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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

　

回次 第44期 第45期 第46期 第47期 第48期

決算年月 平成16年２月 平成17年２月 平成18年２月 平成19年２月 平成20年２月

売上高 (百万円) 59,557 60,306 ― ― ―

経常利益 (百万円) 2,609 3,533 ― ― ―

当期純利益 (百万円) 1,583 1,889 ― ― ―

純資産額 (百万円) 57,653 59,173 ― ― ―

総資産額 (百万円) 72,027 71,677 ― ― ―

１株当たり純資産額 (円) 1,333.881,370.32 ― ― ―

１株当たり当期純利益 (円) 35.52 43.73 ― ― ―

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 80.0 82.6 ― ― ―

自己資本利益率 (％) 2.7 3.2 ― ― ―

株価収益率 (倍) 20.8 22.2 ― ― ―

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 6,715 6,017 ― ― ―

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,537 △7,697 ― ― ―

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,882 △805 ― ― ―

現金及び現金同等物
の期末残高

(百万円) 31,684 28,998 ― ― ―

従業員数〔外、
平均臨時雇用者数〕

(人) 422〔178〕424〔170〕 ― ― ―

(注) １　売上高には消費税等は含まれておりません。

２　潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。

３　第46期以降については連結財務諸表を作成していないため、主要な経営指標等の推移については、記載してお

りません。
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(2) 提出会社の経営指標等

　

回次 第44期 第45期 第46期 第47期 第48期

決算年月 平成16年２月 平成17年２月 平成18年２月 平成19年２月 平成20年２月

売上高 (百万円) 59,244 60,197 55,091 58,646 53,656

経常利益 (百万円) 2,610 3,554 4,624 4,504 3,876

当期純利益 (百万円) 1,382 1,643 2,409 2,412 2,248

持分法を適用した場合
の投資利益

(百万円) ― ― ― ― ―

資本金 (百万円) 12,208 12,208 12,208 12,208 12,208

発行済株式総数 (千株) 47,841 47,841 47,841 47,841 47,841

純資産額 (百万円) 57,888 59,166 61,252 62,575 61,571

総資産額 (百万円) 72,203 71,662 75,531 76,583 76,592

１株当たり純資産額 (円) 1,339.321,370.151,419.611,451.051,428.84

１株当たり配当額
(うち１株当たり
中間配当額)

(円)
15.00

(―)

20.00

(―)

22.00

(―)

23.00

(―)

23.00

(―)

１株当たり当期純利益 (円) 31.01 38.05 55.82 55.93 52.17

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 80.2 82.6 81.1 81.7 80.4

自己資本利益率 (％) 2.4 2.8 4.0 3.9 3.6

株価収益率 (倍) 23.8 25.5 19.2 16.63 11.89

配当性向 (％) 48.4 52.6 39.4 41.1 44.1

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) ― ― 2,931 734 2,846

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) ― ― △3,845 △5,725 △9,561

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) ― ― △1,079 △1,275 △1,328

現金及び現金同等物の
期末残高

(百万円) ― ― 26,964 20,706 12,618

従業員数〔外、
平均臨時雇用者数〕

(人) 416〔104〕423〔107〕412〔111〕405〔104〕388〔113〕

(注) １　売上高には消費税等は含まれておりません。

２　持分法を適用した場合の投資利益については、第44期及び第45期は連結財務諸表を作成しているため、第46期

より第48期は関連会社がないため記載しておりません。

３　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44期及び第45期は連結財務諸表を作成しているため、第45期以前の営業活動によるキャッシュ・フロー、投

資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー及び現金及び現金同等物の期末残高

については記載しておりません。

５　純資産額の算定にあたり、第47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。
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２ 【沿革】

昭和30年３月 大阪市西区梅本町（現本田１丁目）において脇田機械工業所を創業、舶用機械の

販売・修理を開始。

昭和35年３月 資本金200万円の株式会社に改組。商号を脇田機械工業株式会社に変更。

産業機械及び舶用機械の販売・修理を開始。

昭和37年３月 建設機械等の賃貸事業を開始。

昭和41年６月 東京営業所を開設(昭和44年５月支店昇格)。

昭和42年５月 建設機械等の製造・販売を開始。

昭和42年７月 九州営業所を開設(昭和49年５月支店昇格)。

昭和43年７月 名古屋営業所を開設(昭和55年９月支店昇格)。

昭和44年３月 仙台営業所を開設(昭和53年３月支店昇格)。

昭和44年５月 大阪支店を開設。

昭和45年11月 広島営業所を開設(昭和55年９月支店昇格)。

昭和49年３月 博玉メリヤス株式会社(大阪市東区 資本金100千円)を株式の額面変更を目的とし

て吸収し、商号を株式会社ワキタに変更。

昭和54年10月 大阪証券取引所市場第二部に上場。

昭和57年９月 滋賀工場新設。

昭和58年２月 本社事務所を大阪市南区(現大阪市中央区)に移転。

昭和59年３月 映音事業部新設、映像・音響機器の販売・賃貸事業を開始。

昭和59年10月 株式会社ワキタ・クレジットを設立。金銭の貸付・手形の割引等の事業を開始す

る。

平成元年８月 大阪証券取引所の市場第一部銘柄に指定。

平成４年４月 営業本部、管理本部を新設。

平成11年３月 映音事業部をシステム事業部に改称。

平成12年２月 本社ビル(大阪市西区江戸堀)竣工。

平成12年３月 登記上の本社を大阪市西区江戸堀に変更。

平成19年３月 千葉リース工業株式会社（千葉県柏市　非連結子会社）を千葉県内の営業強化を

目的として買収。

平成20年２月 株式会社ワキタ・クレッジットの清算結了。
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３ 【事業の内容】

当社は、土木・建設機械の製造・販売並びにレンタル事業、建設資材、商業設備、映像・音響機器の販売事

業及び不動産の販売・賃貸事業を主な事業活動としております。 

当社の事業内容は次のとおりであります。

[建　機　事　業] 土木・建設機械等の製造・販売並びにレンタルを行っております。

[商　事　事　業] 建設資材、商業設備等の販売、住宅設備等の販売及び不動産の販売・賃貸を行っておりま

す。

[映像・音響事業] 映像・音響機器の販売を行っております。

なお、次期より事業の内容につきましては、今後の事業展開を考慮し、従来の建機事業、商事事業、映像・

音響事業から、建機事業、商事事業、不動産事業に変更し、映像・音響事業は商事事業の一部に含めます。

当社の状況を事業系統図によって示すと次のとおりであります。
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４ 【関係会社の状況】

当事業年度において、重要な関係会社の異動はありません。なお、㈱ワキタ・クレジットは平成20年２月

12日に清算結了いたしました。

　

　

　

　

５ 【従業員の状況】

(1) 提出会社の状況

平成20年２月29日現在

従業員数(人) 平均年齢 平均勤続年数 平均年間給与(千円)

388〔113〕 40歳 ３ヵ月 　15年 ０ヵ月 5,971

(注) １　従業員数は当社から他社への出向者を除く就業人員であり、臨時従業員数は〔　〕内に年間平均雇用人員を外

書で記載しております。

２　臨時従業員には、パートタイマー及び嘱託の従業員を含み、派遣社員は除いております。

３　平均年間給与には賞与及び基準外賃金が含まれております。

　

(2) 労働組合の状況

　当社の労働組合はワキタ社員組合と称し、昭和45年９月12日に結成されております。

組合員数は217人で上部団体には加入しておりません。

労使関係については、円滑な関係にあり特記すべき事項はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【業績等の概要】

(1) 業績

当事業年度におけるわが国経済は、期前半は好調な企業業績を背景に設備投資が引続き増加し、景気は

緩やかながらも回復基調をたどりましたが、期後半からは、米国のサブプライムローンに端を発した信用

不安や原油をはじめとする原材料価格の高騰、また急激な円高進行等の影響を受け、先行きの経済成長が

懸念されはじめた期でありました。

　こうした状況のもとで当社は、建機事業におきましては都市圏への経営資源の集約化を促進し、商事事

業におきましては不動産事業の拡大に努める等、事業の多角化に注力いたしましたものの、全体の売上高

は前期比8.5％減の536億56百万円となりました。

　利益面におきましては、売上高減収に伴い、売上総利益が前期比３億70百万円減の99億65百万円、販売費

及び一般管理費が１億44百万円増の65億35百万円で、営業利益は前期比５億14百万円、13.0％減の34億29

百万円となりました。経常利益につきましては、受取利息及び受取配当金は増加いたしましたものの、円

高進行による為替差損発生等もあり、前期比６億27百万円、13.9％減の38億76百万円となり、当期純利益

は前期比１億63百万円、6.8％減の22億48百万円となりました。

　　

事業の部門別の業績を示すと次のとおりであります。

①　建機事業

建機事業の販売売上高は建設需要の減少が続く中、前期比10.4％増の188億29百万円となり、賃貸

売上高では建築基準法改正で工期の遅延等の影響を受けましたものの、前期比7.6％増の135億62百

万円となり、建機事業全体といたしまして売上高は前期比27億20百万円、9.2％増の323億91百万円を

計上することができましたが、営業利益は前期比２億41百万円、8.2％減の27億13百万円となりまし

た。　　

②　商事事業

商事事業の販売売上高は商業設備関係における事業環境が引続き厳しい状況であったことを主因

として、前期比32.3％減の165億80百万円となりました。一方、賃貸売上高はテナントビルの取得によ

る賃貸料が寄与し、前期比92.4％増の11億５百万円となりましたが、商事事業全体といたしまして売

上高は前期比73億91百万円、29.5％減の176億86百万円、営業利益は前期比４億11百万円、57.9％減の

２億99百万円と大幅な減収減益を余儀なくされました。　　　

③　映像・音響事業

映像・音響事業の販売売上高はカラオケ機器を中心に既存顧客の需要に応えてまいりましたが、

絶対需要の縮小からは逃れられず、前期比9.2％減の33億86百万円となり、賃貸売上高ではＶＯＤ機

器の取扱いやカラオケの配信により前期比13.1％増の１億92百万円となり、映像・音響事業全体と

いたしまして売上高は前期比３億19百万円、8.2％減の35億78百万円となりましたが、営業利益は前

期比１億37百万円、49.4％増の４億16百万円となりました。

 

EDINET提出書類

株式会社ワキタ(E02618)

有価証券報告書

 7/72



(2) キャッシュ・フローの状況

当事業年度における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、賃貸用不動産や販売用不動産

の取得等により、前事業年度末より80億88百万円減少し、当事業年度末残高は126億18百万円となりまし

た。　

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

　

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当事業年度における営業活動による資金の増加は、28億46百万円（前事業年度は７億34百万円の増

加）となりました。主な要因は、税引前当期純利益39億11百万円、たな卸資産の増加額14億62百万円、法人

税等の支払額18億94百万円等によるものであります。

　

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当事業年度における投資活動による資金の減少は、95億61百万円（前事業年度は57億25百万円の減

少）となりました。主な要因は、賃貸用不動産等の有形固定資産の取得100億57百万円等によるものであ

ります。

　

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当事業年度における財務活動の結果、使用した資金は13億28百万円（前事業年度は12億75百万円）と

なりました。主な要因は、配当金の支払９億89百万円等によるものであります。
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２ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

イ　生産実績

当事業年度における生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

　

事業部門の名称 金額(百万円) 前期比(％)

建機事業 1,710 △1.4

商事事業 15 △65.7

合計 1,726 △3.1

(注) １　上記金額は販売価格によっております。

２　上記金額には消費税等は含まれておりません。

　

ロ　仕入実績

当事業年度における仕入実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

　

事業部門の名称 金額(百万円) 前期比(％)

建機事業 15,270 ＋14.0

商事事業 16,234 △29.4

映像・音響事業 2,683 △5.7

合計 34,189 △12.9

(注) １　上記金額は仕入価格によっております。

２　上記金額には消費税等は含まれておりません。

　

(2) 受注実績

当社における生産方式は、受注生産によらず需要状況を勘案して、見込生産を行っていますので、受注

高、受注残高は省略しております。

　

(3) 販売実績

当事業年度における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

なお、当事業年度において総販売実績に対する販売実績の割合が100分の10以上の販売先はありませ

ん。

　

事業部門の名称 金額(百万円) 前期比(％)

建機事業 32,391 ＋9.2

商事事業 17,686 △29.5

映像・音響事業 3,578 △8.2

合計 53,656 △8.5

(注) 上記金額には賃貸収入が次のとおり含まれており、消費税等は含まれておりません。

　建機事業 13,562百万円

　商事事業 1,105百万円

　映像・音響事業 192百万円
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３ 【対処すべき課題】

内外の諸情勢からみて、今後とも厳しい企業環境が予想されますが、当社といたしましては、建機事業に

おきましては、経営資源の都市圏集中により効率的な運営を推進すること、商事事業におきましては、新た

なビジネスモデルの構築に努めること、不動産事業におきましては、顧客満足度を高めるために品質の高い

サービスを提供すること、以上により収益の確保に努め、バランスのとれた経営を目指す所存でございま

す。

　
 

４ 【事業等のリスク】

当社の経営成績、財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスク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、当事業年度末（平成20年２月29日）現在において当社が判断し

