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平成 １７ 年 １１ 月期   決算短信（非連結） 平成 18年 1月 13日 

上 場 会 社 名 北 恵 株 式 会 社 上場取引所 大 二部 
コ ー ド 番 号 9872 本社所在都道府県 大阪府 
（ＵＲＬ http://www.kitakei.co.jp/） 

代 表 者 役職名 代表取締役社長           氏名 北村 良一 

問合せ先責任者 役職名 常務取締役管理本部長        氏名 北村 誠  ＴＥＬ (06)6251－1161（代表） 

決算取締役会開催日 平成 18年 1月 13日          中間配当制度の有無   有  
定時株主総会開催日 平成 18年 2月 17日          単元株制度採用の有無   有(１単元 1,000 株) 
 
１ 17年11月期の業績（平成 16年 11月 21日～平成 17年 11月 20日） 
(1) 経営成績            (注) 本決算短信中の金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 売上高 営業利益 経常利益 

 
17年11月期 
16年11月期 

百万円   ％
35,775     （ 4.7) 
34,183     （ 1.8) 

百万円   ％
444      （ 2.4）
434      （15.8）

百万円   ％
503     （△0.5）
506     （ 21.7）

 

 当期純利益 
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

株主資本
当期純利益率

総 資 本 
経常利益率 

売 上 高
経常利益率

 
17年11月期 
16年11月期 

百万円   ％ 
△210      （   ―） 
186      （ 15.2） 

円  銭
△22   03  
17   74  

円  銭
―  ― 
―  ― 

％
△2.6  
2.3  

％ 
3.0   
3.0   

％
1.4  
1.5  

(注)①持分法投資損益                17年11月期    ―  百万円   16年11月期     ― 百万円 

②期中平均株式数                17年11月期    9,540,692 株   16年11月期       9,672,568 株 

③会計処理の方法の変更   有 

④売上高，営業利益，経常利益，当期純利益におけるパーセント表示は，対前期増減率 

 
(2) 配当状況 

１株当たり年間配当金 
 

 中 間 期 末 

配当金総額 
(年 間) 

配当性向 
株主資本 
配 当 率 

 
17年11月期 
16年11月期 

円  銭
7   50  
7   50  

円  銭 
0   00   
0   00   

円  銭
7   50  
7   50  

百万円
71      
71      

％ 
―   
42.3   

％
0.9  
0.9  

 
 
(3) 財政状態 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

 
17年11月期 
16年11月期 

百万円 
17,293       
16,555       

百万円
8,026      
8,300      

％ 
46.4    
50.1    

円   銭
841      74  
867      83  

(注)①期末発行済株式数      17年11月期  9,536,018 株     16年11月期  9,547,485 株 

  ②期末自己株式数       17年11月期    475,823 株     16年11月期    464,356 株 

 
(4) キャッシュ･フローの状況 

 
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 

現金及び現金同等物 
期 末 残 高 

 
17年11月期 
16年11月期 

百万円 
738       
△367       

百万円
△450      
109      

百万円 
△75       
△120       

百万円
3,762      
3,550      

 
２ 18年11月期の業績予想（平成 17年 11月 21日～平成 18年 11月 20日） 

１株当たり年間配当金 
 売上高 経常利益 当期純利益 

中 間 期 末  

百万円 
18,500 

百万円
240 

百万円
180 

 
中間期 
通 期 38,000 520 300 

円 銭
0   00  
――― 

円 銭 
――― 
7  50   

円 銭
――― 
7  50  

（参考）１株当たり予想当期純利益(通期)  29円 89 銭 

※上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって 

予想数値と異なる場合があります。なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料６ページをご参照下さい。 
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Ⅰ．企業集団の状況 

当社には企業集団を構成する関係会社はありません。 

 

１．事業の概要 

当社は、木材店、建材店、工務店、住宅会社等に対して新建材、住宅設備機器等の商品販売及び 

施工付販売を行っております。 

 

