器、住設機器、生活用品、食品 

(2) 産業ガス関連事業……………… セパレートガス、特殊ガス、ガス供給設備、溶接材料、溶接・切断

機、産業用機械器具 

(3) マテリアル・ 

 エレクトロニクス関連事業…… 

  

電子・情報機械、化成品、鉱産物、鉄鋼、非鉄金属、ビル建設工事請

負、建設資材、管工機材 

(4) その他の事業…………………… 金融、保険、運送、倉庫、保安、情報処理 



・当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

  

(注) １ 事業の区分の方法 

 事業の区分は、親会社の商品部門を基礎として、商品の種類及び販売経路の共通性により区分しております。 

２ 各事業の主要な商品 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は5,172百万円であり、主として親会社の本社管

理部門(企画、総務・人事、広報、物流業務、技術、環境・保安、海外管理、経理部門等)に係る費用であります。 

４ 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４ 会計処理基準に関する事項 (3)重要な引当金の計上基準（ハ）退

職給付引当金（会計方針の変更）」に記載のとおり、当連結会計年度より、「『退職給付に係る会計基準』の一部改正」

(企業会計基準第３号 平成17年３月16日)及び「『退職給付に係る会計基準』の一部改正に関する適用指針」(企業会計基

準適用指針第７号 平成17年３月16日)を適用しております。これにより従来の方法によった場合と比べ、営業費用は49百

万円減少し、営業利益は49百万円増加しておりますが、各事業の種類別セグメントに与える影響は軽微であります。 

５ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は56,306百万円であり、主として親会社の現預金及び投資有価

証券並びに親会社の本社管理部門に係る資産であります。また、資本的支出には長期前払費用の増加額が含まれておりま

す。 

  

  

エネルギー
等生活 
関連事業 
(百万円) 

産業ガス 
関連事業 
(百万円) 

マテリアル・

エレクトロニ 
クス関連事業 
(百万円) 

その他の
事業 
(百万円) 

計
(百万円) 

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益     

  売上高     

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高 

362,190 151,396 113,049 13,436 640,073 ― 640,073

 (2) セグメント間の 
   内部売上高又は 
   振替高 

3,730 137 1,844 23,623 29,336 (29,336) ―

計 365,921 151,534 114,893 37,060 669,409 (29,336) 640,073

  営業費用 359,269 144,983 110,868 36,240 651,362 (24,163) 627,198

  営業利益 6,652 6,550 4,025 820 18,047 (5,172) 12,875

Ⅱ 資産、減価償却費、 
  減損損失及び資本 
  的支出 

    

  資産 177,499 90,485 54,670 52,773 375,429 26,443 401,873

  減価償却費 6,378 2,700 607 3,347 13,034 204 13,238

  減損損失 1,368 830 505 845 3,550 1,079 4,629

  資本的支出 11,843 2,279 139 4,291 18,554 1,213 19,767

(1) エネルギー等生活関連事業…… 家庭用・業務用ＬＰガス、工業用ＬＰガス、ＬＰガス供給設備、ガス

機器、住設機器、生活用品、食品 

(2) 産業ガス関連事業……………… セパレートガス、特殊ガス、ガス供給設備、溶接材料、溶接・切断

機、産業用機械器具 

(3) マテリアル・ 

 エレクトロニクス関連事業…… 

  

電子・情報機械、化成品、鉱産物、鉄鋼、非鉄金属、建設工事請負、

建設資材、管工機材 

(4) その他の事業…………………… 金融、保険、運送、倉庫、保安、情報処理 



【所在地別セグメント情報】 

・前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 
  

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 
２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 
 (1) 東アジア…………中国、台湾 
 (2) 東南アジア………シンガポール、タイ 
 (3) その他の地域……米国、オーストラリア 
３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は4,811百万円であり、主として親会社の本社管
理部門(企画、総務・人事、広報、物流業務、技術、環境・保安、海外管理、経理部門等)に係る費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は51,591百万円であり、主として親会社の現預金及び投資有価
証券並びに親会社の本社管理部門に係る資産であります。 

  

・当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 
  

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 
２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 
 (1) 東アジア…………中国、台湾 
 (2) 東南アジア………シンガポール、タイ 
 (3) その他の地域……米国、オーストラリア 
３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は5,172百万円であり、主として親会社の本社管
理部門(企画、総務・人事、広報、物流業務、技術、環境・保安、海外管理、経理部門等)に係る費用であります。 

４ 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４ 会計処理基準に関する事項 (3)重要な引当金の計上基準（ハ）退
職給付引当金（会計方針の変更）」に記載のとおり、当連結会計年度より、「『退職給付に係る会計基準』の一部改正」
(企業会計基準第３号 平成17年３月16日)及び「『退職給付に係る会計基準』の一部改正に関する適用指針」(企業会計基
準適用指針第７号 平成17年３月16日)を適用しております。これにより従来の方法によった場合と比べ、「日本」につい
て営業費用は49百万円減少し、営業利益は49百万円増加しております。 

５ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は56,306百万円であり、主として親会社の現預金及び投資有価
証券並びに親会社の本社管理部門に係る資産であります。 

  
日本
(百万円) 

東アジア 
(百万円) 

東南アジア
(百万円) 

その他
の地域 
(百万円) 

計
(百万円) 

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益       

  売上高       

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高 

525,357 11,858 41,622 4,737 583,575 ― 583,575

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

7,014 2,377 40,220 2,212 51,825 (51,825) ―

計 532,372 14,236 81,843 6,949 635,401 (51,825) 583,575

  営業費用 518,441 13,565 81,645 6,563 620,215 (47,017) 573,198

  営業利益 13,930 670 198 385 15,185 (4,808) 10,377

Ⅱ 資産 322,341 11,902 2,494 7,763 344,500 37,689 382,190

  
日本
(百万円) 

東アジア 
(百万円) 

東南アジア
(百万円) 

その他
の地域 
(百万円) 

計
(百万円) 

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益       

  売上高       

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高 

566,367 14,004 52,405 7,296 640,073 ― 640,073

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

6,625 2,200 58,431 1,999 69,256 (69,256) ―

計 572,992 16,204 110,837 9,295 709,330 (69,256) 640,073

  営業費用 556,723 15,507 110,584 8,506 691,321 (64,123) 627,198

  営業利益 16,269 697 252 789 18,009 (5,133) 12,875

Ⅱ 資産 331,547 14,126 4,518 7,803 357,995 43,877 401,873



【海外売上高】 

・前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

  

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

 (1) 東アジア…………中国、台湾 

 (2) 東南アジア………シンガポール、タイ 

 (3) その他の地域……米国、オーストラリア 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

・当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

  

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

 (1) 東アジア…………中国、台湾 

 (2) 東南アジア………シンガポール、タイ 

 (3) その他の地域……米国、オーストラリア 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

  東アジア 東南アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 29,215 17,428 17,767 64,411

Ⅱ 連結売上高(百万円)   583,575

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％) 

5.0 3.0 3.0 11.0

  東アジア 東南アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 28,241 8,532 20,210 56,983

Ⅱ 連結売上高(百万円)   640,073

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％) 

4.4 1.3 3.2 8.9



【関連当事者との取引】 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

役員及び個人主要株主等 

  

(注) １ 当社の消費税等の処理方法は、税抜方式によっているため、取引金額には消費税等は含めておりません。 

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

  商品の販売、購入、工場の賃借及びその他委託業務等について、価格その他の取引条件は、一般取引先と同様でありま

す。 

３ 役員の兼任等欄の( )内は、当社の役員が兼任している人数で内数表示しております。 

４ 当社役員岩谷直治氏及びその近親者が議決権の71.7％を直接所有しております。 

  

当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

役員及び個人主要株主等 

  