たものであります。

(1) 事業環境について

建機事業は建設機械の取り扱いが主なため、公共投資の大幅な削減や経済情勢の急激な変動による需

要減退、同業者間の価格競争が業績悪化の要因になるリスクがあります。

　商事事業は商業設備においては企業の設備投資の減少、住宅販売は好条件の分譲地不足、不動産価格の

高騰による需要減退が業績悪化の要因になるリスクがあります。

　映像・音響事業は高機能機種の需要や低価格化の要求等消費者の選択肢が年々強くなるため、更なる取

り扱い品目の拡大を怠ると収益悪化の要因となるリスクがあります。

(2) 有価証券投資による影響について

有価証券の投資には、価格変動リスク、信用リスク、為替金利変動リスク、元本毀損リスク等のいろいろ

なリスクを包含しており、有価証券投資が当社の業績、キャッシュ・フローに影響を及ぼす可能性があり

ます。

(3) 為替変動による影響について

当社は、資金の運用等を一部外貨建預金等で行っており、為替レートの変動により、業績に影響を及ぼ

す可能性があります。

(4) 固定資産の減損について

重要な資産で減損の対象となるものとして土地がありますが、今後、地価の下落が続けば、減損処理適

用年度の業績に影響を及ぼす可能性があります。

５ 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

　

６ 【研究開発活動】

特記すべき事項はありません。
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７ 【財政状態及び経営成績の分析】

当事業年度の財政状態及び経営成績の分析は、以下のとおりであります。

なお、文中における将来に関する事項は、当事業年度末(平成20年２月29日)現在において当社が判断した

ものであります。

(1) 重要な会計方針及び見積り

当社の財務諸表は、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しており

ます。この財務諸表を作成するにあたり採用している重要な会計方針については、「第５経理の状況　２

財務諸表等　(1)財務諸表　重要な会計方針」に記載しているとおりであります。また、見積りについては

過去の実績や当該取引の状況に照らして、合理的と考えられる見積り及び判断を行い、その結果を資産・

負債及び収入・費用の金額に反映して財務諸表を作成しております。なお、実際の結果は、見積り特有の

不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。

(2) 当事業年度の財政状態の分析

当社の当事業年度末の総資産は、前事業年度末に比べて微増の765億92百万円となりました。流動資産

は前事業年度末に比べて18.7％減少の349億50百万円、固定資産は前事業年度末に比べて23.9％増加の

416億41百万円となりました。

　流動資産の減少の主な要因は、賃貸用不動産の取得等により流動性金融資産が減少したことなどによる

ものであります。また、固定資産の増加の主な要因は、賃貸用不動産の取得等によるものであります。

　当社の当事業年度末の負債合計は、前事業年度末に比べて7.2％増加の150億21百万円となりました。流

動負債は、前事業年度末に比べて2.0％増加の122億19百万円、固定負債は前事業年度末に比べて38.1％増

加の28億１百万円となりました。

　負債合計の増加の主な要因は、支払手形が増加したことなどによるものであります。

　当事業年度末の純資産は、前事業年度末に比べて1.6％減少の615億71百万円となりました。これは、主と

して土地再評価に係る繰延税金の取崩し等によるものであります。

　以上の結果、自己資本比率は、前事業年度末の81.7％から80.4％となり、１株当たり純資産額は前事業年

度末の1,451円05銭から1,428円84銭となりました。

(3) 当事業年度の経営成績の分析

当社の当事業年度の経営成績は、次のとおりであります。

　売上高は、前事業年度に比べ8.5％減収の536億56百万円となりました。建機事業は、都市圏での民間の設

備投資が堅調で、建築基準法改正で工期の遅延等の影響を受けましたものの、積極的な営業活動を推進し

た結果、売上は増加しました。商事事業は、不動産事業の拡大に努めるなど、事業の多角化に注力いたしま

したが、商業設備の事業環境は厳しく売上は大幅な減少となりました。映像・音響事業は縮小する市場の

中で他の事業者との競合も厳しく売上は減少致しました。

　売上原価は、経営資源の集約化等効率向上に努めコスト削減を実施した結果、全体として原価率は

82.2％から81.3％となりました。

　販売費及び一般管理費は、貸倒引当金繰入額等の増加により、前事業年度に比べ2.3％増加し、65億35百

万円となりました。

　この結果、営業利益は、前事業年度に比べ13.0％減少し、34億29百万円となりました。

　営業外収益は、前事業年度に比べ4.1％増加し、７億21百万円となり、営業外費用は、円高進行による大幅

な為替差損の発生のため、前事業年度に比べ105.9％増加し、２億75百万円となりました。

　この結果、経常利益は、前事業年度に比べ13.9％減少し、38億76百万円となりました。

特別損益は、前事業年度に計上いたしました固定資産減損損失と過年度役員退職慰労引当金繰入額が無

くなったこと等により、３億17百万円改善致しました。

　この結果、当期純利益は、前事業年度に比べ6.8％減少し、22億48百万円となりました。

(4) 経営成績に重要な影響を与える要因について
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当社の経営成績に重要な影響を与える要因としては、原材料価格の上昇が、需要減退に大きな影響を与

える原因となるため、利益面に重要な影響を及ぼす可能性があります。また不動産購入に関わる金額が、

市場価格の変動により不適切となった場合は、資産評価に重要な影響を及ぼす可能性があります。

(5) 経営戦略の現状と見通し

当社といたしましては、建機事業では建設機械のレンタル部門において、大都市圏で積極的な営業拠点

の展開を実施しております。今後につきましても引続き都市圏への展開を図りつつ効率化をさらに推進

して高収益を目指してまいります。販売部門においても、優良顧客に対して従来に無い新たな関係を構築

すべく積極的な提案営業を行ってまいります。

　商事事業では将来性が認められる商材の開拓をさらに進めるとともに、厳しい事業環境においても安定

した収益が確保できるよう並行して無駄の排除に努めてまいります。

　不動産事業では住宅分譲部門において、環境を重視した高質な商品で差別化を図ってまいります。不動

産賃貸部門においては、好立地を最優先にするとともに入居者に対するサービス強化を図り、より顧客満

足度を高めるなどの営業展開に努めてまいります。

(6) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

当社の資金状況は、以下のとおりであります。

　営業活動の結果得られた資金は28億46百万円（前事業年度は７億34百万円の増加）となりました。主な

要因は、税引前当期純利益等によるものであります。

　投資活動資金の減少額は95億61百万円（前事業年度は57億25百万円の減少）となりました。主な要因

は、賃貸用不動産等の有形固定資産の取得等によるものであります。

　財務活動において使用した資金は13億28百万円（前事業年度は12億75百万円）であります。主な要因

は、配当金の支払等によるものであります。これらの結果、当事業年度末における現金及び現金同等物は、

前事業年度末より80億88百万円減少し、当事業年度末残高は、126億18百万円となりました。

　なお、当社の運転資金需要のうち主なものは、商品仕入資金、販売費及び一般管理費等の営業費用であり

ます。

　また、当事業年度に実施した設備投資の所要資金は手元資金より充当し、資金調達は行っておりません。

　　

(7) 経営者の問題意識と今後の方針について

米国経済の減速感や原材料価格高、為替動向等の懸念材料は解消されておらず、また個人消費も低迷す

る中、景気の先行きは決して予断を許さない状況が当面続くものと予想されます。当社といたしまして

は、建築事業、商事事業、不動産事業の各事業へ経営資源の適切な配分を随時行いそれぞれの収益性の増

大に努めてまいります。建機事業では引続き保有機械の更新を怠らず、商事事業では部門間競争による有

力顧客の増加に努め、不動産事業では優良資産の収益率向上に取り組んでいく所存でございます。
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第３ 【設備の状況】

１ 【設備投資等の概要】

当事業年度の設備投資総額は、101億32百万円であり、このうち主なものは、建機事業における貸与資産へ

の投資６億59百万円、商業事業における賃貸用建物及び附属設備等への投資56億91百万円、賃貸用土地への

投資36億59百万円等であります。

なお、所要資金はすべて自己資金によっております。

また、当事業年度において重要な売却・除却はありません。

２ 【主要な設備の状況】

当社における主要な設備は、以下のとおりであります。

平成20年２月29日現在

事業所名
(所在地)

事業部門の
名称

設備の
内容

帳簿価額(百万円)
従業
員数
(人)貸与資産

賃貸用
建物及び
附属設備

賃貸用土地
(面積㎡)

建物及び
構築物

土地
(面積㎡)

その他 合計

滋賀工場
(湖南市)

建機事業
商事事業

生産設備等 ― ― ― 265
952

(31,959.75) 
9 1,227

10
［4］

本社
(大阪市西区)

各事業及び
全社的管理
業務

本社社屋
販売設備等

― ― ―　　　 2,213
1,148

(3,595.72) 
54 3,416

100
［13］

本社
(大阪市西区)

商事事業
　賃貸用
　不動産

― 8,830
7,888

〈49,844.32〉
― ― ― 16,718

1
［1］

東日本事業部
東京支店
(東京都港区）
他営業所9店舗

建機事業
商事事業

販売設備等 540 ― ― 107
1,901

(47,908.63)
〔66,699.02〕

20 2,568
123
［39］

西日本事業部
大阪支店
(大阪市西区）
他営業所17店舗

建機事業
商事事業

販売設備等 689 ― ― 128
147

(2,313.17) 
〔62,558.12〕

11 976
133
［55］

システム事業部
大阪支店
(大阪市西区）
他営業所5店舗

商事事業
映像・音響
事業

販売設備等 400 ― ― 0 ― 0 400
21
［1］

(注) １　上記金額には消費税等は含まれておりません。

２　帳簿価額のうち「その他」は、機械装置、車両運搬具、工具器具備品及び建設仮勘定の合計であります。

３　土地の一部を外部の第三者から賃借しております。賃借料は、１億91百万円であり、面積については、〔　〕内に

外書で記載しております。また、土地の一部を外部の第三者へ賃貸しており、面積については、<  　>内に外書

で記載しております。

４　現在休止中の主要な設備はありません。

５　臨時従業員数は[　]内に年間平均雇用人員を外書で記載しております。

６　上記の他、主要な賃借設備は下記のとおりであり、金額には消費税等は含まれておりません。

事業所名
(所在地)

事業部門の名称 設備の内容 台数(台) リース期間(年)
年間リース料
(百万円)

リース契約残高
(百万円)

全社 建機事業 貸与資産 4,744 ２～５ 2,600 8,864

全社 全社共通 コンピューター等 45 ４～５ 107 135
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３ 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

　

事業所名
(所在地)

事業部門の
名称

設備の
内容

今後の所要資金(百万円)

第49期上半期
自　平成20年3月１日
至　平成20年8月31日

第49期下半期
自　平成20年9月１日
至　平成21年2月28日

計

建機事業全店 建機事業 貸与資産 250 350 600

広島支店　　(広

島市)
建機事業 土地建物 300 100 400

本社

(大阪市西区)
商事事業

賃貸用
不動産

350 ― 350

(注)　１　上記金額には消費税等は含まれておりません。

 ２　必要性は次のとおりです。

 　貸与資産：設備の更新及び需要の多様化と販売強化のため

   土地建物：広島地区での販売強化のため

　 賃貸用不動産：事業の多角化の一環として

 ３　資金調達方法：上記設備の今後の所要資金は、自己資金で賄う予定であります。

 ４　設備の内容は次のとおりです。

 　貸与資産：掘削機、発電機、ウェルダー、コンプレッサー等土木建設機械

　 土地建物：レンタル営業店

 　賃貸用不動産：土地付賃貸用ビル

　

(2) 重要な設備の除却等

経常的な設備の更新のための除却等を除き、重要な設備の除却等の計画はありません。
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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】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 149,959,000

計 149,959,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
事業年度末現在発行数

(株)
(平成20年２月29日)

提出日現在発行数
(株)

(平成20年５月23日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 47,841,297 47,841,297
大阪証券取引所
(市場第一部)

完全議決権株式であ
り、権利内容に何ら
限定のない当社にお
ける標準となる株式

計 47,841,297 47,841,297― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(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】

　

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13年10月４日(注) △41 47,841 ― 12,208 ― 13,716

(注) 　自己株式の利益による消却であります。
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(5) 【所有者別状況】
平成20年２月29日現在

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

金融商品
取引業者

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)

0 15 17 190 55 1 2,2902,568 ―

所有株式数
(単元)

0 9,070 86 15,4357,996 1 14,70547,293548,297

所有株式数
の割合(％)

0.00 19.18 0.18 32.6416.91 0.00 31.09 100 ―

(注) １　自己株式 4,749,497株は、「個人その他」の欄に4,749単元、「単元未満株式の状況」の欄に497株含めており

ます。　　　

２　「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、9単元含まれております。

　

(6) 【大株主の状況】
平成20年２月29日現在

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(％)

有限会社脇田興産 大阪府豊中市上野東３丁目５番３号 4,707 9.84

バンク　オブ　ニューヨーク　
ジーシーエム　クライアント　ア
カウンツ　イーエル　アールジー
（常任代理人　株式会社三菱東
京UFJ銀行）

VICTORIA　PLAZA,111　BUCKINGHAM 
PALACE ROAD LONDON SW1W OSB U.K.
(東京都千代田区丸の内２丁目７番１号
決済事業部）     

