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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 純資産額の算定にあたり、第64期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準

第５号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第８

号)を適用しております。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第60期 第61期 第62期 第63期 第64期

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月

売上高 (百万円) 545,972 551,809 583,575 640,073 689,449

経常利益 (百万円) 5,490 7,085 9,692 11,768 12,088

当期純利益 (百万円) 2,763 3,148 4,145 2,340 5,524

純資産額 (百万円) 40,456 44,879 48,087 56,257 64,776

総資産額 (百万円) 366,439 366,514 382,190 401,873 408,599

１株当たり純資産額 (円) 161.15 178.84 191.73 224.38 239.05

１株当たり当期純利益 (円) 10.88 12.38 15.84 8.55 22.03

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 21.45

自己資本比率 (％) 11.0 12.2 12.6 14.0 14.7

自己資本利益率 (％) 6.9 7.4 8.9 4.5 9.5

株価収益率 (倍) 15.44 19.79 18.30 48.18 15.97

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 13,553 15,867 19,919 17,550 25,408

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △8,359 △5,777 △21,887 △19,364 △20,577

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △6,752 △5,425 △603 △332 △9,199

現金及び現金同等物 
の期末残高

(百万円) 18,341 23,431 22,066 20,444 16,657

従業員数 (人) 6,544 6,598 7,069 7,144 7,313



(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 純資産額の算定にあたり、第64期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準

第５号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第８

号)を適用しております。 

  

回次 第60期 第61期 第62期 第63期 第64期

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月

売上高 (百万円) 426,075 433,010 454,603 497,920 544,346

経常利益 (百万円) 3,107 3,850 5,574 6,563 6,718

当期純利益 
又は当期純損失(△)

(百万円) △815 1,737 2,329 1,901 3,299

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) 41,877 46,022 47,552 53,924 54,531

総資産額 (百万円) 269,826 263,754 269,456 288,578 296,066

１株当たり純資産額 (円) 166.71 183.25 189.41 214.85 217.31

１株当たり配当額 
(うち１株当たり 
中間配当額)

(円) 
(円)

3
(―)

3
(―)

4
(―)

5
(―)

5
(―)

１株当たり当期純利益 
又は当期純損失(△)

(円) △3.24 6.91 8.95 7.19 13.14

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

(円) ― ― ― ― 12.79

自己資本比率 (％) 15.5 17.4 17.6 18.7 18.4

自己資本利益率 (％) ― 4.0 5.0 3.7 6.1

株価収益率 (倍) ― 35.46 32.40 57.30 26.78

配当性向 (％) ― 43.4 44.7 69.5 38.1

従業員数 (人) 1,325 1,256 1,194 1,174 1,155



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となりました。

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171社(うち連結子会社89社、持分法適用非連結子会社70社)、関連会社

116社(うち持分法適用関連会社66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㈱ 大阪府堺市西区 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
賃貸 
(事務所)

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
賃貸 
(事務所)

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

95.45
(95.45)

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
89.19
(1.54)

有 ― 商品の販売・仕入

賃貸(土地 
・事務所等) 
賃借(土地 
・事務所等)

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(事務所) 
賃借(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 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 300
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(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㈱は、有価証券報告書を提出しております。 

  

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58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

―

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

47.47
(0.82)

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56社



５ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成19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19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 3,988

産業ガス関連事業 1,596

マテリアル・エレクトロニクス関連事業 1,053

その他の事業 495

全社(共通) 181

合計 7,313

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)

1,155 40.4 16.3 8,248



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、アジアを中心とした海外取引が好調を維持するとともに、高水

準な企業収益を背景とした設備投資が引き続き活発であったことに加え、個人消費も雇用情勢の改善に

より底堅く推移するなど、景気は緩やかな拡大傾向を持続しました。 

このような状況のもと、当社グループは、中期経営計画（ＰＬＡＮ０８）で「新たな成長ステージへ

の挑戦」を掲げ、「エネルギーのイワタニ」、「ガスのイワタニ」、「価値創造のイワタニ」、「ＣＳ

Ｒのイワタニ」の中期経営ビジョンに基づき、成長路線への転換と強靭な財務体質の構築に向けた取り

組みを行いました。 

エネルギー等生活関連事業においては、暖冬の影響を受け、厳しい事業環境となりましたが、ＬＰガ

ス消費者戸数の拡大と事業の効率化・合理化に努め、川下事業の強化に取り組みました。 

産業ガス関連事業においては、セパレートガス事業及び液体水素事業の強化を目的とした複合型空気

分離・液体水素プラントを有する㈱ハイドロエッジが平成18年４月に操業を開始するとともに、中国で

は嘉興岩谷气体有限公司の空気分離ガスプラントが本格稼動するなど、事業基盤を強化しました。 

マテリアル・エレクトロニクス関連事業においては、電子部品業界の好調を背景にセラミックス原料

の売上高が伸長するとともに、中国での精密部品加工事業が堅調に推移したことに加え、半導体業界の

旺盛な設備投資に支えられて製造装置の販売が大幅に伸長しました。 

また、関係会社の経営の効率化を進めると共に、経営基盤の強化にも取り組みました。 

この結果、当連結会計年度の業績は、売上高6,894億49百万円（前年度比493億75百万円の増収）、営

業利益135億49百万円（前年度比６億74百万円の増益）、経常利益120億88百万円（前年度比３億20百万

円の増益）、当期純利益55億24百万円（前年度比31億84百万円の増益）となりました。 

  

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、電力・都市ガスとのエネルギー間競争が激化する中で、ＬＰガス輸入価格が乱高下す

るなど、厳しい事業環境となりました。 

このような状況のもと、引き続きＬＰガス消費者戸数の拡大を推進するとともに、直販子会社の統

廃合を図るなど事業の効率化・合理化を推進し、川下事業の基盤強化に取り組みました。主力の民生

用ＬＰガスは、記録的な暖冬の影響を受けて販売数量は減少しましたが、ＬＰガス輸入価格が高値で

推移したことにより、売上高は増収となりました。 

この結果、当事業分野の売上高は3,954億41百万円（前年度比9.2％の増収）、営業利益は56億85百

万円（前年度比14.5％の減益）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、鉄鋼、電子部品、自動車、ＩＴ関連業界など、製造業の好況を背景に、

各種産業ガスの出荷が高水準で推移するとともに、分割・分社化した地域密着型の販売子会社を中心

にシリンダービジネスが好調に推移するなど、窒素、アルゴン、水素、ヘリウム、半導体ガスなどの

販売数量が伸長しました。また造船業界などへの溶接材料の出荷も順調に拡大しました。 

産業機械分野では、自動車、電子部品業界の積極的な設備投資に支えられ、プレス機械や切断機な

どの汎用機械や各種機械設備の売上高が拡大しました。 

この結果、当事業分野の売上高は1,537億90百万円（前年度比1.6％の増収）、営業利益は81億24百

万円（前年度比24.0％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、セラミックス部門は電子部品材料、自動車業界向け触媒用材料などのセラミ

ックス原料が好調に推移しました。金属部門は、市況の好調を背景に主力のステンレス鋼の売上高が

伸長したことに加え、海外での電子業界向け精密部品加工事業が順調に拡大しました。合成樹脂部門

は原油価格が高値で推移した影響を受け、汎用樹脂や樹脂製品の出荷が低調でした。 

情報・電子分野では、デジタル家電、携帯電話、車載機器向け半導体製品の旺盛な需要を背景に、

国内外ともに半導体関連装置の売上高が伸長しました。 

この結果、当事業分野の売上高は1,275億76百万円（前年度比12.9％の増収）、営業利益は43億38

百万円（前年度比7.8％の増益）となりました。 

  

④ その他の事業 

売上高は126億40百万円（前年度比5.9％の減収）、営業利益は６億30百万円（前年度比23.1％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、引き続きＬＰガス消費者戸数の拡大を推進するとともに、直販子

会社の統廃合を図るなど事業の効率化・合理化を推進し川下事業の基盤強化に取り組みました。主力

の民生用ＬＰガスは、記録的な暖冬の影響を受けて販売数量は減少しましたが、ＬＰガス輸入価格が

高値で推移したことにより、売上高は増収となりました。 

産業ガス関連事業では、鉄鋼、電子部品、自動車、ＩＴ関連業界など、製造業の好況を背景に、各

種産業ガスの出荷が高水準で推移するとともに、分割・分社化した地域密着型の販売子会社を中心に

シリンダービジネスが好調に推移するなど、窒素、アルゴン、水素、ヘリウム、半導体ガスなどの販

売数量が伸長しました。また造船業界などへの溶接材料の出荷も順調に拡大しました。さらに、自動

車、電子部品業界の積極的な設備投資に支えられ、プレス機械や切断機などの汎用機械や各種機械設

備の売上高が拡大しました。 

マテリアル・エレクトロニクス関連事業では、電子部品材料、自動車業界向け触媒用材料などのセ

ラミックス原料が好調に推移しました。また、市況の好調を背景にステンレス鋼の売上高が伸長しま

したが、原油価格が高値で推移した影響を受け、汎用樹脂や樹脂製品の出荷が低調でした。そのほ

か、デジタル家電、携帯電話、車載機器向け半導体製品の旺盛な需要を背景に、半導体関連装置の売

上高が伸長しました。 

  

この結果、売上高は5,891億39百万円（前年度比4.0％の増収）、営業利益は171億円（前年度比

5.1％の増益）となりました。 

  

② 東アジア 

中国市場の好調を背景に、セラミックス原料等の販売が好調であったことなどにより、売上高は

169億98百万円（前年同期比21.4％の増収）、営業利益は７億88百万円（前年同期比13.1％の増益）

となりました。 

  

③ 東南アジア 

ＬＰガス価格上昇の影響を受け、売上高は757億16百万円（前年同期比44.5％の増収）、営業利益

は４億６百万円（前年同期比60.6％の増益）となりました。 

  



④ その他の地域 

オーストラリアにおいて、欧米向け各種ミネラルサンドの販売が好調であったものの、採掘コスト

が増加したことなどにより、売上高は75億94百万円（前年同期比4.1％の増収）、営業利益は４億90

百万円（前年同期比37.8％の減益）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

37億87百万円減少の166億57百万円となりました。 

  

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78億58百万円増加

の254億８百万円となりました。 

これは主に、税金等調整前当期純利益107億９百万円、減価償却費138億59百万円、および仕入債務

の増加103億54百万円などによる資金の増加と、売上債権の増加39億38百万円、法人税等の支払額54

億19百万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12億13百万円増加

の205億77百万円となりました。 

これは主に、有形固定資産および無形固定資産の取得180億34百万円、投資有価証券の取得30億52

百万円などによる資金の減少と有形固定資産の売却14億98百万円などによる資金の増加によるもので

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88億67百万円増加

の91億99百万円となりました。 

これは主に、社債の発行による資金の調達100億50百万円をいたしましたが、借入金の減少125億91

百万円、社債の償還53億10百万円、配当金の支払13億37百万円などにより資金が減少したことによる

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 304,870 8.6

産業ガス関連事業 111,790 △1.1

マテリアル・エレクトロニクス関連事業 117,344 16.1

その他の事業 26,204 △5.7

合計 560,210 7.2

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 395,441 9.2

産業ガス関連事業 153,790 1.6

マテリアル・エレクトロニクス関連事業 127,576 12.9

その他の事業 12,640 △5.9

合計 689,449 7.7



３ 【対処すべき課題】 

今後の見通しにつきましては、日本経済は引き続き輸出が堅調に推移し、企業の設備投資も高水準を維

持するとともに、雇用情勢の改善により個人消費が増加基調をたどるなど、景気は緩やかに拡大を続ける

ものと予測されています。 

一方、当社グループの主力事業であるＬＰガス事業を取り巻く経営環境は、ＬＰガス輸入価格の高騰が

懸念される中で、活発化する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を目指す電力業

界や都市ガス業界とのエネルギー間競争の激化など、変化の激しい状況が続くものと思われます。 

このような状況のもと、当社グループでは２００８年度を 終年度とする中期経営計画（ＰＬＡＮ０

８）の経営目標である「成長路線への転換」と「強靭な財務体質の構築」を推進し、具体的な数値目標の

達成に取り組んでまいります。 

ＬＰガス事業は、よりきめの細かい地域戦略に基づいて、Ｍ＆Ａなどの戦略的な投資による消費者戸数

の拡大とＬＰガス直販子会社や配送子会社の経営の効率化を推進し、収益力の強化を図ります。また天然

ガス供給事業の強化やＬＰガス改質型・家庭用燃料電池コージェネの大規模実証実験の継続的な取り組み

などを通して、総合エネルギー事業の展開をさらに進めていきます。 

産業ガス事業は、複合型空気分離・液体水素プラントを中心に液体水素の民需開拓を通した事業基盤の

一層の強化を図るとともに、セパレートガスの拡販による収益拡大に取り組んでいきます。また産業発展

が顕著なベトナムのハノイに駐在員事務所の開設を予定するなど、産業ガスの需要動向を的確に捉え、海

外展開をさらに強化していきます。 

マテリアル・エレクトロニクス事業は、精密部品の加工機能の充実による「高付加価値ビジネス」の強

化に取り組み、収益力の向上を目指すとともに、新たな事業投資を国内外で展開し、強固な事業基盤の構

築に取り組んでいきます。 

  