(注) １ 当社の消費税等の処理方法は、税抜方式によっているため、取引金額には消費税等は含めておりません。 

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

  商品の販売、購入、工場の賃借及びその他委託業務等について、価格その他の取引条件は、一般取引先と同様でありま

す。 

３ 当社役員でありました岩谷直治氏及びその近親者が議決権の71.7％を直接保有しておりましたが、岩谷直治氏は平成17年

７月19日死亡により当社役員を退任しております。 

４ 取引金額及び期末残高につきましては、岩谷直治氏の役員在任期間の取引額及び退任時点の残高を記載しております。 

  

属性 会社等 
の名称 住所 

資本金 
又は 
出資金 
(百万円)

事業の内容 
又は職業 

議決権等
の所有 
(被所有)
割合(％)

関係内容

取引の内容
取引 
金額 

(百万円) 
科目 

期末
残高 
(百万円)

役員の
兼任等 
(人) 

事業上
の関係 

役員及びそ
の近親者が
議決権の過
半数を所有
している会
社等(当該
会社等の子
会 社 を 含
む) 

㈱ロック
製作所 

大阪府 
大東市 50 

ＬＰガス器
具の製造・
販売 

被所有
直接 

0.53
所有 
直接 

6.00

兼任1
(1)

転籍1

ガス機器等
の 継 続 取
引、工場の
賃借、工場
管理委託 

ガス機器等の
販売 4 受取手形 1

ガス機器等の
購入 49 支払手形 

買掛金 
3
5

工場の賃借、
工場の管理委
託等 

92 未払金 4

属性 会社等 
の名称 住所 

資本金 
又は 
出資金 
(百万円)

事業の内容 
又は職業 

議決権等
の所有 
(被所有)
割合(％)

関係内容

取引の内容
取引 
金額 

(百万円) 
科目 

期末
残高 
(百万円)

役員の
兼任等 
(人) 

事業上
の関係 

役員及びそ
の近親者が
議決権の過
半数を所有
している会
社等(当該
会社等の子
会 社 を 含
む) 

㈱ロック
製作所 

大阪府 
大東市 50 

ＬＰガス器
具の製造・
販売 

被所有
直接 

0.53
所有 
直接 

6.00

転籍1

ガス機器等
の 継 続 取
引、工場の
賃借、工場
管理委託 

ガス機器等の
販売 0 ― ―

ガス機器等の
購入 12 買掛金 4

工場の賃借、
工場の管理委
託等 

29 ― ―



(１株当たり情報) 

  

(注) １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎 

  

  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(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 191.73円 １株当たり純資産額 224.38円 

１株当たり当期純利益 15.84円 １株当たり当期純利益 8.55円 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

15.84円
潜在株式調整後
１株当たり当期純利益 

8.55円

 
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当期純利益(百万円) 4,145 2,340

普通株主に帰属しない金額(百万円) 
 (うち利益処分による役員賞与金(百万円)) 

169
(169)

195
(195)

普通株式に係る当期純利益(百万円) 3,976 2,144

普通株式の期中平均株式数(千株) 250,869 250,754

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額
の算定に用いられた当期純利益調整額(百万円) 
 (うち持分法による投資利益(百万円)) 

△1 

(△1)

△0 

(△0)

普通株式増加数(千株) ― ― 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当
たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概
要 

― ― 



⑤ 【連結附属明細表】 

【社債明細表】 
  

(注) １ 当該社債の利率は、半年ごとの各利息期間にかかる開始日から２銀行営業日遡った日における６ヶ月物日本円ＴＩＢＯＲ

に0.85％を加算した利率となっております。 

  なお、平成18年３月10日から償還期限までの変動金利は、金利スワップにより固定金利(3.04％)に確定させております。

２ 「前期末残高」及び「当期末残高」欄の( )内は、内数で１年以内償還予定の金額を表示しております。 

３ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は次のとおりであります。 

  

  

【借入金等明細表】 
  

(注) １ 平均利率は、期末残高による加重平均で算定しております。 

２ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額は次のとおりであり

ます。 

  

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

会社名 銘柄 発行年月日 
前期末残高
(百万円) 

当期末残高
(百万円) 

利率
(％) 

担保 償還期限

岩谷産業㈱ 
(提出会社) 

第三回無担保社債 
平成13年 
９月13日 

5,000
5,000
(5,000) 

1.260 無担保 
平成18年
９月13日 

第四回無担保社債 
平成14年 
９月24日 

5,000 5,000 1.170 無担保 
平成19年
９月21日 

第五回無担保社債 
平成15年 
９月９日 

5,000 5,000 1.765 無担保 
平成22年
９月９日 

第六回無担保社債 
平成15年 
９月26日 

3,000 3,000 1.990 無担保 
平成20年
９月26日 

第七回無担保社債 
平成15年 
９月26日 

3,000 3,000 1.940 無担保 
平成20年
９月26日 

第八回無担保社債 
平成16年 
３月10日 

5,000 5,000 (注)１ 無担保 
平成26年
３月10日 

岩谷マルヰガス㈱ 
(連結子会社) 

第一回無担保社債 
平成14年 
12月26日 

500 500 0.820 無担保 
平成21年
12月25日 

第二回無担保社債 
平成15年 
３月27日 

1,000 1,000 0.400 無担保 
平成20年
３月27日 

第三回無担保社債 
平成15年 
３月31日 

1,000
1,000
(250) 

0.560 無担保 
平成22年
３月31日 

岩谷瓦斯㈱ 
(連結子会社) 

第三回無担保社債 
平成16年 
１月26日 

240
(60) 

180
(60) 

0.680 無担保 
平成21年
１月26日 

合計 ― ― 
28,740
(60)

28,680
(5,310)

― ― ― 

１年以内 
(百万円) 

１年超２年以内 
(百万円) 

２年超３年以内
(百万円) 

３年超４年以内
(百万円) 

４年超５年以内 
(百万円) 

5,310 6,310 6,310 750 5,000

区分 
前期末残高 
(百万円) 

当期末残高
(百万円) 

平均利率
(％) 

返済期限 

短期借入金 43,374 49,883 1.20 ― 

１年以内に返済予定の長期借入金 35,966 26,048 1.16 ― 

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く) 

77,893 82,160 1.32
平成19年４月 

～26年10月 

その他の有利子負債 ― ― ― ― 

合計 157,234 158,092 ― ― 

  
１年超２年以内 
(百万円) 

２年超３年以内
(百万円) 

３年超４年以内
(百万円) 

４年超５年以内 
(百万円) 

長期借入金 23,984 18,427 18,889 14,095



２ 【財務諸表等】 

(1) 【財務諸表】 

① 【貸借対照表】 
  

  
前事業年度

(平成17年３月31日) 
当事業年度 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(資産の部)     

Ⅰ 流動資産     

 １ 現金及び預金  12,768 10,900  

 ２ 受取手形 ※６  30,579 30,212  

 ３ 売掛金 ※６  68,255 77,722  

 ４ 商品  17,140 24,136  

 ５ 販売用不動産  1,603 1,603  

 ６ 前渡金  4,414 1,102  

 ７ 前払費用  431 440  

 ８ 未収入金  2,294 1,843  

 ９ 繰延税金資産  611 1,234  

 10 その他  1,725 1,616  

 11 貸倒引当金  △893 △1,698  

   流動資産合計  138,931 51.56 149,115 51.7

Ⅱ 固定資産     

 (1) 有形固定資産 ※１     

  １ 建物 21,471 21,277    

    減価償却累計額 12,205 9,266 12,389 8,887  

  ２ 構築物 8,704 8,723    

    減価償却累計額 6,278 2,426 6,426 2,296  

  ３ 貯蔵設備 19,001 18,987    

    減価償却累計額 16,632 2,369 16,557 2,429  

  ４ 機械及び装置 27,183 26,916    

    減価償却累計額 22,273 4,910 22,044 4,872  

  ５ 車輌及び運搬具 145 135    

    減価償却累計額 124 20 120 14  

  ６ 器具及び備品 2,176 2,270    

    減価償却累計額 1,809 367 1,861 408  

  ７ 土地  37,876 35,855  

  ８ 建設仮勘定  8 13  

   有形固定資産合計  57,245 21.24 54,777 18.9



  