2,620 5.48

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１丁目６番６号 2,259 4.72

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 2,126 4.44

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１丁目１番２号 2,122 4.44

オリックス株式会社 東京都港区浜松町２丁目４－１ 1,926 4.03

脇　田　冨美男 大阪府豊中市 1,680 3.51

日立建機株式会社 東京都文京区後楽２丁目５番１号 930 1.95

株式会社りそな銀行 大阪市中央区備後町２丁目２番１号 772 1.62

ステート　ストリート　バンク　
アンド　トラスト　カンパニー
505019
（常任代理人　株式会社みずほ
コーポレート銀行　兜町証券決
済業務室）

AIB INTERNATIONAL CENTRE P.O.
 BOX 518 
IFSC DUBLIN, IRELAND
(東京都中央区日本橋兜町６番７号)

752 1.57

計 ― 19,896 41.59

(注） １ 当社は自己株式(4,749千株、持株比率9.93％)を保有しておりますが、上記の大株主から除いております。

 ２ 株式会社三井住友銀行の所有株式数には、同行が退職給付信託の信託財産として拠出し、議決権行使の指図権

を留保している当社株式944千株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合1.97％)を含んでおります。な

お、株主名簿上の名義は「日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(中央三井アセット信託銀行再信託分

・株式会社三井住友銀行退職給付信託口)」であります。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】
平成20年２月29日現在

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 4,749,000
―

権利内容に何ら限定のない当社
における標準となる株式

完全議決権株式(その他) 普通株式 42,544,000 42,544同上

単元未満株式 普通株式 548,297 ― 同上

発行済株式総数 47,841,297 ― ―

総株主の議決権 ― 42,544 ―

(注) １「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が9,000株(議決権の数9個)含ま

れております。

２「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式497株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成20年２月29日現在

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)
株式会社ワキタ

大阪市西区江戸堀一丁目３番２０号 4,749,000 ― 4,749,000 9.93

計 ― 4,749,000 ― 4,749,000 9.93

　

(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。
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２ 【自己株式の取得等の状況】
　

   【株式の種類等】　会社法第155条第７号による普通株式の取得

　

(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】

会社法第155条第７号による取得

区分 株式数(株) 価額の総額(円)

当事業年度における取得自己株式 34,039 30,103,198

当期間における取得自己株式 700 414,200

（注）当期間における取得自己株式には、平成20年５月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取

請求による株式数は含まれておりません。

　

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

　

区分

当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額

(円)
株式数(株)

処分価額の総額
(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(買増請求による売却) 1,710 1,270,920           　800 598,588

保有自己株式数 4,749,497 - 4,749,397 -

　 (注）１　当期間における「その他(買増請求による売却)」には、平成20年５月１日からこの有価証券報告書提出日まで

の単元未満株式の買増請求による株式数は含まれておりません。

２　当期間における「保有自己株式数」には、平成20年５月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株

式の買取請求及び買増請求による株式数は含まれておりません。
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３ 【配当政策】

当社は、財務の健全性を保ちながら、安定的な配当を実施することを基本としつつ、業績に応じ、適宜還

元させていただくことを配当の基本方針としております。

　当社は、期末配当として年１回の剰余金の配当を行うことを基本的な方針としております。期末配当の

決定機関は、株主総会であります。

当期におきましては、上記方針に基づき、１株につき23円配当とさせていただきます。　

内部留保資金につきましては、新規事業に対する機動的な対応を可能とするため、引続き相応の確保を

継続してまいる所存でございます。

　また、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

中間配当の決定機関は、取締役会であります。

　なお、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。

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20年５月22日
定時株主総会決議

991 23

　

　

４ 【株価の推移】

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

　

回次 第44期 第45期 第46期 第47期 第48期

決算年月 平成16年２月 平成17年２月 平成18年２月 平成19年２月 平成20年２月

最高(円) 740 990 1,370 1,234 983

最低(円) 346 722 930 860 590

(注)　最高・最低株価は大阪証券取引所市場第一部におけるものであります。

　

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】

　

月別 平成19年９月 平成19年10月平成19年11月平成19年12月平成20年１月 平成20年２月

最高(円) 945 803 780 721 721 670

最低(円) 731 766 650 650 590 605

(注)　最高・最低株価は大阪証券取引所市場第一部におけるものであります。
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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)

取締役会長 代表取締役 脇　田　冨美男 昭和２年10月11日生

昭和30年３月脇田機械工業所(舶用機械の販売

及び修理業)を創業

注2 1,680

昭和35年３月脇田機械工業株式会社に改組

代表取締役社長就任

(昭和49年３月、株式会社ワキタに

商号変更)

昭和59年10月株式会社ワキタ・クレジット代表

取締役社長就任

平成16年５月当社代表取締役会長就任(現)

取締役社長 代表取締役 脇　田　貞　二 昭和32年２月10日生

平成４年４月 当社入社　社長室長就任

注2 6

平成４年５月 当社取締役社長室長就任

平成10年５月当社常務取締役(社長室担当)就任

平成12年８月当社常務取締役営業本部副本部長

(本社営業部・システム事業部担

当)就任

平成14年５月当社専務取締役営業本部副本部長

(本社営業部・システム事業部担

当)就任

平成16年５月当社代表取締役社長就任(現)

取締役副社長

営業本部本部
長（兼）不動
産事業本部本
部長

砥　石　治　雄 昭和15年４月４日生

昭和35年３月当社入社

注2 200

昭和44年４月当社取締役東京支店長就任

昭和51年３月当社取締役本部長就任

平成２年４月 当社常務取締役本部長就任

平成10年５月当社専務取締役営業本部本部長就

任

平成16年５月当社取締役副社長営業本部本部長

就任

平成18年３月当社取締役副社長営業本部本部長

　就任

平成20年３月当社取締役副社長営業本部本部長

兼不動産事業本部本部長就任

（現）

専務取締役
西日本建機事
業本部本部長

高　田　寿　二 昭和17年11月９日生

昭和43年５月当社入社

注2 14

昭和63年５月当社取締役東京支店長就任

平成４年４月 当社常務取締役営業本部副本部長

（関東事業部担当）就任

平成14年５月当社常務取締役(西日本・近畿事

業部担当)就任

平成18年３月当社常務取締役西日本事業本部本

部長就任

平成20年３月当社常務取締役西日本建機事業本

部本部長

平成20年５月当社専務取締役西日本建機事業本

部本部長（現）
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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
商事事業本部
本部長

池　田　行　弘 昭和22年９月23日生

昭和41年11月当社入社

注2 4

平成４年５月 当社取締役映音事業部長就任

平成11年３月当社取締役システム事業部長就任

平成14年５月当社常務取締役(本社営業第三部

・システム事業部担当)就任

平成18年３月当社常務取締役商事事業本部本部

長（本社営業三部・システム事業

部担当)就任

平成20年３月当社常務取締役商事事業本部本部

長（本社営業一部・本社営業三部

・システム営業部・住設営業部担

当)就任

平成20年５月当社専務取締役商事事業本部本部

長（本社営業一部・本社営業三部

・システム営業部・住設営業部担

当)就任（現）

専務取締役
営業本部副本
部長

三　宅　俊　昭 昭和19年２月22日生

昭和43年３月当社入社

注2 13

平成６年５月 当社取締役九州事業部長就任

平成14年５月当社取締役営業推進部長就任

平成16年５月当社常務取締役営業本部副本部長

(営業推進部担当)就任

平成16年６月当社常務取締役営業本部副本部長

(営業推進部・製造部担当)就任

平成20年５月当社専務取締役営業本部副本部長

(営業推進部・製造部担当)就任

(現)

常務取締役

商事事業本部
副本部長(兼)
本社営業第二
部長

吉　野　睦　夫 昭和21年10月５日生

昭和45年３月当社入社

注2 10

平成９年３月 当社本社営業第二部長就任

平成12年５月当社執行役員本社営業第二部長就

任

平成14年５月当社取締役本社営業第二部長就任

平成18年３月当社取締役商事事業本部副本部長

兼本社営業第二部長就任

平成20年５月当社常務取締役商事事業本部副本

部長

兼本社営業第二部長就任（現）

取締役 不動産部長 脇　尾　郁　夫 昭和20年７月６日生

昭和43年３月当社入社

注2 81

平成６年５月 当社取締役製造部長就任

平成14年５月当社取締役製造部長兼住宅関連事

業部長就任

平成16年６月当社取締役住宅関連事業部長就任

平成20年３月当社取締役不動産部長就任（現）

取締役 名古屋支店長 奥 出 哲 夫昭和21年１月25日生

昭和44年４月当社入社

注2 11

平成９年３月 当社北海道・東北事業部長就任

平成12年５月当社執行役員北海道・東北事業部

長就任

平成18年３月当社執行役員名古屋支店長就任

平成18年５月当社取締役名古屋支店長就任　

（現）

取締役
管理本部本部
長(兼)
経理部長

重  松  巌 昭和22年９月20日生

昭和45年３月当社入社

注2 44

平成10年３月当社経理部長就任

平成14年５月当社執行役員経理部長就任

平成18年５月当社取締役管理本部本部長兼経理

部長就任（現）
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期

所有株式数
(千株)

取締役 総務部長 小　田　俊　夫 昭和26年４月３日生

昭和51年４月株式会社太陽神戸銀行（現株式会

社三井住友銀行）入行

注2 2

平成14年４月同行天王寺ブロック部長就任

平成16年２月当社出向総務部長就任

平成17年２月当社入社総務部長就任

平成18年５月当社執行役員総務部長就任

平成20年５月当社取締役総務部長就任（現）

取締役
大阪中央支店
長

田  中  詳  健昭和24年2月24日生

昭和46年３月当社入社

注2 4

平成８年３月  当社東京支店長就任

平成14年６月 当社大阪中央支店長就任

平成18年５月 当社執行役員大阪中央支店長就任

平成20年５月 当社取締役大阪中央支店長就任

(現）

監査役 常勤 向　江　利　安 昭和17年10月25日生

昭和42年６月当社入社

注3 4平成６年５月 当社取締役近畿事業部長就任

平成16年５月当社常勤監査役就任(現)

監査役 ―― 辻　本　尚　夫 昭和14年７月11日生

平成２年４月 株式会社三和銀行(現株式会社三

菱東京ＵＦＪ銀行)田辺支店長就

任

注3 10
平成４年12月当社出向営業開発部長就任

平成６年５月 当社取締役ハウス事業部長就任

平成12年５月当社常勤監査役就任

平成17年６月当社監査役就任(現)

監査役 ―― 山　本　守　昭 昭和４年１月５日生

昭和36年４月税理士、中小企業診断士として開

業(現) 注3 154

昭和39年４月当社監査役就任(現)

監査役 ―― 青　木　彦　藏 昭和10年10月26日生

平成６年６月 近畿リース株式会社(現近畿総合

リース株式会社)代表取締役専務

就任 注3 2

平成15年５月当社監査役就任(現)

平成20年１月和歌山地方裁判所司法委員（現）

計 2,242

(注）１　監査役 山本守昭及び青木彦藏の両氏は、会社法第２条第16号に定める「社外監査役」であります。

２　取締役の任期は、平成20年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成22年2月期に係る定時株主総会終結の時

までであります。

３　監査役の任期は、平成19年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成23年２月期に係る定時株主総会終結の

時までであります。

４　取締役社長 脇田貞二は、取締役会長 脇田冨美男の娘婿であります。

５　取締役副社長 砥石治雄は、取締役会長 脇田冨美男の妹婿であります。

６　当社では、１名の執行役員を選任し、業務の執行にあたらせております。執行役員の職務並びに氏名は、法務審

査室長　内田肇一であります。

７　当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第２項に定める補欠監査役１

名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名 生年月日 略歴
所有株式数
(千株)

塩見政明 昭和25年７月６日生

昭和44年３月 株式会社三和銀行(現株式会社三

菱東京ＵＦＪ銀行)入行

1平成６年４月 同行法人部調査役就任

平成17年４月 税理士法人ＴＡＳ入社　統括マ

ネージャー就任(現任)
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６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】