  

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19年６月29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構造を有し

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 大のＬＰガス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) 金利変動による影響について 

当社グループは、Ｍ＆ＡによるＬＰガス消費者戸数の拡大や産業ガス事業拡大に向けた設備投資な

ど、戦略的な投資に対する資金需要があり、金利変動が業績に影響を与える可能性があります。ただ

し、有利子負債の多くは固定金利で調達していることから、金利変動による影響は限定的であります。

  

(5) 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。 

  

(6) 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。 

  

(7) 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。 

  

(8) 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・産業用ガス等を取り扱っております。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などの出荷設備やお客様側の消費設備に甚大な被害があった場合、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、その普及促進に向けた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

エネルギー担当及び産業ガス・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。 

また、(独)新エネルギー・産業技術総合開発機構、(財)エンジニアリング振興協会、(財)日本自動車研

究所など外部機関への研究員の出向派遣等を通じて、これら新技術開発にかかる調査・研究機能の維持強

化にも努めております。 

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。 

具体的には、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）、③燃料電池シス

テム等実証研究（有明及び横浜鶴見水素ステーションの実証運転、関西空港水素ステーションの建設、燃

料電池自転車の運転実証）、④高耐久性メンブレン型ＬＰガス改質装置の開発、⑤ＣＲＰ高圧水素蓄圧シ

ステムの開発、⑥新利用形態燃料電池標準化等技術開発（純水素型燃料電池を搭載する移動式電源車及び

小型・軽量水素供給システムの開発）の６件（すべて経済産業省関連）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、水素燃料自動車の普及活動（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）及び小型水素吸蔵合金タンクの開発に努めました。また、水素エネルギー普及のためのネットワー

クづくりを目的として、第一回「イワタニ水素エネルギーフォーラム」を開催しました。 

  

(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、天然ガスやバイオなど多様な原料から合成できるうえ、プロパンと性状が似て

おり、貯蔵・取扱いが比較的容易でＬＰガスの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）への参画に加えて、小型コージェネシステムの開発、ＤＭＥトラック用燃料・同ポンプ

および充填ステーションの開発などを民間企業数社と共同で進める他、海外（特に、中国）のＤＭＥ事情

に対する調査を開始しました。 

  

(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

反応生成物を再資源化する、画期的なクローズドシステムです。目下はプロトタイプ機によるユーザーで

の実地評価中で、ここで得られた知見を生かして 終商品化を図ります。この他、燃焼式除害装置（ダイ

ナガード）の更なる大容量化を目指して商品化開発を進めております。 

また、トップランナーとして当社が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)処理事業が着実に拡大しつつあります。これに加え、より高付加価値が見込まれる電

子デバイスや医療などの分野への用途開発を進めております。さらに、オゾンガスに加えてオゾン水とし

ての応用開発にも着手し、新材料の表面改質、洗浄、漂白などへ適用範囲を広げつつあります。 

これらと並行して、エアガスや特殊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

（環境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、より高レベルの分

析技術の確立に努めました。 

岩谷瓦斯株式会社では、上記の国プロを含む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

自でも工業ガスメーカーとして環境問題・エネルギー問題等を視野に入れながら新製品、新技術の開発に

取組んでおります。具体的には、環境に優しい自然冷媒、水素切断、新しい溶接用ガス、ヘリウム・ジェ

ットミル、タイヤ用混合ガス等の開発・商品化に努めたほか、高感度分析技術や分析機器高度化のための

基盤技術開発、さらには水素化学反応を主体とした化学品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６億48百万円であり、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４億85百万円、当社において１億56百万円（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19年６月29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、アジアを中心とした海外取引が好調を維持するとともに、高水

準な企業収益を背景とした設備投資が引き続き活発であったことに加え、個人消費も雇用情勢の改善に

より底堅く推移するなど、景気は緩やかな拡大傾向を持続しました。 

このような状況のもと、当社グループは、中期経営計画（ＰＬＡＮ０８）で「新たな成長ステージへ

の挑戦」を掲げ、「エネルギーのイワタニ」、「ガスのイワタニ」、「価値創造のイワタニ」、「ＣＳ

Ｒのイワタニ」の中期経営ビジョンに基づき、成長路線への転換と強靭な財務体質の構築に向けた取り

組みを行いました。 

エネルギー等生活関連事業においては、暖冬の影響を受け、厳しい事業環境となりましたが、ＬＰガ

ス消費者戸数の拡大と事業の効率化・合理化に努め、川下事業の強化に取り組みました。 

産業ガス関連事業においては、セパレートガス事業及び液体水素事業の強化を目的とした複合型空気

分離・液体水素プラントを有する㈱ハイドロエッジが平成18年４月に操業を開始するとともに、中国で

は嘉興岩谷气体有限公司の空気分離ガスプラントが本格稼動するなど、事業基盤を強化しました。 

マテリアル・エレクトロニクス関連事業においては、電子部品業界の好調を背景にセラミックス原料

の売上高が伸長するとともに、中国での精密部品加工事業が堅調に推移したことに加え、半導体業界の

旺盛な設備投資に支えられて製造装置の販売が大幅に伸長しました。 

また、関係会社の経営の効率化を進めると共に、経営基盤の強化にも取り組みました。 

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493億75百万円増収の6,894億49百万円と

なりました。営業利益は前連結会計年度に比べ６億74百万円増益の135億49百万円、経常利益は前連結

会計年度に比べ３億20百万円増益の120億88百万円、当期純利益は前連結会計年度に比べ31億84百万円

増益の55億24百万円となりました。 

  

売上高は、前連結会計年度に比べ7.7％増収の6,894億49百万円となりました。 

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、記録的な

暖冬の影響を受けて販売数量は減少しましたが、ＬＰガス輸入価格が高値で推移したことにより、前連

結会計年度に比べ9.2％増収の3,954億41百万円となりました。 

産業ガス関連事業では、産業ガス・溶材分野において、鉄鋼、電子部品、自動車、ＩＴ関連業界な

ど、製造業の好況を背景に、各種産業ガスの出荷が高水準で推移するとともに、分割・分社化した地域

密着型の販売子会社を中心にシリンダービジネスが好調に推移するなど、窒素、アルゴン、水素、ヘリ

ウム、半導体ガスなどの販売数量が伸長し、造船業界などへの溶接材料の出荷も順調に拡大しました。

また、産業機械分野においては、自動車、電子部品業界の積極的な設備投資に支えられ、プレス機械や

切断機などの汎用機械や各種機械設備の売上高が拡大しました。この結果、前連結会計年度に比べ

1.6％増収の1,537億90百万円となりました。 



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、セラミックス部門が電子部

品材料、自動車業界向け触媒用材料などのセラミックス原料が好調に推移し、金属部門が市況の好調を

背景に主力のステンレス鋼の売上高が伸長したことに加え、海外での電子業界向け精密部品加工事業が

順調に拡大しましたが、合成樹脂部門が原油価格が高値で推移した影響を受け、汎用樹脂や樹脂製品の

出荷が低調でした。また、情報・電子分野において、デジタル家電、携帯電話、車載機器向け半導体製

品の旺盛な需要を背景に、国内外ともに半導体関連装置の売上高が伸長しました。この結果、前連結会

計年度に比べ12.9％増収の1,275億76百万円となりました。 

また、その他の事業では、前連結会計年度に比べ5.9％減収の126億40百万円であります。 

  

売上総利益は、売上総利益率が0.8％減少しましたが、増収効果により、前連結会計年度に比べ3.1％

増益の1,287億35百万円となりました。 

セグメント別では、エネルギー等生活関連事業でＬＰガス輸入価格が高値で推移したことなどにより

前連結会計年度に比べ0.1％減益の855億32百万円となりましたが、産業ガス関連事業で前連結会計年度

に比べ9.3％増益の412億22百万円、マテリアル・エレクトロニクス関連事業では前連結会計年度に比べ

6.0％増益の141億96百万円となりました。また、その他の事業では、前連結会計年度に比べ4.8％減益

の57億72百万円であります。 

  

販売費及び一般管理費は、主に販売拡大に伴う運搬費の増加などにより、前連結会計年度に比べて32

億15百万円増加の1,151億86百万円となりました。 

  

営業利益は、増収効果などにより、前連結会計年度に比べ5.2％増益の135億49百万円となりました。

セグメント別では、エネルギー等生活関連事業においてＬＰガス輸入価格が高値で推移したことや販

売拡大に伴う運搬費の増加などにより前連結会計年度に比べ14.5％減益の56億85百万円となりました

が、産業ガス関連事業で前連結会計年度に比べ24.0％増益の81億24百万円、マテリアル・エレクトロニ

クス関連事業で前連結会計年度に比べ7.8％増益の43億38百万円となりました。また、その他の事業で

は、前連結会計年度に比べ23.1％減益の６億30百万円であります。 

  

営業外損益は、14億60百万円の費用（純額）となり、前連結会計年度の11億７百万円の費用（純額）

に比べ３億53百万円の減益要因となりました。主な減益要因は、ゼロ金利解除に伴う金利の上昇により

支払利息が前連結会計年度に比べて４億17百万円増加したことなどであります。 

  

この結果、経常利益は、120億88百万円となり、前連結会計年度に比べ2.7％の増益となりました。 

  

特別損益は、関係会社の整理に伴う関係会社整理損等や販売用不動産の評価減に伴う販売用不動産評

価損の計上などにより13億79百万円の費用（純額）となりましたが、前連結会計年度に計上した減損損

失が無かったことなどにより、前連結会計年度の51億90百万円の費用（純額）に比べて38億11百万円の

増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31億84百万円増益の55億24百万円となり、１株

当たりの当期純利益は、前連結会計年度の８円55銭に対し22円３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 大のＬＰ

ガス輸出国であり、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 

当社グループは、平成21年３月期を 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、当連結会計年度のＲＯＡは3.0％、有利子負債依存度は43.9％となりま

した。 

  

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78億58百万円増加の254億８百万円となりました。これは主に、税金等調

整前当期純利益107億９百万円、減価償却費138億59百万円、および仕入債務の増加103億54百万円など

による資金の増加と、売上債権の増加39億38百万円、法人税等の支払い54億19百万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12億13百万円増加の205億77百万円となりました。これは主に、有形固定資産および無形固定資産

の取得180億34百万円、投資有価証券の取得30億52百万円などによる資金の減少と有形固定資産の売却

14億98百万円などによる資金の増加によるものです。 

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88億67百万円増加の91億99百万円となりました。これは主に、社債の発行による資金の調達100億

50百万円をいたしましたが、借入金の減少125億91百万円、社債の償還53億10百万円、配当金の支払13

億37百万円などにより資金が減少したことによるものです。 

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37億87百万円減少

の166億57百万円となりました。 



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132億円を実施い

たしました。 

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37億円、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32億円、

その他の事業で、リースを目的とした設備投資に38億円であります。 

  

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19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 
(大阪府堺市西区)

55,224 841 1,219 480 290 2,831 ―

秋田オイルターミナル 
(秋田県秋田市)

10,082 342 94 17 22 475 ―

淡路LPGターミナル 
(兵庫県南あわじ市)

8,498 212 20 20 5 258 ―

平田LPGターミナル 
(島根県出雲市)

21,324 276 128 50 16 471 ―

沖縄LPGターミナル 
(沖縄県南城市)

545
(8,949)

14 165 13 25 218 ―

ＬＰＧセンター 
(ＬＰガス３次基地) 
(国内各地104ヶ所)

448,312
(34,433)

11,313 3,803 1,340 288 16,745 ―

産業ガス 
関連事業

喜連川土地 
(栃木県さくら市)

64,451 1,191 10 ― ― 1,201 ―

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 45 91 40 16 194 ―

ガスセンター 
(一般高圧ガス基地) 
(国内各地13ヶ所)