  
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) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

 (2) 無形固定資産     

  １ 工業所有権  66 49  

  ２ 借地権  48 48  

  ３ ソフトウェア  219 3,525  

  ４ 無形仮勘定  3,333 2  

  ５ その他  75 72  

   無形固定資産合計  3,742 1.39 3,697 1.3

 (3) 投資その他の資産     

  １ 投資有価証券 ※１  20,079 29,834  

  ２ 関係会社株式  28,282 29,235  

  ３ 出資金  174 183  

  ４ 関係会社出資金  8,761 8,661  

  ５ 長期貸付金  426 1,022  

  ６ 従業員に対する 
    長期貸付金 

 3 2  

  ７ 関係会社長期貸付金  2,555 2,830  

  ８ 破産債権・更生債権等  2,369 1,790  

  ９ 長期前払費用  191 174  

  10 前払年金費用  6,990 7,250  

  11 繰延税金資産  521 ―  

  12 その他  2,610 2,458  

  13 貸倒引当金  △3,430 △2,458  

   投資その他の資産合計  69,537 25.81 80,987 28.1

   固定資産合計  130,525 48.44 139,463 48.3

   資産合計  269,456 100 288,578 100 

      

(負債の部)     

Ⅰ 流動負債     

 １ 支払手形 ※６  32,093 33,776  

 ２ 買掛金 ※６  50,491 57,557  

 ３ 短期借入金  19,634 20,946  

 ４ １年以内返済予定 
   長期借入金 

※１  22,631 14,880  

 ５ １年以内償還予定社債  ― 5,000  

 ６ 未払金 ※６  8,155 9,399  

 ７ 未払費用  434 433  

 ８ 未払法人税等  467 3,326  

 ９ 前受金 ※６  4,411 966  

 10 預り金  76 120  

 11 前受収益  41 15  

 12 賞与引当金  1,364 1,562  

 13 役員退職慰労引当金  ― 1,395  

 14 その他  1,654 1,254  

   流動負債合計  141,459 52.50 150,635 52.2



  

  

  
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) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

Ⅱ 固定負債     

 １ 社債  26,000 21,000  

 ２ 長期借入金 ※１  52,834 58,951  

 ３ 繰延税金負債  ― 2,588  

 ４ 退職給付引当金  437 395  

 ５ その他  1,172 1,083  

   固定負債合計  80,444 29.85 84,018 29.1

   負債合計  221,903 82.35 234,653 81.3

      

(資本の部)     

Ⅰ 資本金 ※２  20,096 7.46 20,096 7.0

Ⅱ 資本剰余金     

 (1) 資本準備金 5,100 5,100    

 (2) その他資本剰余金     

  １ 資本金及び資本準備金 
    減少差益 

12,763 12,763    

  ２ 自己株式処分差益 0 1    

   資本剰余金合計  17,864 6.63 17,865 6.2

Ⅲ 利益剰余金     

 (1) 任意積立金     

   固定資産圧縮積立金 346 325    

 (2) 当期未処分利益 6,225 7,063    

   利益剰余金合計  6,572 2.44 7,389 2.5

Ⅳ その他有価証券評価差額金 ※７  3,085 1.14 8,665 3.0

Ⅴ 自己株式 ※３  △66 △0.02 △91 0.0

   資本合計  47,552 17.65 53,924 18.7

   負債・資本合計  269,456 100 288,578 100 

      



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) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
対売上
高比 
(％) 

金額(百万円) 
対売上
高比 
(％) 

Ⅰ 売上高 ※１  454,603 100 497,920 100 

Ⅱ 売上原価     

 １ 商品期首たな卸高 18,723 18,744    

 ２ 当期商品仕入高 388,776 437,887    

合計 407,500 456,631    

 ３ 商品期末たな卸高 18,744 388,756 85.51 25,740 430,891 86.5

   売上総利益  65,847 14.49 67,029 13.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費     

 １ 運搬費 14,957 15,312    

 ２ 貸倒引当金繰入額 785 525    

 ３ 給与手当 8,964 8,751    

 ４ 賞与引当金繰入額 1,364 1,562    

 ５ 退職給付費用 1,491 1,501    

 ６ 租税公課 1,843 1,800    

 ７ 減価償却費 2,386 2,857    

 ８ 賃借料 8,884 8,331    

 ９ 支払手数料 6,929 7,694    

 10 その他 ※２ 12,620 60,226 13.25 12,412 60,748 12.2

   営業利益  5,621 1.24 6,280 1.3

Ⅳ 営業外収益     

 １ 受取利息 ※１ 181 145    

 ２ 受取配当金 ※１ 1,600 1,313    

 ３ 賃貸料 ※１ 227 167    

 ４ 為替差益 300 655    

 ５ 雑収入 507 2,817 0.62 818 3,099 0.6

Ⅴ 営業外費用     

 １ 支払利息 1,247 1,081    

 ２ 社債利息 374 375    

 ３ 売上割引 231 284    

 ４ 雑損失 1,010 2,863 0.63 1,073 2,815 0.6

   経常利益  5,574 1.23 6,563 1.3



  

  

  
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) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
対売上
高比 
(％) 

金額(百万円) 
対売上
高比 
(％) 

Ⅵ 特別利益     

 １ 固定資産売却益 ※３ 188 10    

 ２ 投資有価証券売却益 25 2,004    

 ３ 関係会社株式売却益 81 295 0.06 1 2,015 0.4

Ⅶ 特別損失     

 １ 固定資産売却損 ※４ 196 91    

 ２ 固定資産除却損 ※５ 243 219    

 ３ 減損損失 ※６ － 2,542    

 ４ 投資有価証券売却損 13 25    

 ５ 関係会社出資金売却損 － 85    

 ６ 投資有価証券評価損 13 ―    

 ７ 関係会社株式評価損 157 ―    

 ８ 関係会社整理損 1 ―    

 ９ 投資有価証券清算損 ― 5    

 10 出資金精算損 ― 1    

 11 販売用不動産評価損 ※７ 362 ―    

 12 役員退職慰労金 204 21    

 13 役員退職慰労引当金繰入 ― 1,193 0.26 1,395 4,385 0.9

   税引前当期純利益  4,676 1.03 4,193 0.8

   法人税、住民税及び事業税 408 3,745    

   法人税等調整額 1,938 2,346 0.52 △1,452 2,292 0.4

   当期純利益  2,329 0.51 1,901 0.4

   前期繰越利益  3,895 5,161  

   当期未処分利益  6,225 7,063  

      



③ 【利益処分計算書】 

  

(注) １ 固定資産圧縮積立金取崩額は、租税特別措置法に基づくものであります。 

２ 日付は、株主総会承認年月日であります。 

  

  
前事業年度

平成17年６月29日 
当事業年度 

平成18年６月29日 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 

(当期未処分利益の処分)  

Ⅰ 当期未処分利益 6,225 7,063

Ⅱ 任意積立金取崩額  

    固定資産圧縮積立金取崩額 20 20 13 13

合計 6,246 7,076

Ⅲ 利益処分額  

 １ 配当金 1,004 1,254  

 ２ 役員賞与 80 95  

  （うち監査役賞与金） （8） 1,084 （11） 1,349

Ⅳ 次期繰越利益 5,161 5,726

   

(その他資本剰余金の処分)  