 当社の事業系統図を示すと次のとおりであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．取扱主要商品 

区分 主要商品 

木質建材 ユニットドア、クローゼット、合板フロア、収納ユニット、階段セット 

非木質建材 石膏ボード、断熱材、屋根材、不燃ボード 

合板 ラワン合板、針葉樹合板 

木材銘木製品 木材構造材、木材造作材、フローリング、銘木工芸品 

住宅設備機器 システムキッチン、ユニットバス、洗面ユニット、シャワートイレ、空調機器、燃焼機器、照明機器 

施工付販売 外壁工事、屋根工事、構造躯体工事、内装工事 

その他 化成品、住宅保存剤、建築金物、建築道具、エクステリア 

 

国内メーカー 

当 社 

得意先（木材店、建材店等） 

得意先（工務店、住宅会社等） 

商 社 

住宅資材全般の商品販売

及び施工付販売 

国外メーカー 

(東南アジア・中国・ヨーロッパ他) 

商 社 

一般ユーザー 
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Ⅱ．経営方針 

１．会社の経営の基本方針 

当社は、「人ある限り住まいに対するニーズは永遠である」と捉え、多様化する住まいのニーズを充足するた

め、取引先と住まいのユーザーに満足していただく資材・サービスの提供を第一として、常に存在価値のある住

宅資材提供会社をめざしております。 

 

２．会社の利益配分に関する基本方針 

当社は、株主各位への安定した利益還元を維持するとともに、企業体質の一層の強化と今後の事業展開に備え

るための内部留保を充実させながら、その時々の業績を勘案して決定することを基本方針としております。 

 

３．投資単位の引下げに関する考え方と方針等 

当社は、１単元の株式数を1,000株としております。投資単位の引下げについては、個人投資家の株式市場参 

加を促進し、株式市場での流動性を高める有効な施策であると認識しておりますが、一方で相当の費用発生も予

想されるため、今後の市場動向等を勘案しつつ慎重に対処したいと考えております。 

 

４．目標とする経営指標 

当社は収益性を重視するために「売上高総利益率」及び「売上高営業利益率」を、また、企業価値を高めるた

めにオリジナル商品・施工付販売等の「売上高構成比率」を主な目標数値として企業経営を実施しております。 

 

５．中長期的な経営戦略と対処すべき課題 

当社は、今後予想される市場環境の変化に対応するため、取引先のニーズを的確に捉えた提案を実施し、高品

質な商品及びサービスの提供を推進することにより、現有マーケットでの業績の維持向上のみならず、顧客基盤

の拡充にも積極的に取組んでまいります。 

その一環として、当社の強みであるオリジナル商品や施工付販売を強化することにより、差別化、競争優位性

の確立を追及するとともに、今後増加が期待されるリフォーム需要に対応すべく住宅設備機器の販売強化にも注

力してまいります。 

さらに、上記の課題に対処するとともに、業務効率の向上を図るため、情報システムの整備拡充にも積極的に

取組んでまいります。 
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６．コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方とその施策の実施状況 

(1)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

当社は経営環境の変化に対応して迅速かつ適正な意思決定を行うことが、株主をはじめ、取引先からの信頼を

高めていくという観点から、コンプライアンスを重視した健全性の高い経営体制の確立をめざしております。 

 

(2)コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 

当社のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の概要は、下記のとおりであります。 

 