141,297
(5,026)

3,772 1,261 395 200 5,630 ―

全社(共通)
大阪本社 
(大阪市中央区)

― ― 101 0 81 183 293

東京本社 
(東京都港区)

1,433 8,429 78 0 92 8,601 316

国内支社、支店及び営業所
(国内各地)

4,420 833 311 3 20 1,169 518

海外支社及び駐在事務所 
(香港・シンガポール他)

― ― 2 4 1 8 10

滋賀技術センター 
(滋賀県守山市)

10,158 705 168 127 35 1,036 18

琵琶湖コンファレンスセンター 
(滋賀県彦根市)

― ― 748 ― 7 755 ―



(2) 国内子会社 
平成19年３月31日現在 

 

(3) 在外子会社 
平成19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)

3,493 425 116 36 6 585 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)

(19,921) ― 617 362 136 1,116 14

産業ガス 
関連事業

岩谷瓦斯㈱ 
尼崎工場 
(兵庫県尼崎市)

22,693 1,200 328 444 115 2,090 72

岩谷瓦斯㈱ 
九州総合ガスセンター 
(北九州市若松区)

10,000 340 324 108 6 780 9

岩谷瓦斯㈱ 
甲府工場 
(山梨県中巨摩郡昭和町)

16,317 587 101 165 15 869 14

岩谷瓦斯㈱ 
千葉工場 
(千葉県市原市)

― ― 179 337 56 573 17

岩谷瓦斯㈱ 
住之江工場 
(大阪市住之江区)

9,239 675 18 6 4 704 4

エア・ケミカルズ㈱ 
高圧ガス製造設備 
(栃木県さくら市)

― ― 644 301 9 955 17

コータキ精機㈱ 
本社工場 
(静岡県駿東郡長泉町)

20,373
(303)

49 281 172 17 521 65

その他の事業
岩谷興産㈱ 
リース・賃貸用資産 
(国内各地)

― ― 4 2,714 6,267 8,985 ―

岩谷興産㈱ 
本三駐車場 
(大阪市中央区)

638 1,347 17 ― ― 1,365 ―

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)

11,500 817 378 4 4 1,205 6

御成門興産㈱ 
岩谷産業㈱東京本社ビル 
(東京都港区)

― ― 2,916 ─ 3 2,919 ─

 

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

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

― ― 721 80 21 823 129

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)

― ― 284 1,280 422 1,987 144

JIAXING IWATANI 

INDUSTRIAL GASES CO.,LTD. 

(嘉興岩谷气体有限公司) 

(産業ガス等製造・販売設備)

― ― 283 1,493 147 1,924 65

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)

― ― 408 334 101 844 352

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)

― ― 1,007 2,153 31 3,192 116



(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3,569百万円

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19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130億円であり、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 459

産業ガス関連事業 388

マテリアル・エレクトロニクス関連事業 127

全社(共通) 181

合計 1,155

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

4,040 164 3,876 自己資金 平成18年２月 平成20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

3,392 121 3,271 自己資金 平成18年２月 平成20年３月

その他の事業 岩谷興産㈱ 国内各地 リース用資産 3,800 ― 3,800
自己資金及
び借入金

平成19年４月 平成20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】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
  

(2) 【新株予約権等の状況】 

  
新株予約権付社債 

 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。 

種類 発行可能株式総数(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19年３月31日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成19年６月29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 ― ―

2011年12月２日満期円貨建転換社債型新株予約権付社債(平成18年12月４日発行)

事業年度末現在
(平成19年３月31日)

提出日の前月末現在 
(平成19年５月31日)

新株予約権の数(個) 2,000 2,000

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 23,372,093 (注) １ 同左

新株予約権の行使時の払込金額(円) 5,000,000 (注) ２ 同左

新株予約権の行使期間
平成18年12月18日～

平成23年11月18日 (注) ３
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額

(注) ４ 同左

新株予約権の行使の条件
各新株予約権の一部行使はでき
ないものとする。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項 該当事項なし 同左

代用払込みに関する事項 該当事項なし (注) ２ 同左

組織再編行為に伴う新株予約権の 
交付に関する事項

(注) ５ 同左

新株予約権付社債の残高(百万円) 10,046 10,045



(注) １ 新株予約権が行使された場合に交付すべき当社普通株式の総数は、社債の払込金額合計額(１00億50百万円)

を転換価額(当初430円)で除した数(１株未満の端数は切り捨て)を上限としております。また、新株予約権

付社債の所持人が新株予約権を行使した場合に交付すべき当社普通株式の数は、新株予約権付社債の所持人

による新株予約権の行使に係る社債の払込金額合計額を転換価額で除した数(１株未満の端数は切り捨て)と

しております。 

なお、転換価額は、次のとおり下方修正条項があります。 

平成19年11月30日および平成20年11月28日（それぞれ「決定日」という）の東京証券取引所における10連

続取引日の当社普通株式の終値の平均値で１円未満を切上げた金額が当該決定日に有効な転換価額を１円

以上下回る場合、転換価額は、それぞれ、平成19年12月17日および平成20年12月15日（それぞれ「効力発

生日」という）以降、上記の計算方法による終値の平均値に下方修正される。ただし、いずれの場合も、

344円を下回らない。 

２ 新株予約権の行使に際しては、社債を出資するものとし、社債の価額は社債の額面金額（５百万円）と同額

としております。 

３ このほか、社債が当社の権限により繰上償還される場合は、当該償還日の５銀行営業日前の日、また、当社

が期限の利益を喪失した場合には、期限の利益喪失時までとしております。 

４ 株式の発行価格の総額は100億円、資本組入額は会社計算規則第40条第１項に従い算出される資本金等増加

限度額の２分の１の金額(１円未満の端数は切り捨て)としております。 

５ 組織再編行為の効力発生日直前において残存する新株予約権付社債の所持人に対し、当該新株予約権付社債

に係る新株予約権の代わりに、承継会社等の株式を目的とする新株予約権を交付いたします。 

  

(3) 【ライツプランの内容】 

  
 該当事項はありません。 

  

(4) 【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。 

  

(5) 【所有者別状況】 
平成19年３月31日現在 

 
(注) １ 自己株式432,616株のうち、432単元は「個人その他」の欄に、616株は「単元未満株式の状況」の欄に含ま

れております。 

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155単

元及び80株含まれております。 

  

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

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)

― 64 48 309 82 3 20,167 20,673 ―

所有株式数 
(単元)

― 66,649 1,964 59,085 23,491 4 98,295 249,488 1,877,028

所有株式数 
の割合(％)

― 26.71 0.79 23.68 9.42 0.00 39.40 100 ―



(6) 【大株主の状況】 
平成19年３月31日現在 

 
(注) 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。 

  

(7) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 
平成19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が、155,000株(議決権の数155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616株、証券保管振替機構名義の株式が80株、相互保有株

式が600株(木野内マルヰ㈱400株、丹波マルヰ㈱200株)含まれております。 

  

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

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

9,705 3.86

(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)

有限会社テツ・イワタニ
大阪市中央区北浜３丁目５－29
日生淀屋橋ビル６Ｆ

6,870 2.73

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 5,757 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

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

5,108 2.03

(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)

日本マスタートラスト信託銀行株
式会社（信託口）

東京都港区浜松町２－11－３ 4,743 1.89

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 ― 79,888 31.78

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 432,000

― ―

(相互保有株式)
普通株式 134,000

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

248,922,000
248,922 ―

単元未満株式
普通株式

1,877,028
― ―

発行済株式総数 251,365,028 ― ―

総株主の議決権 ― 248,922 ―



② 【自己株式等】 
平成19年３月31日現在 

 
  

(8) 【ストックオプション制度の内容】 

該当事項はありません。 

  

  

２ 【自己株式の取得等の状況】 
  

   
(1) 【株主総会決議による取得の状況】 

該当事項はありません。 
  

(2) 【取締役会決議による取得の状況】 

該当事項はありません。 
  

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 
  
旧商法第221条第６項による取得 

   
会社法第155条第７号による取得 

 
(注)当期間における取得自己株式には、平成19年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りに

よる株式数は含めておりません。 
  

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

432,000 ― 432,000 0.17

(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

島根中央マルヰ株式会社
島根県大田市大田町大田 
ロ1181-11

2,000 ― 2,000 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
島根県浜田市熱田町 
1456－１

21,000 ― 21,000 0.01

計 ― 566,000 ― 566,000 0.23

【株式の種類等】 旧商法第221条第６項及び会社法第155条第７号による普通株式の取得

区分 株式数(株) 価額の総額(千円)

当事業年度における取得自己株式 3,830 1,592

当期間における取得自己株式 ― ―

区分 株式数(株) 価額の総額(千円)

当事業年度における取得自己株式 52,020 18,119

当期間における取得自己株式 7,229 2,528



(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

 
(注)当期間における保有自己株式数には、平成19年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り

及び買増しによる株式数は含めておりません。 

  

  

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な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 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す。 

また、当社の剰余金の配当は期末配当のみの年１回を基本的な方針としており、配当の決定機関は株主

総会であります。 

上記の観点から、当事業年度の剰余金の配当につきましては、１株当たり５円としております。 

  
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。 

 
  

  

４ 【株価の推移】 

(1) 【 近５年間の事業年度別 高・ 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) 【 近６月間の月別 高・ 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。 

  

区分

当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額

(千円)
株式数(株)

処分価額の総額
(千円)

引き受ける者の募集を行った取得 
自己株式

― ― ― ―

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ―

合併、株式交換、会社分割に係る 
移転を行った取得自己株式

― ― ― ―

その他 
（単元未満株式の 
 買増請求による売渡し）

6,034 2,086 211 73

保有自己株式数 432,616 ― 439,634 ―

決議年月日 配当金の総額 (百万円) １株当たり配当額 (円)

平成19年６月28日定時株主総会決議 1,254 5

回次 第60期 第61期 第62期 第63期 第64期

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月

高(円) 262 246 314 502 457

低(円) 139 169 211 271 304

月別
平成18年 
10月

11月 12月
平成19年
１月

２月 ３月

高(円) 382 363 337 355 395 377

低(円) 312 304 321 323 340 337



５ 【役員の状況】 

  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
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

(注)１ 134

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

(注)１ 58

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 

兼業務統括部担
当

森   清 一 昭和18年７月13日生

昭和42年３月 当社に入社

(注)１ 70

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19年１月 社長補佐兼カートリッジガス本部
管掌兼業務統括部担当(現任)

専務取締役
経理部 

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

(注)１ 48

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18年４月 専務取締役に就任(現任)

平成19年１月 経理部兼施設工務部各担当(現任)

(主要な兼職)

平成18年６月 岩谷興産株式会社代表取締役社長
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

(注)１ 43

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)



役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
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

(注)１ 37

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

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

(注)１ 38

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)

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

(注)１ 39

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

(注)１ 20

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
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

(注)１ 29

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)

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

(注)１ 22

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)

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

(注)１ 24
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)



役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(千株)

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

(注)１ 26

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)

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

(注)１ 25

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)

取締役

マテリアル事業
統括室長 

兼カートリッジ
ガス事業統括室

長 
兼情報・電子事

業統括室長 
兼自然産業事業

統括室長

種 池   寛 昭和23年８月18日生

昭和42年３月 当社に入社

(注)１ 35

平成16年４月 マテリアル事業統括室長 
兼カートリッジガス事業統括室長
兼情報・電子事業統括室長 
兼自然産業事業統括室長(現任)

平成16年６月 執行役員に就任(現任)

平成19年６月 取締役に就任(現任)

取締役

内部統制推進プ
ロジェクト担当 
兼経営企画部
（法務）担当

野 村 雅 男 昭和24年８月２日生

昭和47年３月 当社に入社

(注)１ 18

平成16年６月 執行役員に就任(現任)

平成19年４月 内部統制推進プロジェクト担当 
兼経営企画部（法務）担当(現任)

平成19年６月 取締役に就任(現任)

常勤監査役 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

(注)２ 47

平成12年４月 産業機械本部長

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

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

平成19年６月 専務取締役並びに執行役員を退任

平成19年６月 監査役に就任(現任)

常勤監査役 森   重 興 昭和18年１月６日生

昭和41年３月 当社に入社

(注)２ 74

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)

社外監査役 堀 井 昌 弘 昭和33年１月13日生

平成２年４月 弁護士登録

(注)２ 17
平成12年１月 さくら法律事務所代表弁護士に就

任(現任)
平成15年６月 当社監査役に就任(現任)