企業の取締役・監査役は株主の皆さまから信任を受け、会社の財産や株主の利益を損なう、あるいは利益

に反する取引や活動がないか等について、日常的に管理監督する義務を果たす必要があり、また株主の皆さ

まをはじめとするいわゆるステーク・ホルダーに対し、重要情報を適時適切に開示し、経営の透明性を高め

ていかなければならないと認識しております。

またその実現のために、制度や機能の強化を図りつつ、コーポレート・ガバナンスを一層充実させていき

たいと考えております。

（１）会社の機関と内容

イ.取締役会は月１回の定例取締役会のほか、年２回決算取締役会を開催し、経営に関する重要事項、

決算案を協議・決定しております。

ロ.営業や財務等に関し、重要事項の計画や実行を決定するため、定例常務会を月1回開催しておりま

す。

ハ.当社は監査役制度を導入しており、当事業年度末現在４名の監査役がおりますが、うち社外監査役

を２名選任しております。

ニ.会計監査人には大阪監査法人を選任しております。

ホ.顧問弁護士には法律上の判断を必要とする場合に、適時アドバイスを受けております。

（２）内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況　

　　取締役会において定めた内部統制システムの基本方針に基づき、業務の適正性を確保していくとと

もに、より効果的な内部統制システムの構築を目指して、現状の見直しを行い、継続的な改善を図っ

てまいります。

その概要は、次の通りです。

イ.取締役及び使用人の職務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

　取締役及び使用人ともにコンプライアンス・マニュアルを行動規範とし、法令・定款及び社会規

範を遵守する。

　コンプライアンス委員会は、取締役及び使用人に対して、法令遵守に係る提言・啓蒙を行う。

　監査役は取締役会や常務会に出席し、取締役の業務執行状況を監視する。

　法務審査室は商行為や契約締結についてのリーガルチェックを稟議規程等に基づいて精査を行

う。

　監査課はコンプライアンス遵守状況を監査し、結果を定期的に取締役会や監査役会に報告する。

　また、法令上疑義のある行為等について、使用人は社内通報制度の利用により、コンプライアンス

委員会へ直接、情報提供を行う。

ロ.取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　取締役会議事録・監査役会議事録・稟議書・その他職務の執行に係る重要情報を文書規程、稟議

規程等に基づき適切に保存・管理し、これらの文書等を常時閲覧することができるものとする。

ハ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　法令、情報セキュリティ、自然災害、製品、事業等のリスクの評価と分析については、それぞれの主

管部が行い、対応するためのルール、マニュアルを作成し、管理する。

　全社横断的なリスク管理は取締役管理本部長の菅掌とし、リスク状況の監視・対策の構築は総務

部が行う。また、リスクが顕在化した場合は迅速な対応により、損害を最小限に抑えるとともに再発

防止策を構築する。

ニ.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

　業務執行の効率化を図るため、組織（分掌）規程、権限規程、稟議規程等の諸規程を見直し、整備す
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る。

　また、全社的目標や各部門の具体的目標を達成するため、ＩＴを活用し、定期的に進捗状況を還元

し、併せて業務の効率化に資するシステムを構築する。

ホ.会社並びに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

　子会社の取締役を兼務する取締役に法令遵守体制及びリスク管理体制を構築する権限と責任を付

与し、企業集団全体については総務部が管轄する。

ヘ.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

　監査役は監査課所属の使用人に監査業務に必要な事項を命令することができるものとする。

ト.当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

　監査役より命令を受けた使用人は、その命令の内容について、取締役からの指揮は受けないものと

する。

チ.取締役及び使用人が監査役に報告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、法定事項に加え、当社に重大な影響を及ぼす事項や業務監査

の状況等を速やかに報告する体制を整備する。

リ.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

　監査役は監査課及び会計監査人との連携を密にする。

　監査役は代表取締役会長及び社長との間で取締役会、監査役会、その他の会合で定期的に意見交換

を行い、重要な情報を共有し意思疎通を図る。

（３）内部監査及び監査役監査の状況

イ.内部監査頻度を高め、監査の網羅性を確保する観点より、内部監査課は当事業年度末現在２名体制

をとっております。

ロ.監査役については当事業年度末現在社内２名、社外２名の４名体制をとっております。社外監査役

からは、経験や見識に基づいた客観的な立場から、課題の提起や意見具申等を受けております。ま

た、監査役と代表取締役２名との定期的な意見交換の場を設け、内部統制強化のための参考として

おります。

（４）会計監査の状況

イ.会計監査人である大阪監査法人に対しましては、正しい経営情報を提供する等、公平不偏な立場か

ら監査が実施されるように環境を整備しております。

ロ.内部監査課、監査役、会計監査人はそれぞれ連携を密にし、効率的な監査活動を展開し、ガバナンス

の強化に貢献しております。

ハ.当社は、大阪監査法人と監査契約を締結しており、法律の規定に基づいた会計監査を実施しており

ます。なお、当社と同監査法人及び当社監査に従事する業務執行社員との間に特別な利害関係はあ

りません。

　当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、宮本富雄氏、廣瀬季永氏であり、当社における継続

監査年数は宮本氏が１３年、廣瀬氏が２年であります。

　また、当社の会計監査に係る補助者は公認会計士４名であります。
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（５）会社と社外取締役、社外監査役との人的・資本的関係又は取引関係等

社外取締役は当事業年度末現在選任しておりません。

社外監査役について特に取引関係等はございません。

（６）会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近の１年間における実施状況

イ.平成20年２月期は17回の取締役会を開催しております。

ロ.平成20年２月期は11回の常務会を開催しております。

ハ.平成20年２月期は16回の監査役会を開催しております。

ニ.平成20年２月期は4回のコンプライアンス委員会を開催しております。

（７）役員報酬の内容

当事業年度における当社取締役及び監査役に対する年間報酬総額

取締役 10名 1億82百万円((注)３に該当する金額は含んでおりません。)

監査役 ４名 24百万円(うち、社外監査役2名に対し6百万円）

（注）１　社外取締役は選任されておりません。

２　報酬限度額

取締役 年額 ２億50百万円(但し、使用人兼務取締役の使用人分支給額は含まない。)

監査役 年額 40百万円

３　使用人兼務取締役の使用人給与相当額59百万円

（８）監査報酬の内容

当社の会計監査人である大阪監査法人に対する報酬

公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基
づく報酬の金額

28百万円

上記以外の業務に基づく報酬の金額 -百万円

（９）取締役の定数

当社の取締役は、12名以内とする旨を定款に定めております。

（10）取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する

株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、取締役の選任決議については、累積投票によ

らないものとする旨を定款に定めております。

（11）株主総会決議事項を取締役会で決議する事ができることとした事項

　イ．自己の株式の取得

当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式

を取得することができる旨を定款に定めております。これは機動的に自己株式の取得を行うことを目

的とするものであります。

　ロ．中間配当

当社は、株主への機動的な利益還元のため、会社法第454条第5項の規定により取締役会の決議によっ

て、毎年8月31日を基準日として、中間配当をすることができる旨を定款に定めております。

（12）株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することが

できる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う

旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主

総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
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当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は次のとおりであります。
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第５ 【経理の状況】

１　財務諸表の作成方法について

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18年３月１日から平成19年２月28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19年３月１日から平成20年２月29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。

また、当事業年度(平成19年３月１日から平成20年２月29日まで)は、「財務諸表等の用語、様式及び作成

方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成18年12月26日　内閣府令第88号）附則第３項のた

だし書きにより、改正後の財務諸表等規則を早期に適用しております。

　

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、前事業年度(平成18年３月１日から平成19年２月28日ま

で)の財務諸表については、ナニワ監査法人により監査を受け、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に

基づき、当事業年度(平成19年３月１日から平成20年２月29日まで)の財務諸表については、大阪監査法人に

より監査を受けております。 

　なお、従来から当社が監査証明を受けているナニワ監査法人は、有恒監査法人と平成19年７月１日に合併

し、名称を大阪監査法人に変更しております。 

　

３　連結財務諸表について

「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)第５条第２項によ

り、当社では、子会社の資産、売上高等からみて、当企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断

を誤らせない程度に重要性が乏しいものとして、連結財務諸表は作成しておりません。

なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。

①　資産基準 2.5％

②　売上高基準 3.1％

③　利益基準 2.6％

④　利益剰余金基準 1.2％

※会社間項目の消去後の数値により算出しております。
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１ 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

該当事項はありません。

　

(2) 【その他】

該当事項はありません。
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２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

　
前事業年度

(平成19年２月28日)
当事業年度

(平成20年２月29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 14,607 13,552

　２　受取手形 8,244 9,467

　３　売掛金 3,988 3,944

　４　賃貸未収入金 2,374 2,539

　５　営業貸付金 300 131

　６　有価証券 7,611 1,213

　７　金銭債権信託 1,960 ─

　８　商品 627 538

　９　販売用不動産 1,421 2,846

　10　製品 175 323

　11　原材料 282 255

　12　貯蔵品 38 42

　13　前渡金 1,578 128

　14　前払費用 12 9

　15　繰延税金資産 236 276

　16　未収収益 41 41

　17　従業員短期貸付金 18 14

　18　未収入金 188 308

　19　その他 32 240

　　　貸倒引当金 △769 △923

　　　流動資産合計 42,97056.1 34,95045.6

Ⅱ　固定資産

　１　有形固定資産

　　(1) 貸与資産 ※１ 9,665 9,270

　　　　減価償却累計額 8,033 1,631 7,640 1,629

　　(2) 賃貸用不動産
　　　　賃貸用建物及び
　　　　附属設備

3,993 9,639

　　　　減価償却累計額 581 3,411 809 8,830

　　　　賃貸用土地 ※２ 4,228 7,888

　　(3) 建物 5,482 5,494

　　　　減価償却累計額 2,896 2,585 2,963 2,531

　　(4) 構築物 1,014 1,020

　　　　減価償却累計額 833 181 837 183

　　(5) 機械装置 331 329

　　　　減価償却累計額 277 54 282 47

　　(6) 車両運搬具 45 44

　　　　減価償却累計額 42 2 41 2

　　(7) 工具器具備品 309 310

　　　　減価償却累計額 276 33 276 34

　　(8) 土地 ※２ 4,149 4,149

　　(9) 建設仮勘定 15 11

　　　有形固定資産合計 16,29421.3 25,30833.0

　２　無形固定資産

　　(1) 借地権 150 144

　　(2) ソフトウェア 5 4

　　(3) 電話加入権 39 39

　　(4) その他の施設利用権 3 2

　　　無形固定資産合計 198 0.3 191 0.3
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　 前事業年度
(平成19年２月28日)

当事業年度
(平成20年２月29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 10,748 7,579

　　(2) 関係会社株式 20 1,578

　　(3) 出資金 36 37

　　(4) 従業員長期貸付金 26 22

　　(5) 関係会社長期貸付金 ─ 332

　  (6) 破産債権・更生債権
　　　  その他これらに
　　　  準ずる債権

46 237

　　(7) 長期前払費用 13 90

　　(8) 繰延税金資産 ─ 409

　　(9) 再評価に係る繰延税金
　　　　資産

559 ─

　 (10) 敷金及び保証金 518 508

　 (11) 保険積立金 43 59

　 (12) 長期性預金 5,161 5,522

　 (13) その他 148 124

　　　　貸倒引当金 △203 △361

　　　　投資その他の資産合計 17,12022.3 16,14121.1

　　　　固定資産合計 33,61343.9 41,64154.4

　　　資産合計 76,583100.0 76,592100.0

(負債の部)

Ⅰ　流動負債

　１　支払手形 5,915 6,947

　２　買掛金 2,757 2,037

　３　賃借未払金 632 727

　４　未払金 229 293

　５　未払費用 4 5

　６　未払法人税等 968 836

　７　未払消費税等 165 174

　８　前受金 94 111

　９　預り金 35 39

　10　１年以内に到来する
　　　長期前受利息

37 61

　11　賞与引当金 199 203

　12　割賦未実現利益 279 344

　13　固定資産購入支払手形 163 16

　14　固定資産購入未払金 341 332

　15　その他 155 87

　　　流動負債合計 11,97915.6 12,21916.0

Ⅱ　固定負債

　１　繰延税金負債 309 ─

　２　再評価に係る繰延税金
　　　負債

─ 713

　３　退職給付引当金 6 9

　４　役員退職慰労引当金 694 728

　５　長期前受利息 22 43

　６　固定資産購入長期未払金 613 533

　７　預り保証金 ─ 773

　８　その他 381 ─

　　　固定負債合計 2,0282.7 2,8013.6

　　　負債合計 14,00818.3 15,02119.6
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　 前事業年度
(平成19年２月28日)

当事業年度
(平成20年２月29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 12,20815.9 12,20815.9

　２　資本剰余金

　　(1) 資本準備金 13,716 13,716

　　(2) その他資本剰余金 0 1

　　　資本剰余金合計 13,71717.9 13,71717.9

　３　利益剰余金

　　(1) 利益準備金 1,182 1,182

　　(2) その他利益剰余金

　　　　役員退職積立金 420 ─

　　　　建物圧縮積立金 25 23

　　　　土地圧縮積立金 58 58

　　　　別途積立金 32,000 34,000

　　　　繰越利益剰余金 4,908 4,586

　　　利益剰余金合計 38,59450.4 39,85152.0

　４　自己株式 △2,082△2.7 △2,110△2.7

　　　株主資本合計 62,43881.5 63,66783.1

Ⅱ　評価・換算差額等

　１　その他有価証券
　　　評価差額金

958 1.3 △4 △0.0

　２　繰延ヘッジ損益 △3 △0.0 △0 △0.0

　３　土地再評価差額金 ※２ △818△1.1 △2,091△2.7

　　　評価・換算差額等合計 136 0.2 △2,095△2.7

　　　純資産合計 62,57581.7 61,57180.4

　　　負債純資産合計 76,583100.0 76,592100.0
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② 【損益計算書】

　
前事業年度

(自　平成18年３月１日
　至　平成19年２月28日)

当事業年度
(自　平成19年３月１日
　至　平成20年２月29日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ　売上高