Ⅰ その他資本剰余金  

 １ 資本金及び資本準備金 
   減少差益 

12,763 12,763  

 ２ 自己株式処分差益 0 12,764 1 12,765

Ⅱ その他資本剰余金次期繰越額 12,764 12,765

   



重要な会計方針 

  

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 有価証券の評価基準及び評価方法 

 (1) 子会社株式及び関連会社株式 

    移動平均法による原価法 

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 

 (1) 子会社株式及び関連会社株式 

同左 

 (2) その他有価証券 

  (イ)時価のあるもの 

     決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評

価差額は全部資本直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算定) 

 (2) その他有価証券 

同左 

  (ロ)時価のないもの 

     移動平均法による原価法 

  

    

２ デリバティブ取引により生じる正味の債権・債務の

評価基準及び評価方法 

   時価法 

２ デリバティブ取引により生じる正味の債権・債務の

評価基準及び評価方法 

同左 

    

３ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 商品 

    先入先出法による原価法 

 (2) 販売用不動産 

    個別法による原価法 

３ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 商品 

同左 

 (2) 販売用不動産 

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 

    ただし、以下のものは定額法 

  (イ)堺LPG貯蔵基地に係る有形固定資産 

  (ロ)平成10年４月１日以降取得した建物(建物附属

設備を除く) 

    なお、主な耐用年数は以下のとおりでありま

す。 

建物 ３～50年 

機械及び装置 ４～17年 

４ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

同左 

 (2) 無形固定資産 

    定額法 

    なお、ソフトウェア(自社利用分)については、

社内における利用可能期間(５年)に基づく定額

法 

 (2) 無形固定資産 

同左 

 (3) 長期前払費用 

    均等償却 

 (3) 長期前払費用 

同左 

    

５ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

   売掛金、貸付金等の債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に

回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上して

おります。 

５ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

同左 

 (2) 賞与引当金 

   従業員の賞与の支給に充てるため、賞与支給見込

額を計上しております。 

 (2) 賞与引当金 

同左 



  
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) 

 (3) 退職給付引当金 
   従業員の退職給付に備えるため、当期末における

退職給付債務及び年金資産に基づき、当期末にお
いて発生していると認められる額を計上しており
ます。 

   会計基準変更時差異は、14年による按分額を費用
処理しております。 

   数理計算上の差異は、各期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(14年)に
よる定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌
期から費用処理しております。 

 (3) 退職給付引当金 
同左 

    (会計方針の変更) 
   当事業年度より、「『退職給付に係る会計基準』

の一部改正」(企業会計基準第３号 平成17年３月
16日)及び「『退職給付に係る会計基準』の一部
改正に関する適用指針」(企業会計基準適用指針
第７号 平成17年３月16日)を適用しております。
これにより営業利益及び経常利益並びに税引前当
期純利益はそれぞれ49百万円増加しております。 

           ―――  (4) 役員退職慰労引当金 
   役員退職慰労金制度を当事業年度の決算期に関す

る定時株主総会の終結時をもって廃止することと
し、在任期間に対応する退職慰労金については、
打ち切り支給する旨の議案が同株主総会に付議さ
れる予定であるため、内規に基づく当事業年度ま
での在任期間に対応する退職慰労金の額を、当該
支給見込額として計上しております。 

   なお、当該引当金は商法施行規則第43条に規定す
る引当金であります。 

    
６ リース取引の処理方法 
  リース物件の所有権が借主に移転すると認められる
もの以外のファイナンス・リース取引については、
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によ
っております。 

６ リース取引の処理方法 
同左 

    
７ ヘッジ会計の方法 
 (1) ヘッジ会計の方法 
   繰延ヘッジ処理によっております。なお、為替予

約等が付されている外貨建金銭債権債務等につい
ては振当処理を、金利スワップについては特例処
理を採用しております。 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

 (3) ヘッジ方針 
   外貨建取引のうち、当社に為替変動リスクが帰属

する場合は、そのリスクヘッジのため、実需原則
に基づき為替予約を行うものとしております。ま
た、金利スワップについては、金利変動による借
入債務等の損失可能性を減殺する目的で行ってお
ります。 

ヘッジ手段 ヘッジ対象 

為替予約 
外貨建債権債務及び 

外貨建予定取引 

金利スワップ 社債及び長期借入金 

７ ヘッジ会計の方法 
 (1) ヘッジ会計の方法 

同左 
  
  
  
 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 
  
  
  
 (3) ヘッジ方針 

同左 



    

  

重要な会計方針の変更 

  

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) 

 (4) ヘッジ有効性評価の方法 
   ヘッジ手段とヘッジ対象の資産・負債又は予定取

引に関する重要な条件が同一であり、ヘッジ開始
時及びその後も継続して相場変動又はキャッシ
ュ・フロー変動を完全に相殺するものと想定され
るため、ヘッジの有効性の判定は省略しておりま
す。 

   また、金利スワップについては、特例処理を採用
しているため、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 

    
８ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
   消費税等の会計処理方法 
   消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式に

よっております。 

８ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
   消費税等の会計処理方法 

同左 

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) 

――― （役員退職慰労金に係る会計基準） 

役員退職慰労金については、従来支給時に計上して

おりましたが、役員退職慰労金制度を当事業年度に

関する定時株主総会の終結時をもって廃止すること

とし、在任期間に対応する退職慰労金については、

打ち切り支給する旨の議案が同株主総会に付議され

る予定であるため、内規に基づく当事業年度までの

在任期間に対応する退職慰労金の額を当該支給見込

額として、役員退職慰労引当金を計上することにし

ました。 

役員退職慰労金制度の廃止は、経営改革の一環とし

て役員報酬体系を見直しすることに伴うものであり

ます。 

この変更により、当事業年度において1,395百万円

を役員退職慰労引当金繰入として特別損失に計上し

ております。 

この結果、税引前当期純利益が1,395百万円減少し

ております。 

なお、当該会計処理の変更が当下半期に行われたの

は、役員退職慰労引当金制度の廃止の検討が当下半

期に行われたためであります。 

従って、当中間会計期間は従来の方法によってお

り、変更後の方法によった場合と比べ、当中間会計

期間の税引前中間純損失は1,309百万円少なく計上

されております。 



  

  

表示方法の変更 

  

  

追加情報 

  

  

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) 

――― (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。これにより、税引前当期

純利益が2,542百万円減少しております。なお、減

損損失累計額については、改正後の財務諸表等規則

に基づき各資産の金額から直接控除しております。 

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) 

前期、貸借対照表上無形固定資産の「その他」に含

めて表示しておりました「無形仮勘定」は、「資産

合計」の100分の１を超えたため、当期より独立掲

記することにいたしました。 

なお、前期流動資産の「その他」に含めて表示して

おりました無形仮勘定は、937百万円であります。 

――― 

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) 

（事業税の計上方法） 

「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年

法律第９号）が平成15年３月31日に公布され、平成

16年４月１日以後に開始する事業年度より外形標準

課税制度が導入されたことに伴い、当期から「法人

事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の

表示についての実務上の取扱い」（平成16年２月13

日 企業会計基準委員会 実務対応報告第12号）に

従い法人事業税の付加価値割および資本割について

は、販売費および一般管理費に174百万円計上して

おります。 

この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較し

て、営業利益、経常利益、税引前当期純利益はそれ

ぞれ174百万円少なく計上されております。 

――― 



注記事項 

(貸借対照表関係) 

  

前事業年度 
(平成17年３月31日) 

当事業年度
(平成18年３月31日) 

※１ このうち、債務の担保に供している資産は次のと

おりであります。 

     上記の資産はすべて工場財団抵当に供されて

おります。 

  

(差入資産の種類)  

 建物 382百万円

 構築物 873 〃 

 貯蔵設備 280 〃 

 機械及び装置 458 〃 

 土地 841 〃 

 合計 2,837百万円

(債務の種類)  