社外監査役 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

(注)２ 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 822



(注) １ 取締役の任期は平成18年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年間であります。 

２ 監査役の任期は平成19年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年間であります。 

３ 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 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 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 

   取締役     兼 執行役員 種池 寛 

   取締役     兼 執行役員 野村 雅男 

  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 

   常務執行役員         上村 啓介 

   常務執行役員         根本 正志 

   執行役員           牧瀬 雅美 

   執行役員           渡邉 正博 

   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 

   執行役員           中原 照夫 

   執行役員           伊藤 理似 

   執行役員           平 洋二郎 

   執行役員           高橋 修 

   執行役員           廣田 博清 

  



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。 

（平成19年６月29日現在）

 

  

  



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 森田將（22年）、南部敏幸（１年） 

（b）会計監査業務に係る補助者の構成 

公認会計士 11名、会計士補 １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

トの推進を図るための「ブランド委員会」、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」、製

品・商品の安全・品質・性能の維持・向上と各種法規制遵守の徹底を図るための「製品安全委員会」

の９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平成10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、平成17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の報酬等の総額は次のとおりであります。 

 
(注) １ 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しております。（平成18年６月29日第63回定時

株主総会決議） 

２ 報酬等の額には当事業年度に引当金の計上を行った役員賞与95百万円（取締役83百万円、監査役11百

万円）を含めております。 

３ 上記のほか、使用人兼務取締役の使用人給与相当額（賞与を含む）62百万円を支払っております。 

４ 支給人員および支給額には、当事業年度中の退任取締役（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 31百万円 

(注) 上記以外の報酬はありません。 

  

区分
支給人員
(名)

支給額 
(百万円)

取締役 18     569

監査役 4 99

（うち社外監査役） （ 2 ） （ 34 ）

計 22 668



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。 

なお、前連結会計年度(平成17年４月１日から平成18年３月31日まで)は、改正前の連結財務諸表規則

に基づき、当連結会計年度(平成18年４月１日から平成19年３月31日まで)は、改正後の連結財務諸表規

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。 

なお、前事業年度(平成17年４月１日から平成18年３月31日まで)は、改正前の財務諸表等規則に基づ

き、当事業年度(平成18年４月１日から平成19年３月31日まで)は、改正後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17年４月１日から平成18年３月

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

４月１日から平成19年３月31日まで)及び当事業年度(平成18年４月１日から平成19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18年３月31日)
当連結会計年度 

(平成19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 20,658 16,844

 ２ 受取手形及び売掛金 124,827 129,783

 ３ たな卸資産 40,389 39,978

 ４ 繰延税金資産 2,181 1,846

 ５ その他 10,849 11,653

 ６ 貸倒引当金 △2,317 △2,388

   流動資産合計 196,588 48.9 197,718 48.4

Ⅱ 固定資産

 (1) 有形固定資産
※１ 
※３

  １ 建物及び構築物 26,442 26,929

  ２ 貯蔵設備 3,712 4,320

  ３ 機械装置及び運搬具 23,903 25,424

  ４ 器具及び備品 8,920 9,803

  ５ 土地 53,252 53,291

  ６ 建設仮勘定 507 388

   有形固定資産合計 116,738 29.0 120,157 29.4

 (2) 無形固定資産

  １ 営業権 1,785 ─

  ２ 連結調整勘定 3,834 ─

  ３ のれん ─ 8,627

  ４ その他 5,884 5,588

   無形固定資産合計 11,503 2.9 14,216 3.5

 (3) 投資その他の資産

  １ 投資有価証券
※２ 
※３

49,457 47,665

  ２ 長期貸付金 3,077 2,570

  ３ 繰延税金資産 1,335 2,337

  ４ その他 24,375 24,868

  ５ 貸倒引当金 △1,203 △936

   投資その他の資産合計 77,041 19.2 76,506 18.7

   固定資産合計 205,284 51.1 210,880 51.6

   資産合計 401,873 100 408,599 100



前連結会計年度
(平成18年３月31日)

当連結会計年度 
(平成19年３月31日)

区分
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 118,012 129,128

 ２ 短期借入金 ※３ 49,883 44,037

 ３ １年以内返済予定 
   長期借入金

※３ 26,048 24,777

 ４ １年以内償還予定社債 5,310 6,310

 ５ 未払法人税等 4,802 4,091

 ６ 賞与引当金 3,823 3,938

 ７ 役員賞与引当金 ― 234

 ８ 役員退職慰労引当金 1,395 ―

 ９ その他 ※７ 17,588 18,097

   流動負債合計 226,864 56.4 230,614 56.4

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 23,370 27,106

 ２ 長期借入金 ※３ 82,160 76,972

 ３ 繰延税金負債 732 565

 ４ 退職給付引当金 3,236 3,389

 ５ 連結調整勘定 11 ─

 ６ 負ののれん ─ 6

 ７ その他 4,591 5,166

   固定負債合計 114,102 28.4 113,208 27.7

   負債合計 340,966 84.8 343,822 84.1

(少数株主持分)

  少数株主持分 4,648 1.2 ― ―

(資本の部)

Ⅰ 資本金 ※９ 20,096 5.0 ― ―

Ⅱ 資本剰余金 17,908 4.5 ― ―

Ⅲ 利益剰余金 10,661 2.6 ― ―

Ⅳ その他有価証券評価差額金 8,948 2.2 ― ―

Ⅴ 為替換算調整勘定 △1,193 △0.3 ― ―

Ⅵ 自己株式 ※10 △164 0.0 ― ―

   資本合計 56,257 14.0 ― ―

   負債、少数株主持分 
   及び資本合計

401,873 100 ― ―



 
  

前連結会計年度
(平成18年３月31日)

当連結会計年度 
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 ― 20,096

 ２ 資本剰余金 ― 17,909

 ３ 利益剰余金 ― 14,714

 ４ 自己株式 ― △193

   株主資本合計 ― ― 52,526 12.9

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

― 7,425

 ２ 繰延ヘッジ損益 ― 223

 ３ 為替換算調整勘定 ― △258

   評価・換算差額等合計 ― ― 7,390 1.8

Ⅲ 少数株主持分 ― ― 4,858 1.2

   純資産合計 ― ― 64,776 15.9

   負債及び純資産合計 ― ― 408,599 100



② 【連結損益計算書】 

  

 

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
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 640,073 100 689,449 100

Ⅱ 売上原価 515,227 80.5 560,713 81.3

   売上総利益 124,846 19.5 128,735 18.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 １ 運搬費 20,398 21,808

 ２ 貸倒引当金繰入額 381 251

 ３ 給与手当 29,848 30,700

 ４ 賞与引当金繰入額 3,400 3,261

 ５ 役員賞与引当金繰入額 ― 234

 ６ 退職給付費用 2,567 2,108

 ７ 減価償却費 8,174 8,356

 ８ 賃借料 10,008 9,212

 ９ 支払手数料 7,928 7,752

 10 連結調整勘定償却額 547 ─

 11 のれん償却額 ─ 1,341

 12 その他 ※１ 28,713 111,970 17.5 30,157 115,186 16.7

   営業利益 12,875 2.0 13,549 2.0

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 364 487

 ２ 受取配当金 411 472

 ３ 賃貸料 66 103

 ４ 為替差益 628 744

 ５ 連結調整勘定償却額 7 ─

 ６ 負ののれん償却額 ─ 8

 ７ 持分法による投資利益 442 676

 ８ 雑収入 1,654 3,575 0.5 1,163 3,655 0.5

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 2,709 3,127

 ２ 売上割引 380 537

 ３ 雑損失 1,592 4,683 0.7 1,450 5,115 0.7

   経常利益 11,768 1.8 12,088 1.8

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産売却益 ※２ 45 235

 ２ 投資有価証券売却益 2,057 13

 ３ 役員退職慰労引当金戻入 ― 2,103 0.3 23 273 0.0

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産売却損 ※３ 499 108

 ２ 固定資産除却損 ※４ 446 467

 ３ 減損損失 ※７ 4,629 ―

 ４ 投資有価証券売却損 110 56

 ５ 投資有価証券評価損 2 ―

 ６ 関係会社整理損等 ※５ 1 343

 ７ 販売用不動産評価損 ※６ ― 311

 ８ 役員退職慰労金 203 305

 ９ 役員退職慰労引当金繰入 1,395 ―

 10 その他 6 7,294 1.1 60 1,652 0.2

   税金等調整前当期純利益 6,577 1.0 10,709 1.6

   法人税、住民税及び事業税 (－)5,986 (－)4,625

   法人税等調整額 (＋)2,053 (－)3,933 0.6 (－)308 (－)4,934 0.7

   少数株主利益 (－)303 0.0 (－)250 0.0

   当期純利益 2,340 0.4 5,524 0.8



③ 【連結剰余金計算書】 

  

 
  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)

(資本剰余金の部)

Ⅰ 資本剰余金期首残高 17,908

Ⅱ 資本剰余金増加高

   自己株式処分差益 0 0

Ⅲ 資本剰余金期末残高 17,908

(利益剰余金の部)

Ⅰ 利益剰余金期首残高 10,044

Ⅱ 利益剰余金増加高

   当期純利益 2,340 2,340

Ⅲ 利益剰余金減少高

 １ 配当金 1,004

 ２ 役員賞与 
   (うち監査役賞与)

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

493 1,722

Ⅳ 利益剰余金期末残高 10,661



④ 【連結株主資本等変動計算書】 

当連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
  

 
（注） 前連結会計年度の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(百万円) 20,096 17,908 10,661 △164 48,502

連結会計年度中の変動額

  剰余金の配当(注) △1,254 △1,254

  役員賞与の支給(注) △206 △206

  海外の会計基準に基づく変動 △11 △11

  当期純利益 5,524 5,524

  自己株式の取得 △30 △30

  自己株式の処分 0 1 2

  株主資本以外の項目の連結 
  会計年度中の変動額(純額)

―

連結会計年度中の変動額合計(百万円) ― 0 4,052 △28 4,024

平成19年３月31日残高(百万円) 20,096 17,909 14,714 △193 52,526

評価・換算差額等

少数株主 
持分

純資産合計その他 
有価証券 

評価差額金

繰延ヘッジ
損益

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 8,948 ― △1,193 7,755 4,648 60,906

連結会計年度中の変動額

  剰余金の配当(注) ─ △1,254

  役員賞与の支給(注) ─ △206

  海外の会計基準に基づく変動 ─ △11

  当期純利益 ─ 5,524

  自己株式の取得 ─ △30

  自己株式の処分 ─ 2

  株主資本以外の項目の連結 
  会計年度中の変動額(純額)

△1,523 223 934 △364 210 △154

連結会計年度中の変動額合計(百万円) △1,523 223 934 △364 210 3,869

平成19年３月31日残高(百万円) 7,425 223 △258 7,390 4,858 64,776



⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】 

  
前連結会計年度

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
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 6,577 10,709

 ２ 減価償却費 13,238 13,859

 ３ 減損損失 4,629 ―

 ４ 連結調整勘定償却額 540 ―

 ５ のれん償却額 ― 1,336

 ６ 貸倒引当金の減少額 △489 △196

 ７ 貸倒損失 49 2

 ８ 退職給付引当金の増加額 417 81

 ９ 賞与引当金の増加額 276 103

 10 役員賞与引当金の増加額 ― 234

 11 役員退職慰労引当金の増加額
   (△は減少額)

1,395 △1,395

 12 受取利息及び受取配当金 △775 △960

 13 支払利息 2,709 3,127

 14 為替差益 △15 △143

 15 持分法による投資利益 △442 △676

 16 有形固定資産売却・除却損 845 339

 17 無形固定資産除却損 55 0

 18 投資有価証券評価損 2 ―

 19 投資有価証券売却損(△は売却益) △1,947 42

 20 関係会社整理損等 ― 343

 21 販売用不動産評価損 ― 311

 22 売上債権の増加額 △4,368 △3,938

 23 たな卸資産の減少額(△は増加額) △7,156 370

 24 仕入債務の増加額 7,304 10,354

 25 その他資産・負債の増減額 64 △1,120

 26 役員賞与の支払額 △194 △217

    小計 22,714 32,569

 27 利息及び配当金の受取額 589 999

 28 持分法会社よりの受取配当金 234 346

 29 利息の支払額 △2,708 △3,088

 30 法人税等の支払額 △3,280 △5,419

   営業活動によるキャッシュ・フロー 17,550 25,408



 
  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
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 105 106

 ２ 有形固定資産の取得による支出 △12,163 △13,194

 ３ 有形固定資産の売却による収入 1,795 1,498

 ４ 無形固定資産の取得による支出 △2,409 △4,840

 ５ 無形固定資産の売却による収入 1,063 73

 ６ 投資有価証券の取得による支出 △4,604 △3,052

 ７ 投資有価証券の売却による収入 2,758 134

 ８ 貸付けによる支出 △7,193 △5,137

 ９ 貸付金の回収による収入 6,562 5,121

 10 その他 △5,277 △1,287

   投資活動によるキャッシュ・フロー △19,364 △20,577

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) 5,132 △9,898

 ２ 長期借入れによる収入 28,555 21,778

 ３ 長期借入金の返済による支出 △32,822 △24,471

 ４ 社債の発行による収入 ― 10,050

 ５ 社債の償還による支出 △60 △5,310

 ６ 自己株式の純増加額 △24 △10

 ７ 配当金の支払額 △1,000 △1,249

 ８ 少数株主への配当金の支払額 △112 △88

   財務活動によるキャッシュ・フロー △332 △9,199

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 390 71

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △1,755 △4,297

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 22,066 20,444

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

133 510

Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残高 20,444 16,657



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17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

１ 連結の範囲に関する事項

 (1) 連結子会社の数 88社

   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 連結の範囲に関する事項

 (1) 連結子会社の数 89社

   主要な連結子会社名は、「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、前連結会計年度に持分法適用会社であった 

JIAXING  IWATANI  INDUSTRIAL  GASES  CO.,LTD. 