　１　商品売上高 43,734 37,439

　２　製品売上高 1,557 1,356

　３　賃貸収入 13,354 58,646100.0 14,860 53,656100.0

Ⅱ　売上原価

　１　商品売上原価

　　(1) 期首商品・販売用
　　　　不動産たな卸高

1,495 2,048

　　(2) 当期商品仕入高 39,233 34,189

　　(3) 直接費 ※１ 4 2

　　　　　小計 40,733 36,240

　　(4) 期末商品・販売用
　　　　不動産たな卸高

2,048 3,385

　　　　　合計 38,684 32,855

　２　製品売上原価

　　(1) 期首製品たな卸高 125 175

　　(2) 当期製品製造原価 1,255 1,239

　　　　　小計 1,380 1,414

　　(3) 製品振替高 ※２ 99 106

　　(4) 期末製品たな卸高 175 323

　　　　　合計 1,106 983

　３　賃貸原価 ※３ 8,435 48,22782.2 9,772 43,61181.3

Ⅲ　割賦売上利益の調整

　１　割賦売上利益繰延戻入 142 182

　２　割賦売上利益繰延 226 △83 △0.2 262 △80 △0.1

　　　　売上総利益 10,33517.6 9,96518.6

Ⅳ　販売費及び一般管理費

　１　広告宣伝費 180 130

　２　販売諸費 ※４ 138 95

　３　貸倒引当金繰入額 310 707

　４　役員報酬 254 266

　５　給料・賞与 2,412 2,435

　６　賞与引当金繰入額 192 197

　７　退職給付費用 154 146

　８　役員退職慰労引当金
　　　繰入額

33 33

　９　福利厚生費 474 468

　10　賃借料 845 843

　11　減価償却費 177 161

　12　その他 1,216 6,39010.9 1,049 6,53512.2

　　　営業利益 3,9446.7 3,4296.4
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　 前事業年度
(自　平成18年３月１日
　至　平成19年２月28日)

当事業年度
(自　平成19年３月１日
　至　平成20年２月29日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅴ　営業外収益

　１　受取利息 270 295

　２　受取配当金 134 225

　３　有価証券売却益 32 ─

　４　仕入割引 57 61

　５　為替差益 82 ─

　６　雑収入 115 693 1.2 139 721 1.3

Ⅵ　営業外費用

　１　有価証券売却損 44 ─

　２　たな卸資産処分損 3 ─

　３　たな卸資産評価損 26 ─

　４　為替差損 ─ 247

　５　雑支出 60 133 0.2 27 275 0.5

　　　経常利益 4,5047.7 3,8767.2

Ⅶ　特別利益

　１　固定資産売却益 ※５ 60 10

　２　投資有価証券売却益 0 ─

　３　関係会社清算益 ─ 60 0.1 46 57 0.1

Ⅷ　特別損失

　１　固定資産売却損 ※６ ─ 0

　２　固定資産除却損 ※７ 28 21

　３　固定資産減損損失 ※８ 86 ─

　４　過年度役員退職慰労引当
　　　金繰入額

227 ─

　５　その他 ─ 343 0.6 0 22 0.0

　　　税引前当期純利益 4,2217.2 3,9117.3

　　　法人税、住民税
　　　及び事業税

1,843 1,765

　　　法人税等調整額 △34 1,8093.1 △102 1,6623.1

　　　当期純利益 2,4124.1 2,2484.2
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製造原価明細書

　
前事業年度

(自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日)

当事業年度
(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

Ⅰ　材料費 1,094 87.1 1,080 87.2

Ⅱ　労務費 (注)１ 104 8.3 104 8.4

Ⅲ　経費 57 4.6 53 4.4

　　(外注加工費) (14) (12)

　　(減価償却費) ( 9) (8)

　　(その他) (32) (32)

　　当期総製造費用 1,255 100.0 1,239 100.0

　　当期製品製造原価 1,255 1,239

(注) １　労務費には次のものが含まれております。

前事業年度 当事業年度

賞与引当金繰入額 6百万円 6百万円

２　原価計算の方法

　　当社の原価計算は、総合原価計算による実際原価計算であります。
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③ 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日)

　
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

平成18年２月28日残高(百万円) 12,208 13,716 0 13,717

事業年度中の変動額

　剰余金の配当(注)１

　建物圧縮積立金の取崩(注)２

　別途積立金の積立(注)１

　当期純利益

　土地再評価差額金の取崩

　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２月28日残高(百万円) 12,208 13,716 0 13,717

　
株主資本

利益剰余金

自己株式
株主資本
　
合計利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計役員退職

積立金
建物圧縮
積立金

土地圧縮
積立金

別　途
積立金

繰越利益
剰余金

平成18年２月28日残高(百万円) 1,182 420 29 58 31,0004,41837,108△2,05760,976

事業年度中の変動額

　剰余金の配当(注)１ △949 △949 △949

　建物圧縮積立金の取崩(注)２ △4 4 ― ―

　別途積立金の積立(注)１ 1,000△1,000 ― ―

　当期純利益 2,4122,412 2,412

　土地再評価差額金の取崩 22 22 22

　自己株式の取得 △25 △25

　自己株式の処分 1 1

　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)

― ― △4 ― 1,000 490 1,485 △24 1,461

平成19年２月28日残高(百万円) 1,182 420 25 58 32,0004,90838,594△2,08262,438

　
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
土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年２月28日残高(百万円) 1,071 ― △795 276 61,252

事業年度中の変動額

　剰余金の配当(注)１ △949

　建物圧縮積立金の取崩(注)２ ―

　別途積立金の積立(注)１ ―

　当期純利益 2,412

　土地再評価差額金の取崩 △22 △22 ―

　自己株式の取得 △25

　自己株式の処分 1

　株主資本以外の項目の
　事業年度中の変動額（純額）

△113 △3 △116 △116

事業年度中の変動額合計
　　　　　　　　　　(百万円)

△113 △3 △22 △139 1,322

平成19年２月28日残高(百万円) 958 △3 △818 136 62,575

 (注)１　平成18年５月の定時株主総会における利益処分項目であります。

２　平成19年２月期の決算手続きとして、税務上の建物圧縮積立金の取崩１百万円と平成18年５月の定時株主総会

における利益処分項目２百万円であります。
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当事業年度(自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日)

　
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

平成19年２月28日残高(百万円) 12,208 13,716 0 13,717

事業年度中の変動額

　剰余金の配当

　役員退職積立金の取崩

　建物圧縮積立金の取崩

　別途積立金の積立

　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20年２月29日残高(百万円) 12,208 13,716 1 13,717

　
株主資本

利益剰余金

自己株式
株主資本
　
合計利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計役員退職

積立金
建物圧縮
積立金

土地圧縮
積立金

別　途
積立金

繰越利益
剰余金

平成19年２月28日残高(百万円) 1,182 420 25 58 32,0004,90838,594△2,08262,438

事業年度中の変動額

　剰余金の配当 △991 △991 △991

　役員退職積立金の取崩 △420 420 ― ―

　建物圧縮積立金の取崩 △1 1 ― ―

　別途積立金の積立 2,000△2,000 ― ―

　当期純利益 2,2482,248 2,248

　自己株式の取得 △30 △30

　自己株式の処分 1 1

　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)

― △420 △1 ― 2,000△321 1,256 △28 1,228

平成20年２月29日残高(百万円) 1,182 ― 23 58 34,0004,58639,851△2,11063,667

　
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
土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

平成19年２月28日残高(百万円) 958 △3 △818 136 62,575

事業年度中の変動額

　剰余金の配当 △991

　役員退職積立金の取崩 ―

　建物圧縮積立金の取崩 ―

　別途積立金の積立 ―

　当期純利益 2,248

　自己株式の取得 △30

　自己株式の処分 1

　株主資本以外の項目の
　事業年度中の変動額（純額）

△963 3 △1,272 △2,232 △2,232

事業年度中の変動額合計
　　　　　　　　　　(百万円)

△963 3 △1,272 △2,232 △1,004

平成20年２月29日残高(百万円) △4 △0 △2,091 △2,095 61,571
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④ 【キャッシュ・フロー計算書】

前事業年度
(自　平成18年３月１日
　至　平成19年２月28日)

当事業年度
(自　平成19年３月１日
　至　平成20年２月29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　税引前当期純利益 4,221 3,911

　２　減価償却費 987 1,038

　３　固定資産減損損失 86 ―

　４　賞与引当金の増減額(減少:△) △9 4

　５　退職給付引当金の増減額
　　　(減少:△)

△71 3

　６　役員退職慰労引当金の増減額
　　　(減少:△)

194 33

　７　有形固定資産売却益 △60 △5

  ８　無形固定資産売却益 ― △4

　９　有形固定資産除売却損 28 21

　10　受取利息及び受取配当金 △405 △520

　11　有価証券の売却損益（益：△） 11 ―

　12　為替差損益（益：△） △40 251

　13　投資有価証券の売却・償還損益
　　　(益：△)

△0 ―

　14　たな卸資産評価損 26 ―

　15　金利スワップ評価損益(益：△) △15 △64

　16　売上債権の増減額(増加:△) △1,710 △1,176

　17　たな卸資産の増減額(増加:△) △640 △1,462

　18　前渡金の増減額(増加:△) △95 1,450

　19　破産債権・更正債権その他
　　　これらに準ずる債権の増減額
　　　(増加：△)

0 △191

　20　仕入債務の増減額(減少:△) △384 407

　21　貸倒引当金の増減額(減少:△) 20 312

  22  関係会社清算益 ― △46

　23　その他 414 258

　　　　小計 2,557 4,220

　24　利息及び配当金の受取額 389 519

　25　法人税等の支払額(純額) △2,211 △1,894

　　　　営業活動による
　　　　キャッシュ・フロー

734 2,846
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　 前事業年度
(自　平成18年３月１日
　至　平成19年２月28日)

当事業年度
(自　平成19年３月１日
　至　平成20年２月29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　定期預金の預入による支出 △6,306 ―

　２　定期預金の払戻による収入 6,200 352

　３　金銭債権信託の取得による支出 △2,888 △596

　４　金銭債権信託の償還等
　　　による収入

3,177 1,505

　５　有価証券の取得による支出 △899 ―

　６　有価証券の売却による収入 587 ―

　７　有価証券の償還等による収入 299 ―

　８　有形固定資産の取得による支出 △2,733 △10,057

　９　有形固定資産の売却による収入 182 11

　10　無形固定資産の取得による支出 △6 ―

　11　無形固定資産の売却による収入 ― 10

　12　投資有価証券の取得による支出 △3,526 △205

　13　投資有価証券の売却・償還等
　　　による収入

190 1,251

　14　関係会社株式の取得による支出 ― △1,578

　15　貸付けによる支出 △18 △346

　16　貸付金の回収による収入 25 21

  17  関係会社の清算による収入 ― 66

　18　その他の支出 △245 △41

　19　その他の収入　 235 44

　　　　投資活動による
　　　　キャッシュ・フロー

△5,725 △9,561

Ⅲ　財務活動による
　　キャッシュ・フロー
　１　有形固定資産の割賦支払
　　　による支出

△304 △311

　２　自己株式の取得による支出 △25 △30

　３　自己株式の売却処分による収入 1 1

　４　配当金の支払額 △946 △989

　　　　財務活動による
　　　　キャッシュ・フロー

△1,275 △1,328

Ⅳ　現金及び現金同等物
　　に係る換算差額

8 △45

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額
　　(減少：△)

△6,257 △8,088

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 26,964 20,706

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 20,706 12,618
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重要な会計方針

　

項目
前事業年度

(自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日)

当事業年度
(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

１　有価証券の評価基準及

び評価方法

子会社株式

　移動平均法による原価法

その他有価証券

　時価のあるもの

　　決算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)

子会社株式

　移動平均法による原価法

その他有価証券

　時価のあるもの

　　決算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)

　時価のないもの

　　移動平均法による原価法

　時価のないもの

　　移動平均法による原価法

２　デリバティブ取引によ

り生じる正味の債権及

び債務の評価基準及び

評価方法

　時価法 　時価法

３　たな卸資産の評価基準

及び評価方法

(1) 商品

　　移動平均法による原価法

　　ただし、映像・音響機器商品は移動平

均法による低価法

評価基準は原価法（収益性の低下によ
る簿価切下げの方法）によっておりま
す。

(1) 商品

　　移動平均法

(2) 販売用不動産

　　個別法による原価法

(2) 販売用不動産

　　個別法

(3) 製品

　　総平均法による原価法

(3) 製品

　　総平均法

(4) 原材料・貯蔵品

　　先入先出法による原価法

(4) 原材料・貯蔵品

　　先入先出法

　（会計方針の変更）

　「棚卸資産の評価に関する会計基準」

（企業会計基準委員会　平成18年７

月５日　企業会計基準第９号）が平

成20年３月31日以前に開始する事業

年度に係る財務諸表から適用できる

ことになったことに伴い、当事業年

度から同会計基準を適用しておりま

す。

なお、当該変更に伴う財務諸表に与

える影響は、軽微であります。

項目
前事業年度

(自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日)