 長期借入金 1,671百万円

 (１年以内返済予定分を含む) 

※１ イ) このうち、債務の担保に供している資産は次

のとおりであります。 

     上記の資産はすべて工場財団抵当に供されて

おります。 

  

(差入資産の種類)  

 建物 365百万円

 構築物 833 〃 

 貯蔵設備 281 〃 

 機械及び装置 494 〃 

 土地 841 〃 

 合計 2,816百万円

(債務の種類)  

 長期借入金 1,670百万円

 (１年以内返済予定分を含む) 

     ロ) このうち、取引保証金の代用として差入れて

いる資産は次のとおりであります。 

 投資有価証券 14百万円

    

※２ 株式の状況 

ただし、定款の定めにより、株式の消却が行わ

れた場合には、これに相当する株式数を減ず

る。 

会社が発行する株式 普通株式 400,000,000株

発行済株式総数   普通株式 251,365,028株

※２ 株式の状況 

ただし、定款の定めにより、株式の消却が行わ

れた場合には、これに相当する株式数を減ず

る。 

会社が発行する株式 普通株式 400,000,000株

発行済株式総数   普通株式 251,365,028株

    

※３ 自己株式の保有数 

普通株式 311,841株

※３ 自己株式の保有数 

普通株式 382,800株

    

 ４ 偶発債務 

   保証債務 

   次の取引先の銀行借入等に対し保証を行っており

ます。 

   イ) 関係会社 

1) 横浜液化 

  ガスターミナル㈱ 
687百万円

2) 岩谷テクノ㈱ 474 〃 

3) エア・ケミカルズ㈱ 450 〃 

4) ㈱エス・アイ東海 333 〃

5) イワタニ山陽㈱ 248 〃 

6) その他５件 219 〃 

小計 2,414百万円

 ４ 偶発債務 

   保証債務 

   次の取引先の銀行借入等に対し保証を行っており

ます。 

   イ) 関係会社 

1) ドラールミネラル
  インダストリーズ会社 

1,350百万円

2) ㈱エス・アイ東海 318 〃 

3) イワタニ山陽㈱ 211 〃 

4) 岩谷テクノ㈱ 200 〃 

5) その他２件 61 〃 

小計 2,141百万円



  

  

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) 

   ロ) その他の会社等 

1) 関西マルヰ協同組合 1,817百万円

2) 東部マルヰ協同組合 1,647 〃 

3) 九州マルヰ協同組合 1,357 〃 

4) 中国マルヰ協同組合 1,300 〃 

5) 東北マルヰ協同組合 1,017 〃 

6) 北海道マルヰ協同組合 492 〃 

7) 沖縄マルヰ協同組合 236 〃 

8) 二戸ガス㈱ 166 〃 

小計 8,035百万円

   ロ) その他の会社等 

1) 東部マルヰ協同組合 1,773百万円

2) 関西マルヰ協同組合 1,645 〃 

3) 九州マルヰ協同組合 1,373 〃 

4) 中国マルヰ協同組合 1,269 〃 

5) 東北マルヰ協同組合 1,019 〃 

6) 北海道マルヰ協同組合 412 〃 

7) 沖縄マルヰ協同組合 221 〃 

8) 二戸ガス㈱ 133 〃 

小計 7,847百万円

   ハ) ローン関係 

  

1) 財形ローン 6百万円

2) 社内住宅融資制度 16 〃 

小計 22百万円

合計 10,473百万円

   ハ) ローン関係 

  

1) 財形ローン 1百万円

2) 社内住宅融資制度 11 〃 

小計 12百万円

合計 10,001百万円

うち外貨建 
保証債務 

外貨額 
円換算額
(百万円) 

HK.$ 7,000千 
153

RMB \ 4,400千 

うち外貨建
保証債務 

外貨額
円換算額 
(百万円) 

US $ 11,500千 1,350 

    

 ５         ――― 

  

 ５ コミットメントライン（特定融資枠）契約 

運転資金の効率的調達を行うため、取引銀行１社

とコミットメントラインを設定しております。 

当事業年度末におけるコミットメントラインの総

額及び借入実行残高は次の通りであります。 

 コミットメントラインの総額 5,000百万円

 借入実行残高 ― 〃 

 差引額 5,000百万円

    

※６ 関係会社に対する主な資産・負債 

   区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

関係会社に対するものは次のとおりであります。 

  (1) 資産 

  (2) 負債 

 受取手形 12,586百万円

 売掛金 18,774 〃 

 支払手形 1,471百万円

 買掛金 5,985 〃 

 未払金 3,496 〃 

 前受金 3,878 〃 

※６ 関係会社に対する主な資産・負債 

   区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

関係会社に対するものは次のとおりであります。 

  (1) 資産 

  (2) 負債 

 受取手形 13,799百万円

 売掛金 24,287 〃 

 支払手形 1,992百万円

 買掛金 6,113 〃 

 未払金 5,145 〃 

  

※７ 配当制限 

   有価証券の時価評価により、純資産額が3,085百

万円増加しております。なお、当該金額は商法施

行規則第124条第３号の規定により、配当に充当

することが制限されております。 

※７ 配当制限 

   有価証券の時価評価により、純資産額が8,665百

万円増加しております。なお、当該金額は商法施

行規則第124条第３号の規定により、配当に充当

することが制限されております。 



(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) 

※１ 関係会社に対する主な収益 

   各科目に含まれている関係会社に対するものは次

のとおりであります。 

売上高 108,141百万円

営業外収益  

 受取利息 131百万円

 受取配当金 1,412 〃 

 賃貸料 134 〃 

※１ 関係会社に対する主な収益 

   各科目に含まれている関係会社に対するものは次

のとおりであります。 

売上高 134,972百万円

営業外収益  

 受取利息 111百万円

 受取配当金 1,037 〃 

 賃貸料 112 〃 

    

※２ 研究開発費の総額は一般管理費に含まれる267百

万円であります。 

※２ 研究開発費の総額は一般管理費に含まれる191百

万円であります。 

    

※３ 「固定資産売却益」の主な内容は次のとおりであ

ります。 

 土地 (小郡LPGセンター) 154百万円

 機械及び装置ほか 33 〃 

 合計 188百万円

※３ 「固定資産売却益」の主な内容は次のとおりであ

ります。 

 機械及び装置 4百万円

 貯蔵設備ほか 5 〃 

 合計 10百万円

    

※４ 「固定資産売却損」の主な内容は次のとおりであ

ります。 

 土地 (喜連川土地) 144百万円

 機械及び装置ほか 51 〃 

 合計 196百万円

※４ 「固定資産売却損」の主な内容は次のとおりであ

ります。 

建物
(賃貸用資産ほか)

40百万円

土地 32 〃 

 機械及び装置ほか 17 〃 

 合計 91百万円

    

※５ 「固定資産除却損」の主な内容は次のとおりであ

ります。 

 機械及び装置 (貸与設備の除却ほか) 87百万円

 貯蔵設備ほか   155 〃 

 合計   243百万円

※５ 「固定資産除却損」の主な内容は次のとおりであ

ります。 

 建物   40百万円

 機械及び装置(貸与設備の除却ほか) 84 〃 

 ソフトウェア(旧基幹システムITIS) 54 〃 

 貯蔵設備ほか  41 〃 

 合計   219百万円

    

※６         ――― 

   「減損損失」は、今後の利用見込がないと判断さ

れる遊休資産および、時価が著しく下落している

賃貸用資産の一部についてその帳簿価額を回収可

能価額まで減額し、当該減少額を計上したもので

あります。 

   以下の資産について減損損失を計上しておりま

す。 

※６ 減損損失 2,542百万円

用途 遊休資産

所在地 栃木県さくら市 ほか 

種類及び減損額 建物及び構築物 77百万円 
土地 1,817 〃  
その他 9 〃  

計 1,904百万円 

(回収可能価額の測定方法)
正味売却価額(不動産鑑定評価等) 