(嘉興岩谷气体有限公司)、IWATANI INDUSTRIAL 

GAS PTE.LTD.(イワタニインダストリアルガス会

社 )、IWATANI  INTERNATIONAL  CORPORATION(M)

SDN.BHD.( マ レ ー シ ア 岩 谷 会 社 )、GUANGZHOU 

IWATANI TRADING CO.,LTD.(広州岩谷貿易有限公

司)の４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、連結子会社のうち、IWATANI INTERNA- 

TIONAL CORPORATION(AUSTRALIA)PTY.LTD.(豪州岩

谷会社)及び関東マルヰ㈱の２社は清算により、

福栄マルヰ㈱は連結子会社であるイワタニ北陸㈱

と合併したことにより減少いたしました。

 (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

    非連結子会社 77社

    関連会社 71社

   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。

 

２ 持分法の適用に関する事項

 (1) 持分法適用会社の数

    非連結子会社 70社

    関連会社 66社

   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、甲賀エナジー㈱等３

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15社のうち４社は連

結子会社としたことにより、４社は合併したこと

により、４社は出資持分を譲渡したことにより、

２社は清算したことにより、１社は影響力基準の

適用から除外できるものと認識したことによるも

のであります。

 (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㈱

 (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㈱ 

    



前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

   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。

   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。

 

 

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

 

 

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 19社 12月末日

イワタニ近畿㈱ ２月末日

その他の国内子会社 32社 ２月末日

  当連結会計年度において、イワタニ東北㈱が２月末

日より３月末日に決算日を変更しており、当連結会

計年度における会計期間は13ヵ月間となっておりま

す。 

なお、当該決算日変更による連結財務諸表に与える

影響は軽微であります。

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

    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

      (評価差額は全部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法により算定)

    2)時価のないもの

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

 (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) 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(19社)の高圧ガス製造設備

等

    3)        同左

 



前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

  (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) 重要な繰延資産の処理方法

   社債発行費は、支出時に全額費用処理しておりま

す。

 (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。

 (4) 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)役員賞与引当金

    役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。

  (会計方針の変更)

   当連結会計年度から「役員賞与に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17年11月29日 企

業会計基準第４号）を適用しております。 

これにより、従来に比べて販売費及び一般管理費

が234百万円増加し、その結果、営業利益、経常

利益及び税金等調整前当期純利益が、それぞれ

234百万円減少しております。 

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所

に記載しております。

  (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。

  (ニ)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(12～14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。



前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

   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。

  (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。

 (5) 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

 (6) 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



 

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 (6) 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。

 (7) 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

  (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。

  (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、連結株主資本等変動計算書中「海外の会

計基準に基づく変動」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

  発生の連結会計年度より10年以内で均等償却を行っ

ております。

６ のれん及び負ののれん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。

―――

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。

７ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

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17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

（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。

  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。

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等)

(自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準等

の一部改正)

  当連結会計年度から「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成

17年12月９日 企業会計基準第５号）及び「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用

指針」（企業会計基準委員会 平成17年12月９日

企業会計基準適用指針第８号）並びに改正後の「自

己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 終改正平成18年８月11日

企業会計基準第１号）及び「自己株式及び準備金の

額の減少等に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準委員会 終改正平成18年８月11日 企業会

計基準適用指針第２号）を適用しております。

  これによる損益に与える影響はありません。

  なお、従来の「資本の部」に相当する金額は59,693

百万円であります。

(企業結合に係る会計基準等)

  当連結会計年度から「企業結合に係る会計基準」

（企業会計審議会 平成15年10月31日）及び「事業

分離等に関する会計基準」（企業会計基準委員会

平成17年12月27日 企業会計基準第７号）並びに

「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関す

る適用指針」（企業会計基準委員会 終改正平成

18年12月22日 企業会計基準適用指針第10号）を適

用しております。

  これによる損益に与える影響はありません。



表示方法の変更 

  

 
  

追加情報 

  

 
  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

―――

  

  

  

（連結貸借対照表関係）

  無形固定資産「営業権」及び「連結調整勘定」は、

当連結会計年度から「のれん」と表示しておりま

す。 

また、固定負債「連結調整勘定」は、当連結会計年

度から「負ののれん」と表示しております。

（連結損益計算書関係）

  販売費及び一般管理費「連結調整勘定償却額」及び

営業外収益「連結調整勘定償却額」は、当連結会計

年度からそれぞれ「のれん償却額」及び「負ののれ

ん償却額」と表示しております。

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

  「連結調整勘定償却額」は、当連結会計年度から

「のれん償却額」と表示しております。

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

（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18年３月31日)
当連結会計年度

(平成19年３月31日)
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 135,199百万円 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 139,559百万円

※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 14,755百万円

       出資金 3,747 〃

※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 14,716百万円

       出資金 2,246 〃

※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)

※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 3,782百万円(2,809百万円)

 貯蔵設備 316 〃 (316 〃 )

 機械装置及び運搬具 1,524 〃 (1,524 〃 )

 器具及び備品 92 〃 (92 〃 )

 土地 7,267 〃 (4,150 〃 )

 合計 12,982百万円(8,892百万円)

 
 

 

(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)

    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 1,512百万円 (482百万円)

 長期借入金 8,835 〃 (7,099 〃 )

 (１年以内返済予定分を含む)

 合計 10,348百万円(7,581百万円)

    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。

  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

  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 318百万円

2) その他15件 1,209 〃

小計 1,527百万円

 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) 北海道セントラルガス㈱ 413百万円

2) 近畿いづみ運輸㈱ 412 〃

3) 南大阪いづみ運輸㈱ 327 〃

4) ㈱エス・アイ東海 300 〃

5) その他８件 381 〃

小計 1,835百万円

  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

  ロ) その他の会社等

1) 関西マルヰ協同組合 1,567百万円

2) 中国マルヰ協同組合 1,476 〃

3) 東部マルヰ協同組合 1,467 〃

4) 九州マルヰ協同組合 1,346 〃

5) 東北マルヰ協同組合 1,026 〃

6) 北海道マルヰ協同組合 405 〃

7) 沖縄マルヰ協同組合 163 〃

8) その他５件 120 〃

小計 7,573百万円



 
  

前連結会計年度
(平成18年３月31日)

当連結会計年度
(平成19年３月31日)

  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
 

  ハ) ローン関係

1) 社内住宅融資制度 6百万円

2) 住宅ローン 55 〃

小計 62百万円

合計 9,470百万円

 

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 259百万円

   受取手形裏書譲渡高 142 〃

 ５ 受取手形割引高 144百万円

   受取手形裏書譲渡高 192 〃

 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

 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。

※７         ―――

 ８         ―――  ８ 当連結会計年度末日は金融機関の休日でありまし

たが、満期日に決済が行われたものとして処理し

ております。なお、当該満期手形は次のとおりで

あります。

 受取手形 6,202百万円

 支払手形 13,426 〃 

 設備支払手形 

 (流動負債「その他」)
120 〃

※９ 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         ―――

※10 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。

※10         ―――



(連結損益計算書関係) 

  
前連結会計年度

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

※１ 研究開発費の総額は一般管理費に含まれる650百

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

648百万円であります。

 

※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 0百万円

 器具及び備品等 44 〃

 合計 45百万円

※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 73百万円

 建物及び構築物 3 〃

 器具及び備品等 158 〃

 合計 235百万円

※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

※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 13百万円

 その他(機械装置及び運搬具等) 95 〃

 合計 108百万円

※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

※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 79百万円

 機械装置及び運搬具 144 〃

 その他(器具及び備品) 243 〃

 合計 467百万円

※５         ――― ※５ 「関係会社整理損等」は関係会社の整理に伴う、

出資や債権等の清算に係る損失であります。

※６         ――― ※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。

 

 

※７ 減損損失 4,629百万円

   「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。

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)

 
※７         ―――



 
  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

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％)

(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。



(連結株主資本等変動計算書関係) 

  
当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取請求による増加          55,850株 

 持分法適用会社の自己株式（当社株式）取得による増加 26,405株 

減少数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買増請求による減少           6,034株 

  

３．新株予約権等に関する事項 

 
（注）目的となる株式の数は、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合における株式数を記載しておりま

す。 

  

４．配当に関する事項 

  

(1) 配当金支払額 

 
  

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

 
  

  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 251,365,028 ― ― 251,365,028

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 644,622 82,255 6,034 720,843

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数（株）

前連結
会計年度末

増加 減少
当連結 

会計年度末

提出会社
2011年12月２日満期円貨建 
転換社債型新株予約権付社債 
（平成18年12月４日発行）

普通株式 － 23,372,093 － 23,372,093

合計 － 23,372,093 － 23,372,093

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月29日 
定時株主総会

普通株式 1,254 5 平成18年３月31日 平成18年６月30日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月28日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 1,254 5 平成19年３月31日 平成19年６月29日



次へ 

(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 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

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 16,844百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △187 〃

現金及び現金同等物 16,657百万円

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17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 (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 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

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 406 254 152

機械装置
及び運搬具

17,346 12,127 5,218

器具及び備品 2,930 2,066 864

その他 95 76 19

合計 20,779 14,524 6,254

   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 2,069百万円

１年超 4,929 〃

合計 6,999百万円

(2) 未経過リース料期末残高相当額

１年内 1,748百万円

１年超 4,506 〃

合計 6,254百万円

   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 2,386百万円

減価償却費相当額 2,386 〃

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 2,171百万円

減価償却費相当額 2,171 〃

(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 229百万円

１年超 1,522 〃

合計 1,752百万円

２ オペレーティング・リース取引

  未経過リース料

１年内 1,530百万円

１年超 ─ 〃

合計 1,530百万円



次へ 

 
  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 (貸手側)

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 ―

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
 

取得価額
(百万円)

減価償却 
累計額 
(百万円)

期末残高 
(百万円)

機械装置
及び運搬具

2,206 1,291 915

器具及び備品 3,305 1,947 1,358

その他 57 32 25

合計 5,569 3,271 2,298

(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

(2) 未経過リース料期末残高相当額

１年内 796百万円

１年超 1,643 〃

合計 2,439百万円

   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 906百万円

減価償却費 833 〃

(3) 受取リース料及び減価償却費

受取リース料 883百万円

減価償却費 831 〃



(有価証券関係) 

  

 
  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 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 8,798 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

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 10,325 25,068 14,743

小計 10,325 25,068 14,743

連結貸借対照表
計上額が取得原
価を超えないも
の

 株式 6,055 3,743 △2,312

 債券 14 14 △0

小計 6,070 3,757 △2,312

合計 16,395 28,826 12,430

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 〃

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却額 30百万円

売却益の合計額 0 〃

売却損の合計額 47 〃

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

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 1,808百万円



(デリバティブ取引関係) 

  
前連結会計年度

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 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



前へ   次へ 

 
  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 (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17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 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 △18,813百万円

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

２ 退職給付債務に関する事項

イ 退職給付債務 △20,283百万円

ロ 年金資産 18,715 〃

 (うち退職給付信託における
 年金資産)

(11,546 〃 )

ハ 未積立退職給付債務(イ＋ロ) △1,568百万円

ニ 会計基準変更時差異の未処理額 6,525 〃

ホ 未認識数理計算上の差異 △2,306 〃

ヘ 未認識過去勤務債務（債務の増 
  額）(注２)