当事業年度
(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

４　固定資産の減価償却の

方法

(1) 有形固定資産

　　定率法によっております。

　　ただし、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。)及び

映像・音響機器関係の貸与資産は定

額法によっております。

　　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

　　　貸与資産………………２～７年

　　　賃貸用不動産(建物)…18～50年

　　　建　　物………………７～50年

(1) 有形固定資産

　　定率法によっております。

　　ただし、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。)及び

映像・音響機器関係の貸与資産は定

額法によっております。

　　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

　　　貸与資産………………２～７年

　　　賃貸用不動産(建物)…18～50年

　　　建　　物………………７～50年
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(2) 無形固定資産

　　定額法によっております。

　　なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間(５

年)に基づく定額法によっておりま

す。

(2) 無形固定資産

　　定額法によっております。

　　なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間(５

年)に基づく定額法によっておりま

す。

５　引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

　　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、個別に回収の可能性を

検討し、回収不能見込額を計上して

おります。

(1) 貸倒引当金

　　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、個別に回収の可能性を

検討し、回収不能見込額を計上して

おります。

(2) 賞与引当金

　　従業員への賞与支給に備えるため、当

事業年度に負担すべき支給見込額に

基づき計上しております。

(2) 賞与引当金

　　従業員への賞与支給に備えるため、当

事業年度に負担すべき支給見込額に

基づき計上しております。

(3) 退職給付引当金

　　従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき計上して

おります。

　　なお、会計基準変更時差異(474百万円)

については、10年による按分額を費

用処理しております。

　　また、数理計算上の差異は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数(７年)による定額法によ

り按分した額を、それぞれ発生の翌

事業年度から費用処理することとし

ております。

(3) 退職給付引当金

　　従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき計上して

おります。

　　なお、会計基準変更時差異(474百万円)

については、10年による按分額を費

用処理しております。

　　また、数理計算上の差異は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数(７年)による定額法によ

り按分した額を、それぞれ発生の翌

事業年度から費用処理することとし

ております。

(4) 役員退職慰労引当金

　　役員の退職慰労金の支出に備えるた

め、内規に基づく当事業年度末要支

給額を計上しております。

　　なお、会計処理方法の変更による過年

度発生額682百万円については３年

間にわたり均等額を「特別損失」に

計上することとしております。

(4) 役員退職慰労引当金

　　役員の退職慰労金の支出に備えるた

め、内規に基づく当事業年度末要支

給額を計上しております。

　　

項目
前事業年度

(自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日)

当事業年度
(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

６　収益及び費用の計上基

準

割賦販売については、割賦基準を採用し

ております。なお割賦適用売上高は一般

売上と同一の基準で販売価額を計上し、

次期以降に収入すべき金額に対応する割

賦販売損益は、割賦未実現利益として繰

延処理をしております。

割賦販売については、割賦基準を採用し

ております。なお割賦適用売上高は一般

売上と同一の基準で販売価額を計上し、

次期以降に収入すべき金額に対応する割

賦販売損益は、割賦未実現利益として繰

延処理をしております。

７　リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。

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。

８　ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法

　　繰延ヘッジ会計を採用しております。

(1) ヘッジ会計の方法

　　繰延ヘッジ会計を採用しております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

　　ヘッジ手段……金利スワップ

　　ヘッジ対象……有価証券

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

　　ヘッジ手段……金利スワップ

　　ヘッジ対象……有価証券
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(3) ヘッジ方針

　　資金運用の効率化を目的としてデリバ

ティブ取引を利用しており、投機目

的の取引は行わない方針でありま

す。

(3) ヘッジ方針

　　資金運用の効率化を目的としてデリバ

ティブ取引を利用しており、投機目

的の取引は行わない方針でありま

す。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

　　金利スワップの想定元本、利息の受払

い条件及び契約期間が対象資産とほ

ぼ同一の取引のみであるため、有効

性の評価を省略しております。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

　　金利スワップの想定元本、利息の受払

い条件及び契約期間が対象資産とほ

ぼ同一の取引のみであるため、有効

性の評価を省略しております。

９　キャッシュ・フロー計

算書における資金の範

囲

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、要

求払預金及び容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３カ月以内に償還

期限の到来する短期投資からなっており

ます。

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、要

求払預金及び容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３カ月以内に償還

期限の到来する短期投資からなっており

ます。

10　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について

　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。

消費税等の会計処理について

　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。
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会計処理の変更

　
前事業年度

(自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日)

当事業年度
(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等)

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)

を適用しております。

従来の「資本の部」の合計に相当する金額は62,578百万

円であります。

なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度における

財務諸表は、改正後の財務諸表等規則により作成してお

ります。

―――

 表示方法の変更

前事業年度

(自　平成18年３月１日

  至　平成19年２月28日)

当事業年度

(自　平成19年３月１日

  至　平成20年２月29日)

―――

 

（貸借対照表）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　前事業年度ま

で固定負債の「その他」に含めて表示しておりました

「預り保証金」は、負債純資産合計の総額の100分の１を

超えたため区分掲記しました。　　　　　　　　　　　　　　　　

なお、前事業年度における「預り保証金」の金額は381百

万円であります。
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注記事項

(貸借対照表関係)

　

No.
前事業年度

(平成19年２月28日)
当事業年度

(平成20年２月29日)

※１ 貸与資産は主として土木建設機械であり一部建物

(ハウス)、車両運搬具及び映像・音響機器等が含ま

れております。

貸与資産は主として土木建設機械であり一部建物

(ハウス)、車両運搬具及び映像・音響機器等が含ま

れております。

※２ 「土地の再評価に関する法律」(平成10年３月31日

公布法律第34号)に基づき、事業用土地の再評価を行

い、土地再評価差額金を純資産の部に計上しており

ます。

　再評価の方法

　　「土地の再評価に関する法律施行令」(平成10年

３月31日公布政令第119号)第２条第３号に定め

る土地課税台帳に基づいて、合理的な調整を

行って算出しております。

　再評価を行った年月日　　　平成14年２月28日

　再評価を行った土地の当事業年度末における時価

　と再評価後の帳簿価額との差額

　　　　　　　　　　　　　　　 　△1,948百万円

「土地の再評価に関する法律」(平成10年３月31日

公布法律第34号)に基づき、事業用土地の再評価を行

い、土地再評価差額金を純資産の部に計上しており

ます。

　再評価の方法

　　「土地の再評価に関する法律施行令」(平成10年

３月31日公布政令第119号)第２条第３号に定め

る土地課税台帳に基づいて、合理的な調整を

行って算出しております。

　再評価を行った年月日　　　平成14年２月28日

　再評価を行った土地の当事業年度末における時価

　と再評価後の帳簿価額との差額

　　　　　　　　　　　　　　　  △1,999 百万円

３ 保証債務

　下記会社のリース会社等に対する営業取引(リース

取引・割賦販売)に対して保証を行っております。

㈱第一実業 52百万円

㈱浅原組 52

八田産業㈱ 45

㈱アスコホールディングス 31

㈱フーマトレーディング 31

その他　53社 347

計 561百万円

保証債務

　下記会社のリース会社等に対する営業取引(リース

取引・割賦販売)に対して保証を行っております。

滋賀建機㈱ 105百万円

㈱スペッチオ 85

平川機工㈱ 50

㈱第一実業 42

㈱浅原組 36

その他　49社 289

計 609百万円
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(損益計算書関係)

No.
前事業年度

(自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日)

当事業年度
(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

※１ 直接費とは、映像・音響機器に係る直接経費で、その
内訳は次のとおりであります。

著作権料 3百万円

減価償却費 1

計 4百万円

直接費とは、映像・音響機器に係る直接経費で、その
内訳は次のとおりであります。

著作権料 1百万円

減価償却費 1

計 2百万円

※２ 製品振替高の内訳は次のとおりであります。

貸与資産 23百万円

賃貸原価 73

その他 2

計 99百万円

製品振替高の内訳は次のとおりであります。

貸与資産 48百万円

賃貸原価 54

その他 4

計 106百万円

※３ 賃貸原価とは、土木建設機械等をレンタルまたは
リースして収入するための直接費用及び不動産賃貸
に対応する費用で、その内訳は次のとおりでありま
す。

賃借料 5,137百万円

修理費 681

消耗品費 355

運賃 1,179

減価償却費 798

不動産賃貸費用 243

その他 40

計 8,435百万円

賃貸原価とは、土木建設機械等をレンタルまたは
リースして収入するための直接費用及び不動産賃貸
に対応する費用で、その内訳は次のとおりでありま
す。

賃借料 6,014百万円

修理費 723

消耗品費 350

運賃 1,235

減価償却費 867

不動産賃貸費用 543

その他 38

計 9,772百万円

※４ 販売諸費には、運賃荷造費、販売手数料、販売補修費

等を含んでおります。

販売諸費には、運賃荷造費、販売手数料、販売補修費

等を含んでおります。

※５ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

遊休土地・建物他(大阪市西区) 56百万円

その他（貸与資産他） 3

計 60百万円

固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

保養所建物他(神戸市灘区) 8百万円

その他 1

計 10百万円

※６ ――― 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

構築物 0百万円

計 0百万円

※７ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

貸与資産(陳腐化等のため除却) 4百万円

建物 11

その他（工具器具備品他） 12

計 28百万円

固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

貸与資産(陳腐化等のため除却) 4百万円

賃貸用建物附属設備 7

建物 1

その他（構築物他） 7

計 21百万円

※８ 以下の資産について減損損失を計上しております。

場所 神戸市灘区

用途 保養所

種類 借地権

当社のグルーピングの方法は、原則として事業所別
に区分し、賃貸用不動産については個々の物件を単
位としております。
グルーピングの単位である各事業所においては、減
損の兆候はありませんでしたが、神戸市灘区の保養
所については当事業年度の後半に同地区に新たに保
養所を購入したことにより、上記保養所は今後遊休
となるため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し当
該減少額86百万円を減損損失に計上しております。
なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価
額により測定しており、時価については固定資産税
評価額等に基づいて、合理的な調整を行い評価して
おります。

―――
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(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日)

１　発行済株式に関する事項

　

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) 47,841,297 ― ― 47,841,297

　

２　自己株式に関する事項

　

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) 4,693,597 25,089 1,518 4,717,168

(変動事由の概要) 

増加数の内訳は、次の通りであります。

単元未満株式の買取　　　　　　　　　　　25,089株

減少数の内訳は、次の通りであります。

単元未満株式の買増請求による売渡　　　　 1,518株

　

３　新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

　

４　配当に関する事項

（１） 配当金支払額

　

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成18年５月25日
定時株主総会

普通株式 949 22.00平成18年２月28日平成18年５月26日

　

（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

　

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５月24日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 991 23.00平成19年２月28日平成19年５月25日
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当事業年度(自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日)

１　発行済株式に関する事項

　

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) 47,841,297 ― ― 47,841,297

　

２　自己株式に関する事項

　

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) 4,717,168 34,039 1,710 4,749,497

(変動事由の概要) 

増加数の内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買取　　　　　　　　　　　　 34,039株

減少数の内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買増請求による売渡　　　　　　1,710株

　

３　新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

　

４　配当に関する事項

（１） 配当金支払額

　

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成19年５月24日
定時株主総会

普通株式 991 23.00平成19年２月28日平成19年５月25日

　

（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

　

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20年5月22日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 991 23.00平成20年2月29日平成20年5月23日
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(キャッシュ・フロー計算書関係)

　
前事業年度

(自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日)

当事業年度
(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 14,607百万円

有価証券

　３ヶ月以内ＣＤ 6,900

金銭債権信託勘定

(３ヶ月以内金銭債権信託受益権等)
1,051

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △1,852

現金及び現金同等物 20,706百万円

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 13,552百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △933

現金及び現金同等物 12,618百万円
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(リース取引関係)

項目
前事業年度

(自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日)

当事業年度
(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

１　リース物件の所有権が

借主に移転すると認め

られるもの以外のファ

イナンス・リース取引

（借手側）

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

貸与資産
(百万円)

その他
(工具器
具備品)
(百万円)

合計
(百万円)

取得価額
相当額

2,923 499 3,423

減価償却
累計額
相当額

1,213 342 1,555

期末残高
相当額

1,710 157 1,867

（借手側）

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

貸与資産
(百万円)

その他
(工具器
具備品)
(百万円)

合計
(百万円)

取得価額
相当額

3,014 244 3,259

減価償却
累計額
相当額

1,364 116 1,480

期末残高
相当額

1,650 128 1,779

②　未経過リース料期末残高相当額

１年以内 793百万円
１年超 1,156

計 1,948百万円

②　未経過リース料期末残高相当額

１年以内 740百万円
１年超 1,122

計 1,862百万円

③　支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額

支払リース料 833百万円

減価償却費相当額 713百万円

支払利息相当額 133百万円

③　支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額

支払リース料 1,024百万円

減価償却費相当額 883百万円

支払利息相当額 136百万円

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、残価保証

額を残存価額とする定額法によって

おります。

④　減価償却費相当額の算定方法

　　リース期間を耐用年数とし、残価保証

額を残存価額とする定額法によって

おります。

⑤　利息相当額の算定方法

　　リース料総額とリース物件の取得価額

相当額との差額を利息相当額とし、

各期への配分方法については、利息

法によっております。

⑤　利息相当額の算定方法

　　リース料総額とリース物件の取得価額

相当額との差額を利息相当額とし、

各期への配分方法については、利息

法によっております。

２　オペレーティング・

リース取引

①　借手側

　　未経過リース料

１年以内 1,480百万円
１年超 4,152

計 5,632百万円

①　借手側

　　未経過リース料

１年以内 1,901百万円
１年超 5,056

計 6,958百万円

②　貸手側

　　未経過リース料

１年以内 117百万円
１年超 605

計 722百万円

②　貸手側

　　未経過リース料

１年以内 108百万円
１年超 497

計 605百万円

(減損損失について) 