  
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) 

  

(グルーピングの方法) 

 当社は、継続的に損益を把握している事業部門を単位

として、資産のグルーピングを行っております。ま

た、賃貸用資産および事業の用に供していない遊休資

産については個別に取り扱っております。 

用途 賃貸用資産

所在地 埼玉県川口市 ほか 

種類及び減損額 建物及び構築物 340百万円 
土地 296 〃  
その他 0 〃  

計 637百万円 

(回収可能価額の測定方法)
使用価値(将来キャッシュ・フロー割引率５％) 

    

※７ 「販売用不動産評価損」は、時価が著しく下落

し、その回復が見込めないと判断した販売用不動

産について評価減を行ったものであります。 

※７         ――― 

    



(リース取引関係) 

  

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) 

 (借手側) 

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 

 (借手側) 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

  なお、取得価額相当額の算定は、有形固定資産の期

末残高等に占める未経過リース料期末残高の割合が

低いため、支払利子込み法によっております。 

  
取得価額 
相当額 
(百万円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

期末残高
相当額 
(百万円) 

貯蔵設備 432 254 178

機械及び装置 4,463 3,150 1,312

車輌及び 
運搬具 

315 129 185

器具及び備品 2,248 1,437 810

ソフトウェア 201 39 161

合計 7,660 5,011 2,648

  なお、取得価額相当額の算定は、有形固定資産の期

末残高等に占める未経過リース料期末残高の割合が

低いため、支払利子込み法によっております。 

取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

期末残高 
相当額 
(百万円) 

貯蔵設備 426 272 153 

機械及び装置 4,902 3,339 1,563 

車輌及び
運搬具 

427 177 250 

器具及び備品 1,490 871 618 

ソフトウェア 245 81 163 

合計 7,491 4,742 2,749 

    

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

 １年内 834百万円

 １年超 1,813 〃 

 合計 2,648百万円

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

 １年内 800百万円

 １年超 1,948 〃 

 合計 2,749百万円

   なお、未経過リース料期末残高相当額の算定は、

有形固定資産の期末残高等に占める未経過リース

料期末残高の割合が低いため、支払利子込み法に

よっております。 

   なお、未経過リース料期末残高相当額の算定は、

有形固定資産の期末残高等に占める未経過リース

料期末残高の割合が低いため、支払利子込み法に

よっております。 

    

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額 

 支払リース料 860百万円

 減価償却費相当額 860 〃 

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額 

 支払リース料 841百万円

 減価償却費相当額 841 〃 

    

(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

額法により算定しております。 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

    

２ オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

１年内 17百万円

１年超 ― 〃 

合計 17百万円

２ オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

１年内 18百万円

１年超 11 〃 

合計 29百万円



  

  

  

(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) 

当事業年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (貸手側) 

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 

   未経過リース料期末残高相当額 

１年内 2百万円

１年超 0 〃 

合計 2百万円

 (貸手側) 

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 

   未経過リース料期末残高相当額 

１年内 0百万円

１年超 ― 〃 

合計 0百万円

 (注) 上記は、転貸リース取引に係る貸手側の未経過

リース料期末残高相当額であります。なお、借

手側の残高はほぼ同額であり、上記の借手側の

未経過リース料期末残高相当額に含まれており

ます。 

 (注) 上記は、転貸リース取引に係る貸手側の未経過

リース料期末残高相当額であります。なお、借

手側の残高はほぼ同額であり、上記の借手側の

未経過リース料期末残高相当額に含まれており

ます。 

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) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

区分 
貸借対照 
表計上額 
(百万円) 

時価 
(百万円) 

差額 
(百万円) 

関連会社株式 49 79 29

合計 49 79 29

区分
貸借対照
表計上額 
(百万円) 

時価 
(百万円) 

差額 
(百万円) 

関連会社株式 451 439 △12 

合計 451 439 △12 



(税効果会計関係) 

  

  
  

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) 

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 

 貸倒引当金損金算入限度超過額 1,128百万円

 賞与引当金損金算入限度超過額 553 〃 

 退職給付引当金損金算入限度超過額 370 〃 

 投資有価証券評価損 945 〃 

 関係会社株式評価損 275 〃 

 販売用不動産評価損 772 〃 

 土地評価損 198 〃 

 不動産信託解約損 572 〃 

 その他 308 〃 

繰延税金資産合計 5,124百万円
  
繰延税金負債 
 その他有価証券評価差額金 △2,104百万円

 退職給付信託設定益 △1,665 〃 

 固定資産圧縮積立金 △222 〃 

繰延税金負債合計 △3,991百万円
繰延税金資産の純額 1,132百万円

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産  

貸倒引当金損金算入限度超過額 1,212百万円

賞与引当金損金算入限度超過額 633 〃 

退職給付引当金損金算入限度超過額 261 〃 

退職慰労金繰入超過額 364 〃 

投資有価証券評価損 945 〃 

関係会社株式評価損 275 〃 

販売用不動産評価損 772 〃 

土地評価損 198 〃 

減損損失 857 〃 

不動産信託解約損 572 〃 

その他 340 〃 

繰延税金資産合計 6,434百万円
 

繰延税金負債  
その他有価証券評価差額金 △5,910百万円

退職給付信託設定益 △1,665 〃 

固定資産圧縮積立金 △213 〃 

繰延税金負債合計 △7,788百万円
繰延税金資産の純額 △1,353百万円

  
２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.6％

(調整) 

交際費等 
永久に損金に算入されない項目 

12.6〃

受取配当金等 
永久に益金に算入されない項目 

△3.9〃

住民税均等割 1.6〃

その他 △0.7〃

税効果会計適用後の法人税等の負担率 50.2％
  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.6％

(調整)  

交際費等
永久に損金に算入されない項目 

11.6〃

受取配当金等
永久に益金に算入されない項目 

△5.2〃

住民税均等割 1.6〃

その他 6.1〃

税効果会計適用後の法人税等の負担率 54.7％
 



(１株当たり情報) 

  

(注) １株当たり当期純利益の算定上の基礎 

  

  

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 189.41円 １株当たり純資産額 214.85円 

１株当たり当期純利益 8.95円 １株当たり当期純利益 7.19円 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい

ては、潜在株式が存在しないため、記載しておりま

せん。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい

ては、潜在株式が存在しないため、記載しておりま

せん。 

 
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(百万円) 2,329 1,901

普通株主に帰属しない金額(百万円) 
 (うち利益処分による役員賞与金(百万円)) 

80
(80)

95
(95)

普通株式に係る当期純利益(百万円) 2,249 1,806

普通株式の期中平均株式数(千株) 251,097 251,013



④ 【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

  

  

【債券】 

  

銘柄
株式数
(株) 

貸借対照表計上額
(百万円) 

投資有価証券 その他有価証券 広島ガス㈱ 7,607,428 3,507 

    三菱瓦斯化学㈱ 2,211,000 3,174 

    
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・
グループ 

780 1,404 

    ㈱みずほフィナンシャルグループ 1,347 1,297 

    ㈱千葉銀行 1,061,865 1,111 

    ダイキン工業㈱ 263,000 1,083 

    ㈱ダイヘン 1,748,000 1,062 

    ㈱三井住友フィナンシャルグループ 754 980 

    ㈱ダイフク 502,251 970 

    ㈱村田製作所 121,000 958 

    ㈱栗本鐵工所 2,088,450 868 

    関西電力㈱ 315,200 824 

    シャープ㈱ 391,000 815 

    ㈱小松製作所 300,000 673 

    ㈱多加良製作所 11,000 660 

    大陽日酸㈱ 674,150 586 

    ㈱りそなホールディングス 1,431 579 

    エア・ウォーター㈱ 500,000 576 

    ウシオ電機㈱ 195,000 546 

    ＮＴＮ㈱ 550,000 513 

    月島機械㈱ 300,000 471 

    ㈱Ｔ＆Ｄホールディングス 48,200 443 

    ダイハツ工業㈱ 346,000 418 

    日鍛バルブ㈱ 300,000 386 

    コスモ石油㈱ 590,000 364 

    三洋電機㈱ 1,083,000 349 

    タカラスタンダード㈱ 417,000 307 

    京セラ㈱ 22,000 229 

    ユニチカ㈱ 1,000,000 219 

    ダイソー㈱ 450,000 211 

    科研製薬㈱ 206,000 203 

    その他136銘柄 5,897,101 4,020 

計 29,202,958 29,820 

銘柄
券面金額
(百万円) 