イ．会社の経営上の意思決定、執行および監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制

の状況 

（イ）会社の機関の内容、内部統制システムの整備の状況、リスク管理体制の整備の状況、内部監査、監

査役監査および会計監査の状況 

・取締役会は原則月１回の定例取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を開催し、法令で定めら

れた事項や、経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行の状況を監督しております。

なお、当社は社外取締役を選任しておりません。 

・当社は監査役制度を採用しております。 

・監査役会は３名（常勤監査役１名、社外監査役２名）の体制をとっております。各監査役は監査

役会が定めた監査計画および職務分担に基づき、業務執行の適法性について監査しております。

社外監査役２名は公認会計士および税理士であり、専門的見地から監査を行っております。 

・代表取締役社長は、監査役３名と定期的に会合し、コンプライアンス面や内部統制の整備状況な

どの意見交換を行っております。 

・内部監査部門として、代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し、２名の体制で業務の遂行が法

令や、当社の規程に準拠しているか、効果的、効率的に行われているかなどについて監査を実施

し、改善に向けた指導を行っております。 

・会計監査人には、新日本監査法人を選任し、正確な経営情報を迅速に提供するなど公正不偏な立

場から監査が実施される環境を整備しております。 

・監査役会、内部監査室および会計監査人は必要に応じ相互の情報および意見の交換を行うなど連

携強化を強め、監査の質的向上を図っております。 

・当社は協和綜合法律事務所と顧問契約を締結しており、重要事項をはじめとする適法性に関する

事項につきましては、適時、助言・指導を受けております。 

 

各事業本部 

営業本部・管理本部 

株主総会 

取締役会 

取締役 

代表取締役社長 

顧問弁護士 

内部監査室 

選任・解任 

経営会議 

取締役 
内部監査 会計監査人 

監査役会 

監査役 

監査 

会計監査 

選任・解任 選任・解任

助言・指導 

(連携） 

統制・監視 

指示・報告

選任・監督 
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（ロ）役員報酬の内容 

取締役 監査役 計 

 
支給人員 

（名） 

支給額 

（千円） 

支給人員

（名） 

支給額 

（千円） 

支給人員 

（名） 

支給額 

（千円） 

定款又は株主総会決

議に基づく報酬 
６ 71,280 ３ 12,000 ９ 83,280

利益処分による役員

賞与 
６ 14,000 ３ 1,000 ９ 15,000

（注） 取締役の年間報酬には、使用人兼務役員の使用人としての報酬部分が含まれておりません。 

 

（ハ）監査報酬の内容 

当社の会計監査人である新日本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 12,000 千円 

上記以外の報酬はありません。 

 

（ニ）当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人および継続関与年数 

所属する監査法人名 公認会計士の氏名等 継続関与年数 

指定社員 業務執行社員 林 恭造 18年 
新日本監査法人 

指定社員 業務執行社員 田原 信之 4年 

（注） 監査業務にかかわる補助者の構成  公認会計士４名、会計士補５名 

 

ロ．会社と会社の社外取締役および社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の

概要 

社外取締役は選任しておりません。 

社外監査役については、該当事項はありません。 

 

ハ．コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況 

（イ）平成17年11月期は13回の取締役会を開催しております。また、社長・取締役・監査役および幹部社員が出

席する経営会議を月１回開催し、経営方針の徹底、業務執行に関する重要事項の決定、利益計画等の進捗

状況のチェックをしております。 

（ロ）ＩＲ活動の一環として、決算説明会を開催し、投資家の皆様の声を経営に適切に反映するように努めてお

ります。また、当社のウェブサイトにおいて企業業績等の情報の掲載や決算説明会の動画配信を行うなど、

積極的な情報開示に努めております。 

（ハ）平成17年4月に全面施行されました個人情報保護法に対応すべく、「個人情報保護方針」や「個人情報保護

規程」を定め、個人情報保護の安全管理を図るとともに、取締役及び社員に個人情報保護の重要性を認識

させるための教育を行い、法令の遵守を徹底しております。 

 

 

 

７．親会社等に関する事項 

該当事項はありません。 

 

８．その他、会社の経営上の重要な事項 

該当事項はありません。 
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Ⅲ．経営成績及び財政状態 

(1)当事業年度の概況 

当事業年度のわが国経済は、好調な企業収益を反映した民間設備投資の増加や、雇用・所得環境の改善による

個人消費の回復など、緩やかながらも回復基調にて推移いたしました。 

当住宅関連業界におきましては、分譲マンションや貸家の増加により新設住宅着工戸数は前期比微増となった

ものの、当社の主要な市場である持家住宅は前期比減少するなど木造住宅関連市場は、厳しい状況の中で推移い

たしました。 

このような状況のもと、当社は新規取引先の開拓、重点商品（オリジナル商品、施工付販売、住宅設備機器）

の販売強化、取引先への営業支援を積極的に実行し、経営資源の活用と経営効率の向上を最重点課題として取組

み、収益の改善に努めてまいりました。 

その結果、当事業年度の業績は、売上高では357億75百万円（前年同期比4.7％増）となりました。利益につき

ましては、営業利益は4億44百万円（前年同期比2.4％増）、経常利益は5億3百万円（前年同期比0.5％減）となり、

当期純損失につきましては、当事業年度より減損会計を早期適用したことに伴い、特別損失4億45百万円を計上し、 

2億10百万円（前期1億86百万円の利益）となりました。 

 