リース資産に配分された減損損失は

ありませんので、項目等の記載は省

略しております。

(減損損失について) 

リース資産に配分された減損損失は

ありませんので、項目等の記載は省

略しております。
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(有価証券関係)

前事業年度(平成19年２月28日現在)

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

１　その他有価証券で時価のあるもの

区分

前事業年度末
(平成19年２月28日)

取得原価(百万円)
貸借対照表
計上額(百万円)

差額(百万円)

貸借対照表計上額が取得原価を超
えるもの

株式 2,008 3,572 1,563

債券

　国債・地方債等 26 27 0

　金融債 99 99 0

　社債 2,100 2,119 19

その他 2,024 2,133 108

小計 6,260 7,952 1,692

貸借対照表計上額が取得原価を超
えないもの

株式 445 396 △49

債券

　国債・地方債等 99 99 △0

　社債 2,116 2,112 △4

その他 500 475 △24

小計 3,161 3,082 △78

合計 9,421 11,035 1,613

２　当事業年度中に売却したその他有価証券

売却額
(百万円)

売却益の合計額
(百万円)

売却損の合計額
(百万円)

593 32 44

３　時価評価されていないその他有価証券の内容及び貸借対照表計上額

区分

前事業年度末
(平成19年２月28日)

貸借対照表計上額(百万円)

非上場株式 413

譲渡性預金(ＣＤ) 6,900

社債(非上場) 10

計 7,323

４　その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額

(平成19年２月28日）

区分
１年以内
(百万円)

１年超５年以内
(百万円)

５年超10年以内
(百万円)

10年超
(百万円)

譲渡性預金(ＣＤ) 6,900 － － －

債券

　国債・地方債等 11 115 － －

　金融債 99 － － －

　社債 600 2,122 502 －

その他 － 9 － 475

計 7,611 2,247 502 475
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当事業年度(平成20年２月29日現在)

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

１　その他有価証券で時価のあるもの

区分

当事業年度末
(平成20年２月29日)

取得原価(百万円)
貸借対照表
計上額(百万円)

差額(百万円)

貸借対照表計上額が取得原価を超
えるもの

株式 701 1,193 491

債券

　国債・地方債等 115 115 0

　社債 1,099 1,106 7

その他 107 127 19

小計 2,024 2,542 518

貸借対照表計上額が取得原価を超
えないもの

株式 1,803 1,322 △480

債券

　社債 2,112 2,106 △5

その他 2,389 2,349 △40

小計 6,304 5,778 △526

合計 8,329 8,321 △7

２　時価評価されていないその他有価証券の内容及び貸借対照表計上額

区分

当事業年度末
(平成20年２月29日)

貸借対照表計上額(百万円)

非上場株式 450

社債(非上場) 20

計 470

３　その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額

(平成20年２月29日）

区分
１年以内
(百万円)

１年超５年以内
(百万円)

５年超10年以内
(百万円)

10年超
(百万円)

債券

　国債・地方債等 115 － － －

　社債 1,097 1,128 － －

その他 － 7 － 467

計 1,213 1,136 － 467
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(デリバティブ取引関係)

前事業年度(自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日)

１　取引の状況に関する事項

(1) 取引の内容

金利スワップ取引を利用しております。

(2) 取引に対する取組方針

金利スワップ取引は一定の契約額を限度として効率的な運用資金を図るため行っておりますが、短期

的な投機取引は行わない方針であります。

(3) 取引の利用目的

資金運用の効率化を目的としております。

なお、ヘッジ会計の要件を満たすデリバティブ取引についてはヘッジ会計を適用しており、ヘッジ会計

の方法は「重要な会計方針８」に記載のとおりであります。

(4) 取引に係るリスクの内容

金利スワップ取引は、市場金利の変動によるリスクを有しております。なお、契約先は信用度の高い金

融機関を相手として取引を行っており、相手方の契約不履行に係るリスクはほとんどないものと判断し

ております。

(5) 取引に係るリスクの管理体制

取引の実行および管理は、「職務権限規程」に従い経理部において実施しております。また、取引の運

用状況の管理は経理部内の相互牽制を行い、定期的に取引金融機関と残高確認を行い、想定元本等につい

て、内部管理資料と相違ないか点検しております。

(6) 「取引の時価等に関する事項」に係る補足説明等

金利スワップ取引における想定元本は、実際には受払いは行われず、金利受払額を計算するための算定

基礎であり、想定元本の金額自体が必ずしもデリバティブ取引におけるリスク量を示すものではありま

せん。

　

２　取引の時価等に関する事項

金利関連

前事業年度末（平成19年２月28日）

区分 取引の種類
契約額等
(百万円)

うち一年超
(百万円)

時価
(百万円)

評価損益(損：△)
(百万円)

市場
取引
以外
の
取引

金利スワップ取引

受取変動・
支払変動

2,000 2,000 1,862 △137

合計 2,000 2,000 1,862 △137

(注) １　時価の算定方法　取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

２　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、記載対象から除いております。
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当事業年度(自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日)

１　取引の状況に関する事項

(1) 取引の内容

金利スワップ取引を利用しております。

(2) 取引に対する取組方針

金利スワップ取引は一定の契約額を限度として効率的な運用資金を図るため行っておりますが、短期

的な投機取引は行わない方針であります。

(3) 取引の利用目的

資金運用の効率化を目的としております。

なお、ヘッジ会計の要件を満たすデリバティブ取引についてはヘッジ会計を適用しており、ヘッジ会計

の方法は「重要な会計方針８」に記載のとおりであります。

(4) 取引に係るリスクの内容

金利スワップ取引は、市場金利の変動によるリスクを有しております。なお、契約先は信用度の高い金

融機関を相手として取引を行っており、相手方の契約不履行に係るリスクはほとんどないものと判断し

ております。

(5) 取引に係るリスクの管理体制

取引の実行及び管理は、「職務権限規程」に従い経理部において実施しております。また、取引の運用

状況の管理は経理部内の相互牽制を行い、定期的に取引金融機関と残高確認を行い、想定元本等につい

て、内部管理資料と相違ないか点検しております。

(6) 「取引の時価等に関する事項」に係る補足説明等

金利スワップ取引における想定元本は、実際には受払いは行われず、金利受払額を計算するための算定

基礎であり、想定元本の金額自体が必ずしもデリバティブ取引におけるリスク量を示すものではありま

せん。

　

２　取引の時価等に関する事項

金利関連

当事業年度末（平成20年２月29日）

区分 取引の種類
契約額等
(百万円)

うち一年超
(百万円)

時価
(百万円)

評価損益(損：△)
(百万円)

市場
取引
以外
の
取引

金利スワップ取引

受取変動・
支払変動

2,000 2,000 1,926 △73

合計 2,000 2,000 1,926 △73

(注) １　時価の算定方法　取引先金融機関から提示された価格及び想定元本相当の預金預入額等に基づき算定しており

ます。

２　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、記載対象から除いております。

　

次へ

EDINET提出書類

株式会社ワキタ(E02618)

有価証券報告書

52/72



(退職給付関係)

前事業年度(自平成18年３月１日　至平成19年２月28日)

１　採用している退職給付制度の概要

当社は、退職一時金制度及び確定給付型の制度として適格退職年金制度を設けております。

　

２　退職給付債務に関する事項(平成19年２月28日現在)

 ①退職給付債務 △2,116百万円

 ②年金資産 2,112百万円

 ③未積立退職給付債務（①+②） △3百万円

 ④未認識数理計算上の差異 △186百万円

 ⑤会計基準変更時差異の未処理額 189百万円

 ⑥貸借対照表計上額純額（③+④+⑤） △0百万円

 ⑦前払年金費用 6百万円

 ⑧退職給付引当金（⑥－⑦） △6百万円

　

３　退職給付費用に関する事項(自平成18年３月１日　至平成19年２月28日)

①勤務費用 108百万円

②利息費用 33百万円

③期待運用収益 △30百万円

④会計基準変更時差異の費用処理額 47百万円

⑤数理計算上の差異の費用処理額 1百万円

⑥退職給付費用（①+②+③+④+⑤） 160百万円

　

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

①退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

②割引率 1.5%

③期待運用収益率 1.5%

④会計基準変更時差異の処理年数 10年

⑤数理計算上の差異の処理年数 7年

　　　（発生時の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

事業年度から費用処理することとしております。）
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当事業年度(自平成19年３月１日　至平成20年２月29日)

１　採用している退職給付制度の概要

当社は、退職一時金制度及び確定給付型の制度として適格退職年金制度を設けております。

　

２　退職給付債務に関する事項(平成20年２月29日現在)

 ①退職給付債務 △2,013百万円

 ②年金資産 1,946百万円

 ③未積立退職給付債務（①+②） △67百万円

 ④未認識数理計算上の差異 △1百万円

 ⑤会計基準変更時差異の未処理額 142百万円

 ⑥貸借対照表計上額純額（③+④+⑤） 73百万円

 ⑦前払年金費用 83百万円

 ⑧退職給付引当金（⑥－⑦） △9百万円

　

３　退職給付費用に関する事項(自平成19年３月１日　至平成20年２月29日)

①勤務費用 103百万円

②利息費用 31百万円

③期待運用収益 △31百万円

④会計基準変更時差異の費用処理額 47百万円

⑤数理計算上の差異の費用処理額 △8百万円

⑥臨時に支払った割増退職金 9百万円

⑦退職給付費用（①+②+③+④+⑤+⑥） 152百万円

　

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

①退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

②割引率 1.5％

③期待運用収益率 1.5％

④会計基準変更時差異の処理年数 10年

⑤数理計算上の差異の処理年数 7年

　　　（発生時の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

事業年度から費用処理することとしております。）

　

(ストック・オプション等関係)

前事業年度(自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日)

該当事項はありません。

　

当事業年度(自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日)

該当事項はありません。
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(税効果会計関係)

　
前事業年度

(平成19年２月28日)
当事業年度

(平成20年２月29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

(単位：百万円)

繰延税金資産

　賞与引当金 80

　役員退職慰労引当金 282

　一括償却資産 22

　未払事業税 82

　有価証券評価損 54

　たな卸資産評価損 21

　割賦繰延利益 25

　固定資産減損損失 54

　その他 14

繰延税金資産合計 639

繰延税金負債
　固定資産圧縮積立金 △57

　その他有価証券評価差額金 △655

繰延税金負債合計 △712

繰延税金負債の純額 △73
　

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

(単位：百万円)

繰延税金資産

　貸倒引当金 145

　賞与引当金 82

　役員退職慰労引当金 295

　一括償却資産 18

　未払事業税 74

　有価証券評価損 54

　たな卸資産評価損 23

　割賦繰延利益 23

　固定資産減損損失 19

　その他 37

繰延税金資産合計 775

繰延税金負債
　固定資産圧縮積立金 △55

　前払年金費用 △33

繰延税金負債合計 △89

繰延税金資産の純額 685
　

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

(単位：％)

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

1.5

　受取配当金等永久に益金に算入
　されない項目

△0.3

　住民税均等割 1.0

　その他 0.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 42.9
　

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

(単位：％)

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

1.3

　受取配当金等永久に益金に算入
　されない項目

△0.4

　住民税均等割 1.1

　その他 △0.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 42.5
　

　

(持分法損益等)

前事業年度(自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日)

当社は、関連会社がないため、該当事項はありません。

　

当事業年度(自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日)

当社は、関連会社がないため、該当事項はありません。
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【関連当事者との取引】

前事業年度(自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日)

役員及び個人主要株主等

　

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
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)

㈲脇興産
(注)１

豊中市 40
金融及び不
動産の賃貸
・管理

― 兼任1人
不動産の
賃借

不動産の賃
借(注)２

1
敷金及び
保証金

0

（注）　取引金額には消費税等は含まれておりません。

取引条件及び取引条件の決定方針等

１　当社代表取締役会長脇田冨美男が議決権の100％を間接所有している会社との取引であります。

２　不動産の賃借については、取引実勢等に基づいて決定しております。

　

当事業年度(自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日)

役員及び個人主要株主等

　

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
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)

㈲脇興産
(注)１

豊中市 40
金融及び不
動産の賃貸
・管理

― 兼任1人
不動産の
賃借

不動産の賃
借(注)２

1
敷金及び
保証金

0

（注）　取引金額には消費税等は含まれておりません。

取引条件及び取引条件の決定方針等

１　当社代表取締役会長脇田冨美男が議決権の100％を間接所有している会社との取引であります。

２　不動産の賃借については、取引実勢等に基づいて決定しております。

　

(企業結合等関係)

当事業年度(自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日)

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

　
前事業年度

(自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日)