貸借対照表計上額
(百万円) 

投資有価証券 その他有価証券 第35回元利分離国庫債券 15 14 

計 15 14 



【有形固定資産等明細表】 

  

(注) １ 当期増加額の主なものは次のとおりであります。 

２ 当期減少額のうち（）内は、内書きで減損損失の計上額であります。 

３ 固定資産の当期償却額3,001百万円は、当期商品仕入高144百万円、販売費及び一般管理費2,857百万円に各々区分計上し

ております。 

  当期商品仕入高に組入れの償却額は、主に堺ＬＰＧ貯蔵基地に係るものであります。 

  

資産の種類 
前期末残高
(百万円) 

当期増加額 
(百万円) 

当期減少額
(百万円) 

当期末残高
(百万円) 

当期末減価
償却累計額又
は償却累計額
(百万円) 

当期償却額 
(百万円) 

差引当期末
残高 
(百万円) 

有形固定資産       

 建物 21,471 888 
1,082
(361) 

21,277 12,389 622 8,887

 構築物 8,704 121 
103
(57) 

8,723 6,426 188 2,296

 貯蔵設備 19,001 545 559 18,987 16,557 443 2,429

 機械及び装置 27,183 917 
1,184
(9) 

26,916 22,044 830 4,872

 車輌及び運搬具 145 ― 9 135 120 4 14

 器具及び備品 2,176 188 
95
(0) 

2,270 1,861 135 408

 土地 37,876 287 
2,307
(2,113) 

35,855 ― ― 35,855

 建設仮勘定 8 3,082 3,077 13 ― ― 13

有形固定資産計 116,568 6,031 
8,420
(2,542) 

114,179 59,401 2,226 54,777

無形固定資産       

 工業所有権 174 1 ― 176 126 18 49

 借地権 48 ― ― 48 ― ― 48

 ソフトウェア 626 4,037 162 4,501 976 678 3,525

 無形仮勘定 3,333 2,102 5,432 2 ― ― 2

 その他 94 ― 0 94 22 3 72

無形固定資産計 4,277 6,141 5,595 4,824 1,126 699 3,697

長期前払費用 543 63 10 596 421 76 174

無形固定資産 

「ソフトウェア」 
新基幹システム（ＷＩＮ） 3,865百万円



【資本金等明細表】 

  

(注) １ 当期末における自己株式は382,800株であります。 

 ２ 自己株式処分差益の増加は、単元未満株式の買取請求に応じ発生したものであります。 

 ３ 固定資産圧縮積立金の減少は、前期決算の利益処分によるものであります。 

  

【引当金明細表】 

  

(注) 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率に基づく洗替による戻入額であります。 

  

区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

資本金(百万円) 20,096 ― ― 20,096

資本金のうち 
既発行株式 

普通株式 (株) (251,365,028) (―) (―) (251,365,028)

普通株式 (百万円) 20,096 ― ― 20,096

計 (株) (251,365,028) (―) (―) (251,365,028)

計 (百万円) 20,096 ― ― 20,096

資本準備金及び 
その他 
資本剰余金 

資本準備金     

 株式払込剰余金 (百万円) 5,100 ― ― 5,100

その他資本剰余金     

 資本金及び資本準
備金減少差益 

(百万円) 12,763 ― ― 12,763

 自己株式処分差益 (百万円) 0 0 ― 1

計 (百万円) 17,864 0 ― 17,865

利益準備金及び 
任意積立金 

任意積立金     

 固定資産圧縮 
 積立金 

(百万円) 346 ― 20 325

計 (百万円) 346 ― 20 325

区分 
前期末残高 
(百万円) 

当期増加額
(百万円) 

当期減少額
(目的使用) 
(百万円) 

当期減少額
(その他) 
(百万円) 

当期末残高 
(百万円) 

貸倒引当金 4,323 4,157 692 3,631 4,157

賞与引当金 1,364 1,562 1,364 ― 1,562

役員退職慰労引当金 ― 1,395 ― ― 1,395



(2) 【主な資産及び負債の内容】 

(a) 資産の部 

1) 現金及び預金 

  

  

2) 受取手形 

(イ)相手先別内訳 

  

  

(ロ)期日別内訳 

  

  

区分 金額(百万円)

現金 2,479 

預金   

当座預金 △28 

普通預金 411 

通知預金 1,491 

定期預金 544 

譲渡性預金 6,000 

別段預金 2 

小計 8,420 

合計 10,900 

相手先 金額(百万円)

四国岩谷産業㈱ 1,470 

岩谷設備システム㈱ 1,129 

ＩＧＮ関東㈱ 997 

三興機鋼㈱ 995 

ジャパン・エア・ガシズ㈱ 921 

その他 24,698 

合計 30,212 

期日別 金額(百万円) 期日別 金額(百万円) 

平成18年４月 7,679 平成18年８月 2,446 

  〃  ５月 6,658 〃 ９月 339 

  〃  ６月 6,151 〃 10月以降 286 

  〃  ７月 6,650 合計 30,212 



3) 売掛金 

(イ)相手先別内訳 
  

  

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 
  

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。 

  

4) 商品 
  

  
  

相手先 金額(百万円)

岩谷マテリアル㈱ 2,402 

カセットフー㈱ 1,387 

日鉱液化ガス㈱ 1,275 

三菱商事㈱ 1,029 

イワタニ北海道㈱ 810 

その他 70,722 

合計 77,722 

前期繰越高 
  
(Ａ) 
(百万円) 

当期発生高 
  
(Ｂ) 
(百万円) 

当期回収高
  
(Ｃ) 
(百万円) 

次期繰越高
  
(Ｄ) 
(百万円) 

回収率(％)
  

(Ｃ)
×100

(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間日(日)

  

  (Ａ)＋(Ｄ)   
  ２   
  (Ｂ)   

365 

68,255 505,925 496,458 77,722 86.5 53

商品部門別 金額(百万円)

総合エネルギー 18,897 

カートリッジガス 793 

産業ガス・溶材 1,235 

産業機械 71 

情報・電子 78 

マテリアル 2,353 

自然産業 706 

合計 24,136 



5) 販売用不動産 
  

(注) 土地の地域別の金額及び面積(㎡未満は切り捨て表示)は、次のとおりであります。 

  

  

6) 関係会社株式 

  

  

(b) 負債の部 

1) 支払手形 

(イ)相手先別内訳 
  

  

区分 金額(百万円)

土地 1,603 

合計 1,603 

地域別 面積(㎡) 金額(百万円) 

北海道地区 9,204 194 

東北地区 3,629 222 

関東地区 1,536 82 

近畿地区 6,748 812 

中国地区 392,318 292 

合計 413,436 1,603 

銘柄 株式数(千株) 金額(百万円) 

岩谷瓦斯㈱ 28,367,495 4,307 

鹿島液化ガス共同備蓄㈱ 56,160 2,808 

DORAL MINERAL INDUSTRIES LTD. 
(ドラールミネラルインダストリーズ会社)  