1,667 〃

ト 連結貸借対照表計上額純額
  (ハ＋ニ＋ホ＋ヘ)

4,317百万円

チ 前払年金費用(注３) △7,707百万円

リ 退職給付引当金(ト＋チ) △3,389百万円

 (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 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。

 (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 提出会社及び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 1,410百万円

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

３ 退職給付費用に関する事項

イ 勤務費用 1,181百万円

ロ 利息費用 352 〃

ハ 期待運用収益 △119 〃

ニ 会計基準変更時差異の費用処理額 934 〃

ホ 数理計算上の差異の費用処理額 △198 〃

ヘ 過去勤務債務の費用処理額 24 〃

ト その他 118 〃

チ 退職給付費用
  (イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ＋へ＋ト)

2,294百万円

 (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。



 
  

  

(ストック・オプション等関係) 

該当事項はありません。 

  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

 
 

 

４ 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

 

 
 

 

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 12～14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



前へ 

(税効果会計関係) 

  

 
  

前連結会計年度
(平成18年３月31日)

当連結会計年度
(平成19年３月31日)

 

 

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

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

  (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。

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 〃

 

 

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

 繰越欠損金 696百万円

 貸倒引当金 532 〃

 賞与引当金 1,574 〃

 退職給付引当金 1,206 〃

 未払事業税 294 〃

 投資有価証券未実現利益等 3,025 〃

 固定資産未実現利益等 1,310 〃

 たな卸資産未実現利益等 412 〃

 販売用不動産評価損 898 〃

 不動産信託解約損 572 〃

 減損損失 1,214 〃

 その他 619 〃

繰延税金資産小計 12,358百万円

 評価性引当額 △437 〃

繰延税金資産合計 11,920百万円

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 △4,992 〃

 資本連結手続による評価差額 △931 〃

 繰延ヘッジ損益 △152 〃

 その他 △245 〃

繰延税金負債合計 △8,301百万円

繰延税金資産の純額 3,618百万円

  (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。

流動資産－繰延税金資産 1,846百万円

固定資産－繰延税金資産 2,337 〃

固定負債－繰延税金負債 △565 〃

 

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％
 

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

6.6〃

 受取配当金等永久に 
 益金に算入されない項目

△0.9〃

 住民税均等割 2.0〃

 持分法による投資利益 △2.6〃

 その他 0.4〃

税効果会計適用後の法人税等の負担率 46.1％



(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



・当連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
(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5,229百万円であり、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 (4)重要な引当金の計上

基準（ハ）役員賞与引当金（会計方針の変更）」に記載のとおり、当連結会計年度より「役員賞与に関する

会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年11月29日 企業会計基準第４号）を適用しております。この変

更に伴い、従来の方法による場合に比べて、「エネルギー等生活関連事業」において営業費用が54百万円増

加し、営業利益が同額減少し、「産業ガス関連事業」において営業費用が70百万円増加し、営業利益が同額

減少し、「マテリアル・エレクトロニクス関連事業」において営業費用が５百万円増加し、営業利益が同額

減少し、「その他の事業」において営業費用が８百万円増加し、営業利益が同額減少し、消去又は全社の項

目に含めた配賦不能営業費用が95百万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56,657百万円であり、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

395,441 153,790 127,576 12,640 689,449 ― 689,449

 (2) セグメント間の 
   内部売上高又は 
   振替高

4,210 189 1,854 23,547 29,801 (29,801) ―

計 399,651 153,979 129,431 36,188 719,250 (29,801) 689,449

  営業費用 393,965 145,855 125,093 35,557 700,471 (24,572) 675,899

  営業利益 5,685 8,124 4,338 630 18,779 (5,229) 13,549

Ⅱ 資産、減価償却費
  及び資本的支出

  資産 179,816 95,735 62,782 51,488 389,821 18,777 408,599

  減価償却費 7,099 3,329 1,028 3,436 14,894 309 15,204

  資本的支出 10,313 4,091 1,404 3,893 19,702 650 20,352

(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。 

  

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

 
(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5,229百万円であり、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 (4)重要な引当金の計上

基準（ハ）役員賞与引当金（会計方針の変更）」に記載のとおり、当連結会計年度より「役員賞与に関する

会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年11月29日 企業会計基準第４号）を適用しております。この変更

に伴い、従来の方法による場合に比べて、「日本」において営業費用が139百万円増加し、営業利益が同額

減少し、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用が95百万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56,657百万円であり、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

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

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

589,139 16,998 75,716 7,594 689,449 ― 689,449

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

11,265 4,010 58,989 2,311 76,577 (76,577) ―

計 600,405 21,009 134,705 9,906 766,026 (76,577) 689,449

  営業費用 583,304 20,220 134,299 9,415 747,239 (71,340) 675,899

  営業利益 17,100 788 406 490 18,786 (5,237) 13,549

Ⅱ 資産 332,790 15,176 9,004 9,090 366,060 42,538 408,599



【海外売上高】 

・前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

  

 
(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18年４月１日 至 平成19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) 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

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) 37,374 13,043 27,909 78,327

Ⅱ 連結売上高(百万円) 689,449

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

5.4 1.9 4.1 11.4



【関連当事者との取引】 

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

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。 

  

当連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

該当事項はありません。 

  

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）算定上の基礎 

１．１株当たり純資産額 

 
  

２．１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 

 
  

  

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 224.38円 １株当たり純資産額 239.05円

１株当たり当期純利益 8.55円 １株当たり当期純利益 22.03円

潜在株式調整後 
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

21.45円

項目
前連結会計年度

（平成18年３月31日）
当連結会計年度 

（平成19年３月31日）

連結貸借対照表の純資産の部の合計額(百万円) ─ 64,776

普通株式に係る純資産額(百万円) ─ 59,917

差額の主な内訳(百万円) 

 少数株主持分

 

─

 

4,858

普通株式の発行済株式数(千株) ─ 251,365

普通株式の自己株式数(千株) ─ 720

１株当たり純資産額の算定に用いられた 

普通株式の数(千株)
─ 250,644

項目
前連結会計年度

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

連結損益計算書上の当期純利益(百万円) 2,340 5,524

普通株式に係る当期純利益(百万円) 2,144 5,524

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳(百万円)

利益処分による役員賞与金 195 ―

普通株主に帰属しない金額(百万円) 195 ─

普通株式の期中平均株式数(千株) 250,754 250,681

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に 

用いられた当期純利益調整額の主要な内訳(百万円)

受取利息（税額相当額控除後） ─ △1

持分法による投資利益 △0 △0

当期純利益調整額(百万円) △0 △2

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に 

用いられた普通株式増加数の主要な内訳(千株)

新株予約権付社債 ─ 6,659

持分法会社発行の新株予約権付社債権利行使に 

伴う持分比率変動による持分法会社所有当社株式
─ 4

普通株式増加数（千株） ─ 6,663

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 

含まれなかった潜在株式の概要

― ―



⑥ 【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 新株予約権付社債の内容は次のとおりであります。 

 
（注１）株式の発行価格の総額は100億円であります。 

（注２）該当事項はありません。ただし、新株予約権の行使に際しては、社債を出資するものとし、社債の価額は社債の額面金額

(５百万円)と同額としております。 

４ 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。 

 
  

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)

― 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

(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

円貨建転換社債型新
株予約権付社債

平成18年 
12月４日

― 10,046 無利息 無担保
平成23年
12月２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

(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
(250)

750
(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

180
(60)

120
(60)

0.680 無担保
平成21年
１月26日

合計 ― ―
28,680
(5,310)

33,416
(6,310)

― ― ―

発行すべき 
株式の内容

新株予約権
の発行価額

株式の 
発行価格 
(円)

発行価額の
総額 

(百万円)

新株予約権の行使
により発行した 
株式の発行価額 
の総額(百万円)

新株予約権
の付与割合 

(％)

新株予約権 
の行使期間

代用払込に関
する事項

岩谷産業㈱ 
普通株式

無償 （注１） 10,050 ― 100

自 平成18年 
  12月８日 
至 平成23年 
  11月18日

（注２）

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)

6,310 6,310 750 5,000 10,046



【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。 

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 49,883 44,037 1.49 ―

１年以内に返済予定の長期借入金 26,048 24,777 1.37 ―

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く)

82,160 76,972 1.61
平成20年４月

～26年10月

その他の有利子負債 ― ― ― ―

合計 158,092 145,787 ― ―

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 19,458 23,621 15,450 10,734



２ 【財務諸表等】 

(1) 【財務諸表】 

① 【貸借対照表】 

  
前事業年度

(平成18年３月31日)
当事業年度 

(平成19年３月31日)

区分
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 10,900 11,495

 ２ 受取手形 ※６ 30,212 30,969

 ３ 売掛金 ※６ 77,722 81,708

 ４ 商品 24,136 23,356

 ５ 販売用不動産 1,603 1,070

 ６ 前渡金 1,102 757

 ７ 前払費用 440 379

 ８ 未収入金 1,843 2,364

 ９ 繰延税金資産 1,234 1,009

 10 その他 1,616 2,541

 11 貸倒引当金 △1,698 △1,793

   流動資産合計 149,115 51.7 153,858 52.0

Ⅱ 固定資産

 (1) 有形固定資産 ※１

  １ 建物 21,277 21,729

    減価償却累計額 12,389 8,887 12,706 9,022

  ２ 構築物 8,723 8,831

    減価償却累計額 6,426 2,296 6,547 2,283

  ３ 貯蔵設備 18,987 19,558

    減価償却累計額 16,557 2,429 16,821 2,737

  ４ 機械及び装置 26,916 27,742

    減価償却累計額 22,044 4,872 22,358 5,384

  ５ 車輌及び運搬具 135 142

    減価償却累計額 120 14 115 27

  ６ 器具及び備品 2,270 2,303

    減価償却累計額 1,861 408 1,889 413

  ７ 土地 35,855 35,881

  ８ 建設仮勘定 13 61

   有形固定資産合計 54,777 18.9 55,812 18.8

 (2) 無形固定資産

  １ 工業所有権 49 31

  ２ 借地権 48 48

  ３ ソフトウェア 3,525 3,083

  ４ 無形仮勘定 2 79

  ５ その他 72 68

   無形固定資産合計 3,697 1.3 3,312 1.1



前事業年度
(平成18年３月31日)

当事業年度 
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

 (3) 投資その他の資産

  １ 投資有価証券 ※１ 29,834 29,221

  ２ 関係会社株式 29,235 28,802

  ３ 出資金 183 182

  ４ 関係会社出資金 8,661 8,841

  ５ 長期貸付金 1,022 814

  ６ 従業員に対する 
    長期貸付金

2 1

  ７ 関係会社長期貸付金 2,830 5,707

  ８ 破産債権・更生債権等 1,790 1,810

  ９ 長期前払費用 174 175

  10 前払年金費用 7,250 7,707

  11 その他 2,458 2,444

  12 貸倒引当金 △2,458 △2,625

   投資その他の資産合計 80,987 28.1 83,083 28.1

   固定資産合計 139,463 48.3 142,208 48.0

   資産合計 288,578 100 296,066 100

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形 ※６ 33,776 34,014

 ２ 買掛金 ※６ 57,557 68,349

 ３ 短期借入金 20,946 16,416

 ４ １年以内返済予定 
   長期借入金

※１ 14,880 13,200

 ５ １年以内償還予定社債 5,000 5,000

 ６ 未払金 ※６ 9,399 8,918

 ７ 未払費用 433 465

 ８ 未払法人税等 3,326 2,314

 ９ 前受金 966 783

 10 預り金 120 87

 11 前受収益 15 15

 12 賞与引当金 1,562 1,575

 13 役員賞与引当金 ― 95

 14 役員退職慰労引当金 1,395 ―

 15 その他 1,254 994

   流動負債合計 150,635 52.2 152,229 51.4

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 21,000 26,046

 ２ 長期借入金 ※１ 58,951 60,251

 ３ 繰延税金負債 2,588 1,597

 ４ 退職給付引当金 395 310

 ５ その他 1,083 1,100

   固定負債合計 84,018 29.1 89,305 30.2

   負債合計 234,653 81.3 241,535 81.6



 
  

前事業年度
(平成18年３月31日)

当事業年度 
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資本の部)