当事業年度
(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

１株当たり純資産額 1,451円05銭 １株当たり純資産額 1,428円84銭

１株当たり当期純利益 55円93銭 １株当たり当期純利益 52円17銭

　　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　　（追加情報）

　　当事業年度から、改正後の「１株当たり当期純利益に

関する会計基準」(企業会計基準委員会 最終改正平

成18年１月31日企業会計基準第２号)及び「１株当

たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企

業会計基準委員会　最終改正平成18年１月31日企業

会計基準適用指針第４号)を適用しております。

これによる影響は軽微であります。

　

（注）算定上の基礎

　(1) １株当たり純資産額

前事業年度
(平成19年２月28日)

当事業年度
(平成20年２月29日)

貸借対照表の純資産の部の合計額（百万円） 62,575 61,571

普通株式に係る純資産額（百万円） 62,575 61,571

普通株式の発行済株式数（千株） 47,841 47,841

普通株式の自己株式数（千株） 4,717 4,749

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）

43,124 43,091

　

　(2) １株当たり当期純利益

前事業年度
(自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日)

当事業年度
(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

当期純利益（百万円） 2,412 2,248

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ―

普通株式に係る当期純利益（百万円） 2,412 2,248

普通株式の期中平均株式数（千株） 43,135 43,106

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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⑤ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

　

【株式】

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

㈱奥村組 1,272,000 568

㈱ダイヘン 500,000 192

㈱ヨコオ 232,200 164

㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 169,060 159

三精輸送機㈱ 206,500 149

㈱日阪製作所 97,000 137

極東開発工業㈱ 209,400 123

㈱横河ブリッジホールディングス 270,000 119

上新電機㈱ 112,000 100

大和システム㈱ 71,100 89

その他　47銘柄 1,987,742 1,160

計 5,127,002 2,966

(注)　端株株式数は切り捨てて表示しております。

　

【債券】

銘柄
券面総額
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

有価
証券

その他
有価証券

国債　204回1.6％利付(10年) 15 15

大阪市債　平成10年第３回公募公債 1 1

ソフトバンク㈱第21回無担保社債 500 497

日本航空㈱第13回無担保社債 500 500

 住友ゴム工業㈱第12回無担保社債 100 99 

第39回道路債券 100 99

小計 1,216 1,213

投資有
価証券

その他
有価証券

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行　ユーロ円建劣後債 100 99

㈱三井住友銀行　ユーロ円建劣後債 1,900 1,917

 三菱自動車工業㈱第5回無担保社債 100 99 

その他　社債2銘柄 20 20

小計 2,120 2,135

計 3,336 3,349

(注)　満期保有目的の債券はありません。
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【その他】

種類及び銘柄
投資口数等
(百万口)

貸借対照表計上額
(百万円)

投資有
価証券

その他
有価証券

(証券投資信託受益証券)

大和証券投資信託委託㈱　グローバル債券ファンド 1,383 1,418

興銀第一ライフ・アセットマネージメント㈱
　ＤＩＡＭハッピークローバー

457 444

三菱ＵＦＪセキュリティーズインターナショナル 500 467

その他　5銘柄 192 146

計 2,533 2,476
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【有形固定資産等明細表】
　

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

　貸与資産 9,665 659 1,054 9,270 7,640 601 1,629

　賃貸用不動産
　 賃貸用建物及び
　 附属設備

3,993 5,691 45 9,639 809 265 8,830

　 賃貸用土地 4,228 3,659 ― 7,888 ― ― 7,888

　建物 5,482 76 64 5,494 2,963 126 2,531

　構築物 1,014 40 35 1,020 837 29 183

　機械装置 331 16 18 329 282 6 47

　車両運搬具 45 ― 1 44 41 0 2

　工具器具備品 309 11 10 310 276 7 34

　土地 4,149 ― ― 4,149 ― ― 4,149

　建設仮勘定 15 2 6 11 ― ― 11

有形固定資産計 29,23610,159 1,235 38,160 12,851 1,036 25,308

無形固定資産

　借地権 ― ― ― 144 ― ― 144

　ソフトウェア ― ― ― 148 144 1 4

　電話加入権 ― ― ― 39 ― ― 39

　その他の施設
　利用権

― ― ― 11 8 0 2

無形固定資産計 ― ― ― 344 153 1 191

長期前払費用 ― ― ― ― ― ― ―

繰延資産

― ― ― ― ― ― ― ―

繰延資産計 ― ― ― ― ― ― ―

(注) １　当期の増加及び減少の主なものは下記のとおりであります。

　　(１)増加の主なもの

貸与資産 発電機・掘削機等の購入 659百万円

賃貸用建物及び附属設備 賃貸用商業ビル他15棟購入 5,691百万円

賃貸用土地 賃貸用商業ビル他15棟購入 3,659百万円

　　(２)減少の主なもの
                  貸与資産　　　　　　　　発電機・掘削機等の売却及び除却　　　　　　　　　　1,033百万円

２　長期前払費用は償却対象分のみを記載対象とするため、本表に記載すべきものはありません。

３　無形固定資産の金額は資産総額の１％以下であるため、「前期末残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の

記載を省略しております。
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【社債明細表】

該当事項はありません。

　

【借入金等明細表】

該当事項はありません。

　

【引当金明細表】

　

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 972 1,036 394 329 1,285

賞与引当金 199 203 199 ― 203

役員退職慰労引当金 694 33 ― ― 728

(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よる洗替額であります。
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(2) 【主な資産及び負債の内容】

資産の部

イ　現金及び預金

　

区分 金額(百万円)

現金 119

預金

当座預金 21

普通預金 6,402

定期預金 7,007

計 13,432

合計 13,552

　

ロ　受取手形

(イ)相手先別内訳

　

相手先 金額(百万円)

東亜リース㈱ 792

㈱テンガイ 286

住信リース㈱ 234

㈱ソクト 175

平川機工㈱ 170

その他 7,806

合計 9,467

　

(ロ)期日別内訳

　

期日 金額(百万円)

平成20年３月　　満期 1,697

平成20年４月　　満期 1,680

平成20年５月　　満期 1,369

平成20年６月　　満期 1,107

平成20年７月　　満期 624

平成20年８月以降満期 2,986

合計 9,467
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ハ　売掛金

(イ)相手先別内訳
　

相手先 金額(百万円)

横浜日泰リース㈱ 278

日立キャピタル㈱ 192

㈲中央リース 141

㈱立岩 124

近畿総合リース㈱ 111

その他 3,095

合計 3,944

　

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
　

前期繰越高
(百万円)

(Ａ)

当期発生高
(百万円)

(Ｂ)

当期回収高
(百万円)

(Ｃ)

次期繰越高
(百万円)

(Ｄ)

回収率(％)
(Ｃ)

×100
(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)
(Ａ)＋(Ｄ)
２
(Ｂ)
366

3,988 40,604 40,648 3,944 91.2 35.8

(注)　消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。

　

ニ　賃貸未収入金

(イ)相手先別内訳
　

相手先 金額(百万円)

㈱加藤建設 57

㈱テノックス 36

ライト工業㈱ 32

小野田ケミコ㈱ 30

千葉リース工業㈱ 26

その他 2,357

合計 2,539

　

(ロ)賃貸未収入金の発生及び回収並びに滞留状況
　

前期繰越高
(百万円)

(Ａ)

当期発生高
(百万円)

(Ｂ)

当期回収高
(百万円)

(Ｃ)

次期繰越高
(百万円)

(Ｄ)

回収率(％)
(Ｃ)

×100
(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)
(Ａ)＋(Ｄ)
２
(Ｂ)
366

2,374 15,592 15,427 2,539 85.9 57.7

(注)　消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
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ホ　営業貸付金

(イ)相手先別内訳

　

相手先 金額(百万円)

夢コーポレーション㈱ 25

㈱山一企業 17

アンダーツリー㈱ 17

㈱ヒメカン 17

㈱富士観光 12

その他 42

合計 131

　

(ロ)営業貸付金の発生及び回収並びに滞留状況

　

前期繰越高
(百万円)

(Ａ)

当期発生高
(百万円)

(Ｂ)

当期回収高
(百万円)

(Ｃ)

次期繰越高
(百万円)

(Ｄ)

回収率(％)
(Ｃ)

×100
(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)
(Ａ)＋(Ｄ)
２
(Ｂ)
366

300 357 525 131 80.0 221.2

　

へ　商品
　

品目 金額(百万円)

土木建設機械 323

映像・音響機器 86

建設資材その他 129

合計 538

　

ト　販売用不動産
　

内訳 土地面積(㎡) 金額(百万円)

関西地区 19,571.47 2,481

関東地区 67,681.00 365

合計 87,252.47 2,846

　

チ　製品
　

品目 金額(百万円)

土木建設機械 323

合計 323
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リ　原材料
　

品目 金額(百万円)

買入部分品 255

合計 255

　

ヌ　貯蔵品
　

品目 金額(百万円)

賃貸消耗品 19

広告用印刷物等 14

事務用品・消耗品等 3

その他 4

合計 42

　

ル　長期性預金
　

品目 金額(百万円)

円貨建定期預金 4,900

外貨建定期預金 622

合計 5,522
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負債の部

イ　支払手形

(イ)相手先別内訳

　

相手先 金額(百万円)

日立建機㈱ 554

デンヨー㈱ 228

大阪日野自動車㈱ 217

コマツ東京㈱ 197

日本車輌製造㈱ 186

その他 5,564

合計 6,947

　

(ロ)期日別内訳

　

期日 金額(百万円)

平成20年３月　　満期 1,445

平成20年４月　　満期 1,675

平成20年５月　　満期 1,356

平成20年６月　　満期 1,337

平成20年７月　　満期 1,048

平成20年８月以降満期 84

合計 6,947

　

ロ　買掛金

　

相手先 金額(百万円)

日立建機㈱ 270

㈱第一興商 145

㈱クボタ建機西日本 129

デンヨー㈱ 127

㈱鶴見製作所 66

その他 1,298

合計 2,037

　

EDINET提出書類

株式会社ワキタ(E02618)

有価証券報告書

66/72



ハ　賃借未払金

　

相手先 金額(百万円)

コベルコ建機㈱ 66

オリックス自動車㈱ 32

第一建築サービス㈱ 25

㈱カナモト 20

㈱日商機械 17

その他 563

合計 727

　

　

(3) 【その他】

該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ３月１日から２月末日まで

定時株主総会 ５月中

基準日 ２月末日

株券の種類 10,000株券、1,000株券、500株券、100株券および100株未満の株数を表示した株券

剰余金の配当の基準日 ８月31日、２月末日

１単元の株式数 1,000株

株式の名義書換え

　　取扱場所
大阪市中央区北浜二丁目４番６号
株式会社だいこう証券ビジネス　本社証券代行部

　　株主名簿管理人
大阪市中央区北浜二丁目４番６号
株式会社だいこう証券ビジネス

　　取次所 株式会社だいこう証券ビジネス　各支社

　　名義書換手数料 無料

　　新券交付手数料 １枚につき　　 210円（税込み）

株券喪失登録

　株券喪失登録申請料 １件につき　10,500円（税込み）

　株券登録料 １枚増す毎に　 525円（税込み）

単元未満株式の買取り・
買増し

　　取扱場所
大阪市中央区北浜二丁目４番６号
株式会社だいこう証券ビジネス　本社証券代行部

　　株主名簿管理人
大阪市中央区北浜二丁目４番６号
株式会社だいこう証券ビジネス

　　取次所 株式会社だいこう証券ビジネス　各支社

　　買取・買増手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として当社株式取扱規則で定める金額

公告掲載方法 日本経済新聞

株主に対する特典 なし

（注）単元未満株主の権利の制限

当社の株主（実質株主を含む。以下同じ。）は、その有する単元未満株式について、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を定款に定めております。

(１)会社法第189条第２項各号に掲げる権利

(２)会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

(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)株式取扱規則に定めるところにより、そ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

り渡すことを請求する権利
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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、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する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。

　

(１)
有価証券報告書
及びその添付書類

事業年度
(第47期)

自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日

平成19年５月25日
関東財務局長に提出。

(２) 半期報告書 (第48期中)
自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日

平成19年10月30日
関東財務局長に提出。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書

　

平成19年５月24日

株式会社ワキタ

取締役会　御中

ナニワ監査法人

代表社員
業務執行社員

公認会計士　　宮　　本　　富　　雄　　㊞

　 代表社員
業務執行社員

公認会計士　　廣　　瀬　　季　　永　　㊞

　

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

いる株式会社ワキタの平成18年３月１日から平成19年２月28日までの第47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、キャッシュ・フロー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、株式会社ワキタの平成19年２月28日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及

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

　

※　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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独立監査人の監査報告書

　

平成20年５月12日

株式会社ワキタ

取締役会　御中

大阪監査法人

代表社員
業務執行社員

公認会計士　　宮　　本　　富　　雄　　㊞

　 代表社員
業務執行社員

公認会計士　　廣　　瀬　　季　　永　　㊞

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている株式会社ワキタの平成19年３月１日から平成20年２月29日までの第48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、キャッシュ・フロー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、株式会社ワキタの平成20年２月29日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及

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

重要な会計方針３に記載されているとおり、会社は当事業年度から棚卸資産の評価に関する会計基準を適

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

　

※　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

財務諸表に添付する形で別途保管しております。
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