95,534,855 2,185 

コータキ精機㈱ 4,743,633 1,946 

東海産業㈱ 237,340 1,226 

その他 22,339,296 16,761 

合計 151,278,779 29,235 

相手先 金額(百万円)

㈱安川電機 1,768 

日本瓦斯㈱ 1,340 

㈱パロマ 1,328 

㈱栗本鐵工所 1,225 

リンナイ㈱ 1,078 

その他 27,034 

合計 33,776 



(ロ)期日別内訳 

  

  

2) 買掛金 

  

(注) ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行に対する買掛金は、関係会社の債権譲渡を承諾したことによるものであります。 

  

3) 短期借入金 

  

  

期日別 金額(百万円) 期日別 金額(百万円) 

平成18年４月 8,772 平成18年８月 1,931 

  〃  ５月 8,541 〃 ９月 66 

  〃  ６月 7,926 〃 10月以降 625 

  〃  ７月 5,913 合計 33,776 

相手先 金額(百万円)

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 6,993 

岩谷瓦斯㈱ 2,689 

新日本石油㈱ 2,002 

住友商事㈱ 2,553 

ＢＰジャパントレーディングリミテッド 1,651 

その他 41,666 

合計 57,557 

借入先 金額(百万円)

摘要

使途 担保 

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 7,114 運転資金 なし 

(独)石油天然ガス・金属鉱物資源機構 3,516 〃 〃 

㈱みずほコーポレート銀行 3,507 〃 〃 

㈱三井住友銀行 2,435 〃 〃 

その他 4,372 〃 〃 

合計 20,946



4) １年以内返済予定長期借入金 

  

  

5) 社債 

  

  

6) 長期借入金 

  

  

借入先 金額(百万円)

摘要

使途 担保 

㈱みずほコーポレート銀行 3,900 運転資金 なし 

㈱三井住友銀行 2,000 〃 〃 

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 1,100 〃 不動産 

その他 7,880 〃 なし 

合計 14,880

銘柄 金額(百万円)

第四回無担保社債 5,000 

第五回無担保社債 5,000 

第六回無担保社債 3,000 

第七回無担保社債 3,000 

第八回無担保社債 5,000 

合計 21,000 

借入先 金額(百万円)

摘要

使途 担保 

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 11,100 運転資金 不動産 

日本生命保険(相) 5,900 〃 なし 

㈱三井住友銀行 5,000 〃 〃 

三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ 4,000 〃 〃 

住友生命保険(相) 3,500 〃 〃 

第一生命保険(相) 3,500 〃 〃 

その他 25,951 〃 一部不動産 

合計 58,951



(3) 【その他】 

① 決算日後の状況 

該当事項はありません。 

  

② 重要な訴訟事件等 

該当事項はありません。 

  



第６ 【提出会社の株式事務の概要】 

(注) １ 基準日については、定款に上記記載事項のほか、必要があるときは、あらかじめ公告して一定の日現在を基準日と定め

ることができる旨の規定があります。 

２ 会社法施行後においては、会社法第440条第４項の規定により決算公告は行ないません。 

  

  

  

決算期 ３月31日

定時株主総会 ６月中 

基準日 ３月31日

株券の種類 
10,000株券、1,000株券、500株券、100株券、100株券未満の株式につきその株数を表
示した株券 

中間配当基準日 定めなし

１単元の株式数 1,000株

株式の名義書換え   

  取扱場所 
大阪市中央区伏見町３丁目６番３号
 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 

  株主名簿管理人 
東京都千代田区丸の内１丁目４番５号
 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

  取次所 
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社本店、全国各支店
野村證券株式会社本店、全国各支店 

  名義書換手数料 無料 

  新券交付手数料 無料 

株券喪失登録料   

  喪失登録申請料 １件につき 10,000円

  株券登録料 １枚につき 500円

単元未満株式の 
買取り・買増し 

  

  取扱場所 
大阪市中央区伏見町３丁目６番３号
 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 

  株主名簿管理人 
東京都千代田区丸の内１丁目４番５号
 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

  取次所 
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社本店、全国各支店
野村證券株式会社本店、全国各支店 

  買取・買増手数料 無料 

公告掲載方法 

公告掲載新聞は日本経済新聞であります。
決算公告については、当社ホームページ上に貸借対照表及び損益計算書を掲載してお
ります。 
（ホームページアドレス  http://www.iwatani.co.jp/jpn/index.html） 

株主に対する特典 該当事項なし 



第７ 【提出会社の参考情報】 

１ 【提出会社の親会社等の情報】 

当社には親会社等はありません。 

  

  

２ 【その他の参考情報】 

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号並びに第19号（「固定資産の減損に係る会計基準」の適用

に伴う減損損失の計上）に基づく臨時報告書であります。 

  

  

  

(1) 
  

有価証券報告書 
及びその添付書類 

事業年度 
(第62期) 

自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

  
平成17年６月30日 
関東財務局長に提出。 

(2) 臨時報告書       
平成17年８月10日 
関東財務局長に提出。 

(3) 半期報告書 (第63期中) 
自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日

  
平成17年12月16日 
関東財務局長に提出。 



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 



独立監査人の監査報告書 

  

平成17年６月29日

岩谷産業株式会社 

取締役会 御中 

  

  

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている岩谷産

業株式会社の平成16年４月１日から平成17年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照

表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。

この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明す

ることにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全

体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理

的な基礎を得たと判断している。 

  

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、岩

谷産業株式会社及び連結子会社の平成17年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成

績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

  

協立監査法人 

代 表 社 員
業務執行社員

  公認会計士  坪  田  亘  義  ㊞ 

代 表 社 員
業務執行社員

  公認会計士  三  沢  和  之  ㊞ 

代 表 社 員
業務執行社員

  公認会計士  森  田     將  ㊞ 

  
※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管

しております。 



独立監査人の監査報告書 

  

平成18年６月29日

岩谷産業株式会社 

取締役会 御中 

  

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている岩谷産

業株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照

表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。

この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明す

ることにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全

体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理

的な基礎を得たと判断している。 

  

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、岩

谷産業株式会社及び連結子会社の平成18年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成

績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

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のとおり、会社は、役員退職慰労金に係る会計基準を

変更した。また、当連結会計年度から固定資産の減損に係る会計基準を適用している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

  

協立監査法人 

代 表 社 員
業務執行社員

  公認会計士  三  沢  和  之  ㊞ 

代 表 社 員
業務執行社員

  公認会計士  森  田     將  ㊞ 

  
※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管

しております。 



独立監査人の監査報告書 

  

平成17年６月29日

岩谷産業株式会社 

取締役会 御中 

  

  

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている岩谷産

業株式会社の平成16年４月１日から平成17年３月31日までの第62期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益

計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人

の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

  

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、岩谷産

業株式会社の平成17年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点にお

いて適正に表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

  

協立監査法人 

代 表 社 員
業務執行社員

  公認会計士  坪  田  亘  義  ㊞ 

代 表 社 員
業務執行社員

  公認会計士  三  沢  和  之  ㊞ 

代 表 社 員
業務執行社員

  公認会計士  森  田     將  ㊞ 

  
※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管

しております。 



独立監査人の監査報告書 

  

平成18年６月29日

岩谷産業株式会社 

取締役会 御中 

  

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている岩谷産

業株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第63期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益

計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人

の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

  

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、岩谷産

業株式会社の平成18年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点にお

いて適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

重要な会計方針の変更に記載のとおり、会社は、役員退職慰労金に係る会計基準を変更した。また、当事業年度から

固定資産の減損に係る会計基準を適用している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

  

協立監査法人 

代 表 社 員
業務執行社員

  公認会計士  三  沢  和  之  ㊞ 

代 表 社 員
業務執行社員

  公認会計士  森  田     將  ㊞ 

  
※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管

しております。 
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