Ⅰ 資本金 ※２ 20,096 7.0 ― ―

Ⅱ 資本剰余金

 (1) 資本準備金 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 ―

  ２ 自己株式処分差益 1 ―

   資本剰余金合計 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 325 ―

 (2) 当期未処分利益 7,063 ―

   利益剰余金合計 7,389 2.5 ― ―

Ⅳ その他有価証券評価差額金 ※８ 8,665 3.0 ― ―

Ⅴ 自己株式 ※３ △91 0.0 ― ―

   資本合計 53,924 18.7 ― ―

   負債及び資本合計 288,578 100 ― ―

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 ― 20,096

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 ─ 5,100

  (2) その他資本剰余金

    資本金及び資本準備金 
    減少差益

─ 12,763

    自己株式処分差益 ─ 2

   資本剰余金合計 ― 17,866

 ３ 利益剰余金

  (1) その他利益剰余金

    固定資産圧縮積立金 ─ 300

    繰越利益剰余金 ─ 9,037

   利益剰余金合計 ― 9,338

 ４ 自己株式 ― △109

   株主資本合計 ― ― 47,190 15.9

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

― 7,117

 ２ 繰延ヘッジ損益 ― 223

   評価・換算差額等合計 ― ― 7,340 2.5

   純資産合計 ― ― 54,531 18.4

   負債及び純資産合計 ― ― 296,066 100



② 【損益計算書】 

  
前事業年度

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
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 ※１ 497,920 100 544,346 100

Ⅱ 売上原価

 １ 商品期首たな卸高 18,744 25,740

 ２ 当期商品仕入高 437,887 480,402

合計 456,631 506,142

 ３ 商品期末たな卸高 25,740 430,891 86.5 24,426 481,716 88.5

   売上総利益 67,029 13.5 62,630 11.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 １ 運搬費 15,312 12,133

 ２ 貸倒引当金繰入額 525 278

 ３ 給与手当 8,751 8,773

 ４ 賞与引当金繰入額 1,562 1,575

 ５ 退職給付費用 1,501 1,301

 ６ 租税公課 1,800 1,731

 ７ 減価償却費 2,857 3,146

 ８ 賃借料 8,331 7,136

 ９ 支払手数料 7,694 7,134

 10 その他 ※２ 12,412 60,748 12.2 12,970 56,180 10.3

   営業利益 6,280 1.3 6,449 1.2

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 ※１ 145 225

 ２ 受取配当金 ※１ 1,313 1,905

 ３ 賃貸料 ※１ 167 237

 ４ 為替差益 655 520

 ５ 雑収入 818 3,099 0.6 510 3,399 0.6

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 1,081 1,193

 ２ 社債利息 375 445

 ３ 売上割引 284 412

 ４ 雑損失 1,073 2,815 0.6 1,079 3,130 0.6

   経常利益 6,563 1.3 6,718 1.2



 
  

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
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 10 10

 ２ 投資有価証券売却益 2,004 ―

 ３ 関係会社株式売却益 1 10

 ４ 役員退職慰労引当金戻入 ― 2,015 0.4 23 44 0.0

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産売却損 ※４ 91 35

 ２ 固定資産除却損 ※５ 219 100

 ３ 減損損失 ※８ 2,542 ―

 ４ 投資有価証券売却損 25 47

 ５ 関係会社株式売却損 ― 12

 ６ 関係会社出資金売却損 85 ―

 ７ 関係会社株式評価損 ― 397

 ８ 関係会社整理損等 ※６ ― 207

 ９ 投資有価証券清算損 5 60

 10 出資金清算損 1 ―

 11 販売用不動産評価損 ※７ ― 311

 12 役員退職慰労金 21 ―

 13 役員退職慰労引当金繰入 1,395 4,385 0.9 ― 1,172 0.2

   税引前当期純利益 4,193 0.8 5,590 1.0

   法人税、住民税及び事業税 3,745 2,154

   法人税等調整額 △1,452 2,292 0.4 137 2,291 0.4

   当期純利益 1,901 0.4 3,299 0.6

   前期繰越利益 5,161 ―

   当期未処分利益 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18年６月29日

区分
注記 
番号

金額(百万円)

(当期未処分利益の処分)

Ⅰ 当期未処分利益 7,063

Ⅱ 任意積立金取崩額

    固定資産圧縮積立金取崩額 13 13

合計 7,076

Ⅲ 利益処分額

 １ 配当金 1,254

 ２ 役員賞与 95

  （うち監査役賞与金） （11） 1,349

Ⅳ 次期繰越利益 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

 ２ 自己株式処分差益 1 12,765

Ⅱ その他資本剰余金次期繰越額 12,765



④ 【株主資本等変動計算書】 

当事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
  

 
  

 
(注) 前事業年度の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

株主資本

資本金

資本剰余金

資本準備金
その他資本剰余金

資本剰余金合計資本金及び資本
準備金減少差益

自己株式処分差益

平成18年３月31日残高(百万円) 20,096 5,100 12,763 1 17,865

事業年度中の変動額

  剰余金の配当(注) ―

  役員賞与の支給(注) ―

  固定資産圧縮積立金の取崩し(注) ―

  固定資産圧縮積立金の取崩し ―

  当期純利益 ―

  自己株式の取得 ―

  自己株式の処分 0 0

  株主資本以外の項目の 
  事業年度中の変動額(純額)

―

事業年度中の変動額合計(百万円) ― ― ― 0 0

平成19年３月31日残高(百万円) 20,096 5,100 12,763 2 17,866

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
その他利益剰余金

利益剰余金合計固定資産 
圧縮積立金

繰越利益剰余金

平成18年３月31日残高(百万円) 325 7,063 7,389 △91 45,259

事業年度中の変動額

  剰余金の配当(注) △1,254 △1,254 △1,254

  役員賞与の支給(注) △95 △95 △95

  固定資産圧縮積立金の取崩し(注) △13 13 ― ―

  固定資産圧縮積立金の取崩し △11 11 ― ―

  当期純利益 3,299 3,299 3,299

  自己株式の取得 ― △19 △19

  自己株式の処分 ― 1 2

  株主資本以外の項目の 
  事業年度中の変動額(純額)

― ―

事業年度中の変動額合計(百万円) △25 1,974 1,949 △18 1,931

平成19年３月31日残高(百万円) 300 9,037 9,338 △109 47,190

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券 
評価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 8,665 ― 8,665 53,924

事業年度中の変動額

  剰余金の配当(注) ― △1,254

  役員賞与の支給(注) ― △95

  固定資産圧縮積立金の取崩し(注) ― ―

  固定資産圧縮積立金の取崩し ― ―

  当期純利益 ― 3,299

  自己株式の取得 ― △19

  自己株式の処分 ― 2

  株主資本以外の項目の 
  事業年度中の変動額(純額)

△1,547 223 △1,324 △1,324

事業年度中の変動額合計(百万円) △1,547 223 △1,324 607

平成19年３月31日残高(百万円) 7,117 223 7,340 54,531



重要な会計方針 

  
前事業年度

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 

 (1) 子会社株式及び関連会社株式 

    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) 関係会社株式

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

  (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

価差額は全部純資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算定)

  (ロ)時価のないもの 

     移動平均法による原価法

  (ロ)時価のないもの

同左

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 繰延資産の処理方法

  社債発行費は、支出時に全額費用処理しておりま

す。

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。

６ 引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金

同左



前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 (2) 賞与引当金

   従業員の賞与の支給に充てるため、賞与支給見込

額を計上しております。

 (2) 賞与引当金

同左

―――  (3) 役員賞与引当金

   役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。

  (会計方針の変更)

   当事業年度から「役員賞与に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成17年11月29日 企業会

計基準第４号）を適用しております。

   これにより、従来に比べて販売費及び一般管理費

が95百万円増加し、その結果、営業利益、経常利

益及び税引前当期純利益が、それぞれ95百万円減

少しております。

 (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

事業年度から費用処理しております。

 (4) 退職給付引当金

   従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末に

おける退職給付債務及び年金資産に基づき、当事

業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(14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、各事業年度の発生時におけ

る従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

(14年)による定額法により按分した額をそれぞれ

発生の翌事業年度から費用処理しております。

  (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。

７ リース取引の処理方法

同左



 
  

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

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。

８ 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

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

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 (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。

 (3) ヘッジ方針

同左

 (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。

９ 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



重要な会計方針の変更 

  

 
  

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(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。

(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。

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等)

(自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準等

の一部改正)

  当事業年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年

12月９日 企業会計基準第５号）及び「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指

針」（企業会計基準委員会 平成17年12月９日 企

業会計基準適用指針第８号）並びに改正後の「自己

株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 終改正平成18年８月11日

企業会計基準第１号）及び「自己株式及び準備金の

額の減少等に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準委員会 終改正平成18年８月11日 企業会

計基準適用指針第２号）を適用しております。

  これによる損益に与える影響はありません。

  なお、従来の「資本の部」に相当する金額は

54,307百万円であります。

(企業結合に係る会計基準等)

  当事業年度から「企業結合に係る会計基準」（企業

会計審議会 平成15年10月31日）及び「事業分離等

に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17

年12月27日 企業会計基準第７号）並びに「企業結

合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指

針」（企業会計基準委員会 終改正平成18年12月

22日 企業会計基準適用指針第10号）を適用してお

ります。

  これによる損益に与える影響はありません。

  



追加情報 

  

 
  

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

――― (子会社との取引形態変更)

  当事業年度より、産業ガス事業構造改革の一環とし

て、ローリー配車業務等を子会社である岩谷瓦斯㈱

に移管し、従来発生していた物流費は岩谷瓦斯㈱が

負担し、岩谷瓦斯㈱からの仕入値に反映されるよう

になりました。

  これにより、当事業年度において売上原価が3,798

百万円増加し販売費及び一般管理費が3,798百万円

減少しております。

  この結果、売上総利益が3,798百万円減益となって

おりますが、営業利益に影響ありません。



注記事項 

(貸借対照表関係) 

  
前事業年度 

(平成18年３月31日)
当事業年度

(平成19年３月31日)

 

 

※１ 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 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

     上記の資産はすべて工場財団抵当に供されて

おります。

(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)

 

 

※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。

(差入資産の種類)

 建物 357百万円

 構築物 881 〃

 貯蔵設備 283 〃

 機械及び装置 496 〃

 土地 841 〃

 合計 2,860百万円

     上記の資産はすべて工場財団抵当に供されて

おります。

(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

   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

会社が発行する株式 普通株式 400,000,000株

    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。

発行済株式総数   普通株式 251,365,028株

※２         ―――

※３ 自己株式の保有数

普通株式 382,800株

※３         ―――

 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
 

 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

1,239百万円

2) ㈱エス・アイ東海 300 〃

3) イワタニ山陽㈱ 173 〃

4) ㈱ＣＲＣ西日本 5 〃

小計 1,718百万円

   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

   ロ) その他の会社等

1) 関西マルヰ協同組合 1,567百万円

2) 中国マルヰ協同組合 1,476 〃

3) 東部マルヰ協同組合 1,467 〃

4) 九州マルヰ協同組合 1,346 〃

5) 東北マルヰ協同組合 1,026 〃

6) 北海道マルヰ協同組合 405 〃

7) 沖縄マルヰ協同組合 163 〃

8) 二戸ガス㈱ 99 〃

小計 7,553百万円



 
  

前事業年度 

(平成18年３月31日)

当事業年度 

(平成19年３月31日)

 

   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

 

 

   ハ) ローン関係

  社内住宅融資制度 6百万円

小計 6百万円

合計 9,277百万円

 

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 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

 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

 受取手形 13,799百万円

 売掛金 24,287 〃

  (2) 負債

 支払手形 1,992百万円

 買掛金 6,113 〃

 未払金 5,145 〃

 

※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

 受取手形 13,097百万円

 売掛金 22,027 〃

  (2) 負債

 支払手形 667百万円

 買掛金 7,724 〃

 未払金 3,775 〃

 ７         ―――  ７ 当事業年度末日は金融機関の休日でありました

が、満期日に決済が行われたものとして処理して

おります。なお、当該満期手形は次のとおりであ

ります。

 受取手形 7,173百万円

 支払手形 8,592 〃

 設備支払手形 

 (流動負債「その他」)
117 〃

※８ 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。

※８         ―――

   



(損益計算書関係) 

  
前事業年度

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

※１ 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 〃

※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 133,820百万円

営業外収益

 受取利息 161百万円

 受取配当金 1,411 〃

 賃貸料 149 〃

※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。

※２ 研究開発費の総額は一般管理費に含まれる229百

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。

 機械及び装置 4百万円

 貯蔵設備ほか 5 〃

 合計 10百万円

※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 2百万円

 貯蔵設備ほか 7 〃

 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。

 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

 

※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) 17百万円

 土地 13 〃

 機械及び装置ほか 5 〃

 合計 35百万円

※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
 

※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 44百万円

 機械及び装置(貸与設備の除却ほか) 35 〃

 貯蔵設備ほか 20 〃

 合計 100百万円

※６         ――― ※６ 「関係会社整理損等」は関係会社の整理に伴う、

出資や債権等の清算に係る損失であります。

※７         ――― ※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。

 

 

※８ 減損損失 2,542百万円

   「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。

 
※８         ―――



 
  

  

(株主資本等変動計算書関係) 

  

当事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

自己株式に関する事項 

   
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の買取請求による増加     55,850株 

  減少数の主な内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の買増請求による減少      6,034株 

  

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

 

 
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)

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％)

(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。

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 382,800 55,850 6,034 432,616



(リース取引関係) 

  
前事業年度

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 (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 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

  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 390 277 113

機械及び装置 4,791 3,512 1,278

車輌及び
運搬具

525 223 302

器具及び備品 1,329 945 383

ソフトウェア 206 108 97

合計 7,242 5,067 2,175

  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 800百万円

 １年超 1,948 〃

 合計 2,749百万円

(2) 未経過リース料期末残高相当額

 １年内 507百万円

 １年超 1,667 〃

 合計 2,175百万円

   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 841百万円

 減価償却費相当額 841 〃

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額

 支払リース料 754百万円

 減価償却費相当額 754 〃

(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 18百万円

１年超 11 〃

合計 29百万円

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 ― 〃

合計 18百万円



次へ 

 
  

  

(有価証券関係) 

  

 
  

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 (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。

前事業年度 
(平成18年３月31日)

当事業年度
(平成19年３月31日)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの   該当事項はありません。

 

 

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



次へ 

(税効果会計関係) 

  

 
  

前事業年度 
(平成18年３月31日)

当事業年度
(平成19年３月31日)

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

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

 

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 1,239百万円

 賞与引当金 638 〃

 退職給付引当金 41 〃

 投資有価証券評価損 945 〃

 関係会社株式評価損 347 〃

 販売用不動産評価損 898 〃

 土地評価損 198 〃

 減損損失 832 〃

 不動産信託解約損 572 〃

 その他 573 〃

繰延税金資産合計 6,289百万円

繰延税金負債

 その他有価証券評価差額金 △4,854百万円

 退職給付信託設定益 △1,665 〃

 固定資産圧縮積立金 △205 〃

 繰延ヘッジ損益 △152 〃

繰延税金負債合計 △6,877百万円

繰延税金資産の純額 △587百万円

 

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

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％
 

――― 

 



前へ 

(１株当たり情報) 

  

 
（注）算定上の基礎 

  １．１株当たり純資産額 

 
  
  ２．１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 

 
  

  

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 214.85円 １株当たり純資産額 217.31円

１株当たり当期純利益 7.19円 １株当たり当期純利益 13.14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。
 

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

12.79円

 

項目
前事業年度

（平成18年３月31日）
当事業年度 

（平成19年３月31日）

貸借対照表の純資産の部の合計額(百万円) ─ 54,531

普通株式に係る純資産額(百万円) ─ 54,531

差額の主な内訳(百万円) ─ ─

普通株式の発行済株式数(千株) ─ 251,365

普通株式の自己株式数(千株) ─ 432

１株当たり純資産額の算定に用いられた 

普通株式の数(千株)
─ 250,932

項目
前事業年度

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

損益計算書上の当期純利益(百万円) 1,901 3,299

普通株式に係る当期純利益(百万円) 1,806 3,299

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳(百万円)

利益処分による役員賞与金

 

95

 

―

普通株主に帰属しない金額(百万円) 95 ─

普通株式の期中平均株式数(千株) 251,013 250,956

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に 

用いられた当期純利益調整額の主要な内訳(百万円)

受取利息（税額相当額控除後）

 

 

─

 

 

△1

当期純利益調整額(百万円) ─ △1

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に 

用いられた普通株式増加数の主要な内訳(千株)

新株予約権付社債

 

 

─

 

 

6,659

普通株式増加数（千株） ─ 6,659

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 

含まれなかった潜在株式の概要

― ―



⑤ 【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 2,639

三菱瓦斯化学㈱ 2,211,000 2,498

ダイキン工業㈱ 535,300 2,194

㈱ダイヘン 1,748,000 1,206

㈱千葉銀行 1,061,865 1,104

関西電力㈱ 315,200 1,068

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 780 1,037

㈱村田製作所 121,000 1,034

㈱みずほフィナンシャルグループ 1,348 1,022

シャープ㈱ 391,000 887

㈱ダイフク 502,251 857

㈱三井住友フィナンシャルグループ 754 806

㈱小松製作所 300,000 744

エア・ウォーター㈱ 500,000 723

大陽日酸㈱ 674,150 717

㈱栗本鐵工所 2,088,450 664

㈱多加良製作所 15,400 662

ＮＴＮ㈱ 550,000 561

日本瓦斯㈱ 427,520 479

㈱りそなホールディングス 1,432 453

ウシオ電機㈱ 195,000 443

日機装㈱ 459,000 406

㈱T&Dホールディングス 48,200 391

ダイハツ工業㈱           346,000 388

月島機械㈱ 300,000 367

三洋電機㈱           1,623,000 326

日鍛バルブ㈱ 300,000 321

コスモ石油㈱ 590,000 291

タカラスタンダード㈱ 417,000 283

小池酸素工業㈱ 363,000 248

京セラ㈱ 22,000 244

その他140銘柄 6,935,757 4,130

計 30,651,834 29,207

銘柄
券面総額
(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 有形固定資産の当期償却額2,263百万円は、売上原価123百万円、販売費及び一般管理費2,140百万円に各々

区分計上しております。売上原価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。 

  

【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。 

  

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 21,277 881 428 21,729 12,706 577 9,022

 構築物 8,723 172 64 8,831 6,547 178 2,283

 貯蔵設備 18,987 832 260 19,558 16,821 498 2,737

 機械及び装置 26,916 1,436 610 27,742 22,358 865 5,384

 車輌及び運搬具 135 17 10 142 115 4 27

 器具及び備品 2,270 158 125 2,303 1,889 138 413

 土地 35,855 325 299 35,881 ─ ─ 35,881

 建設仮勘定 13 4,099 4,051 61 ─ ─ 61

有形固定資産計 114,179 7,923 5,851 116,251 60,439 2,263 55,812

無形固定資産

 工業所有権 176 ─ ─ 176 144 18 31

 借地権 48 ─ ─ 48 ─ ─ 48

 ソフトウェア 4,309 473 ─ 4,782 1,698 914 3,083

 無形仮勘定 2 678 602 79 ─ ─ 79

 その他 87 ─ ─ 87 19 3 68

無形固定資産計 4,624 1,151 602 5,174 1,862 935 3,312

長期前払費用 540 74 7 608 432 70 175

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 4,157 4,419 16 4,140 4,419

役員賞与引当金 ─ 95 ─ ─ 95

賞与引当金 1,562 1,575 1,562 ─ 1,575

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 2,273

預金

当座預金 △832

普通預金 830

通知預金 291

定期預金 430

譲渡性預金 8,500

別段預金 2

小計 9,221

合計 11,495

相手先 金額(百万円)

四国岩谷産業㈱ 1,346

ジャパン・エア・ガシズ㈱ 1,234

ＩＧＮ関東㈱ 1,094

三興機鋼㈱ 1,028

岩谷設備システム㈱ 913

その他 25,350

合計 30,969

期日別 金額(百万円) 期日別 金額(百万円)

平成19年４月 7,552 平成19年８月 2,560

  〃  ５月 6,581 〃 ９月 365

  〃  ６月 6,366 〃 10月以降 197

  〃  ７月 7,344 合計 30,969



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)

アストモスエネルギー㈱ 4,392

カセットフー㈱ 2,310

岩谷マテリアル㈱ 1,643

岩谷瓦斯㈱ 1,485

伊藤忠商事㈱ 1,369

その他 70,507

合計 81,708

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

77,722 565,633 561,647 81,708 87.3 51

商品部門別 金額(百万円)

総合エネルギー 16,141

カートリッジガス 910

産業ガス・溶材 1,226

産業機械 44

情報・電子 441

マテリアル 3,890

自然産業 700

合計 23,356



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 1,070

合計 1,070

地域別 面積(㎡) 金額(百万円)

北海道地区 9,204 194

関東地区 1,536 36

近畿地区 6,748 546

中国地区 392,318 292

合計 409,807 1,070

銘柄 株式数(千株) 金額(百万円)

岩谷瓦斯㈱ 28,387 4,313

鹿島液化ガス共同備蓄㈱ 56 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 2,185

コータキ精機㈱ 4,743 1,946

東海産業㈱ 237 1,226

その他 20,153 16,322

合計 149,112 28,802

相手先 金額(百万円)

㈱安川電機 1,608

㈱栗本鐵工所 1,407

ジャパン・エア・ガシズ㈱ 1,353

日本瓦斯㈱ 1,209

リンナイ㈱ 1,174

その他 27,260

合計 34,014



(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19年４月 8,766 平成19年８月 2,278

  〃  ５月 8,698 〃 ９月 90

  〃  ６月 7,926 〃 10月以降 153

  〃  ７月 6,101 合計 34,014

相手先 金額(百万円)

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 9,904

岩谷瓦斯㈱ 3,856

住友商事㈱ 2,713

Petroliam Nasional（ペトロナス社） 2,626

エス・イー・エス㈱ 2,123

その他 47,125

合計 68,349

借入先 金額(百万円)

摘要

使途 担保

(独)石油天然ガス・金属鉱物資源機構 4,441 運転資金 なし

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 4,114 〃 〃

㈱みずほコーポレート銀行 3,041 〃 〃

㈱三井住友銀行 1,946 〃 〃

農林中央金庫 1,301 〃 〃

その他 1,570 〃 〃

合計 16,416



4) 社債 

  

 
  

5) 長期借入金 

  

 
  

  

(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。 

  

銘柄 金額(百万円)

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

円貨建転換社債型新株予約権付社債 10,046

合計 26,046

借入先 金額(百万円)

摘要

使途 担保

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 12,100 運転資金 不動産

㈱みずほコーポレート銀行 6,300 〃 なし

日本生命保険(相) 5,900 〃 〃

三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ 5,000 〃 〃

㈱りそな銀行 4,200 〃 〃

その他 26,751 〃 一部不動産

合計 60,251



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 平成19年２月26日開催の取締役会において、株主名簿管理人事務取扱場所の変更が決議され、次のとおりと

なりました。 

(平成19年５月７日から実施) 

取扱場所  大阪市北区堂島浜１丁目１番５号 

     三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 

３ 単元未満株式の権利については、定款に次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨の規定があ

ります。 

(1) 会社法第189条第２項各号に掲げる権利 

(2) 取得請求権付株式の取得を請求する権利 

(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利 

(4) 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売渡すことを請求する権利 

  

事業年度 ４月１日から３月31日まで

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

剰余金の配当の基準日 ３月31日

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

  株券喪失登録申請料 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・売渡し

  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・売渡手数料 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。

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１項及び第２項第１号（海外市場おける円貨建転換社債型

新株予約権付社債の発行）の規定に基づく臨時報告書であります。 

  

 
上記（3）臨時報告書の訂正報告書であります。 

  

 
  

  

(1) 
 

有価証券報告書 
及びその添付書類

事業年度 
(第63期)

自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日

平成18年６月30日 
関東財務局長に提出。

(2) 
 

有価証券報告書の 
訂正報告書

事業年度 
(第63期)

自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日

平成18年７月７日 
関東財務局長に提出。

(3) 臨時報告書
平成18年11月16日 
関東財務局長に提出。

(4) 
 

臨時報告書の 
訂正報告書

平成18年11月17日 
関東財務局長に提出。

(5) 半期報告書 (第64期中)
自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日

平成18年12月15日 
関東財務局長に提出。



該当事項はありません。 

  

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



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19年６月28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18年４月１日から平成19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、連結株主資本等変動計算書、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19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  森  田     將  ㊞

代 表 社 員 
業務執行社員

公認会計士  南  部  敏  幸  ㊞

※ 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。



独立監査人の監査報告書 
 

  

平成19年６月28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18年４月１日から平成19年３月31日までの第64期事業年度の財務諸表、すな

わち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動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19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  森  田     將  ㊞

代 表 社 員 
業務執行社員

公認会計士  南  部  敏  幸  ㊞

※ 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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