 

 

(2)次期の見通し 

次期の見通しにつきましては、企業収益の拡大による設備投資や個人消費の着実な回復により、国内景気は堅調

に推移するものと予想されますが、原油価格や米国をはじめとする海外経済の動向により、影響を受けることも懸

念されます。 

当住宅関連業界におきましては、新設住宅着工戸数は堅調に推移するものの、依然として価格競争等の厳しい

市場環境が続くものと予想されます。 

当社といたしましては、このような状況を十分に認識し、引き続き新規取引先の開拓や重点商品（オリジナル

商品、施工付販売、住宅設備機器）の販売強化に取組んでまいります。 

また、2005年11月に『こだわりの住宅』を求めるデザイナーズハウス購買需要の創造と工務店支援システム『Ｋ

ＢＳＳ』会員を中心とした取引先への支援強化を目的として、株式会社ウィークエンドホームズ社との業務提携

によりインターネットを利用した消費者向け建築ソリューションサービスの近畿地区総代理店『ウィークエンド

ホームズ関西』を稼動させ、取引先への営業支援に積極的に取組んでまいります。 

そして、経営資源の活用と経営効率の向上を最重点課題として取組み、業績の向上に努力してまいります。 

次期の業績につきましては、売上高380億円、経常利益5億20百万円、当期純利益3億円を見込んでおります。 
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２.財政状態 

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、前事業年度末より2億11百万円増加し、当事業

年度末には37億62百万円となりました。 

 

 (営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動による資金の増加は、7億38百万円（前年同期は3億67百万円の減少）となりました。これは主に仕入債務の

増加額7億13百万円によるものであります。また、税引前当期純利益58百万円や非資金損失である減損損失4億45百万円

が資金の増加に影響しております。 

 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動による資金の減少は、4億50百万円（前年同期は１億9百万円の増加）となりました。これは主に投資有価証

券の取得による支出4億42百万円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) 

財務活動による資金の減少は、75百万円（前年同期は1億20百万円の減少）となりました。これは主に配当金71百万円

の支払をしたことによるものであります。 

 

 

 当社のキャッシュ・フロー指標の推移は以下のとおりであります。 

平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年   

11月期 11月期 11月期 11月期 11月期 

自己資本比率(％) 49.9 49.0 47.0 50.1 46.4 

時価ベースの自己資本比率(％) 10.4 10.5 11.9 17.9 25.4 

債務償還年数(年) ― ― ― ― ― 

ｲﾝﾀﾚｽﾄ・ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ・ﾚｼｵ(倍) ― ― ― ― ― 

 

1.各指標は財務数値を用いて計算しております。 

自己資本比率           ： 自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率     ： 株式時価総額／総資産 

債務償還年数           ： 有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ ： 営業キャッシュ・フロー／利払い 

2.株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。 

3.債務償還年数は有利子負債が預り保証金のため、記載しておりません。 

4. インタレスト・カバレッジ・レシオは利払い内容が預り保証金に対するものであるため記載しておりません。 
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３．事業等のリスク 

当社における事業等のリスクの内、主なものは以下のとおりであります。当社はこれらのリスク発生の可能性

を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める所存であります。なお、文中における将来に関す

る事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであり、また、本記載は、将来発生しうるすべてのリ

スクを網羅したものではありません。 

 

(1)新設住宅着工戸数の増減について 

当住宅関連業界は、新設住宅着工戸数の増減に大きな影響を受けます。また、当社におきましては取扱商品・

得意先構成により持家住宅の増減が業績に大きな影響を与えます。 

当社では特徴ある機能付販売の強化等を推進し、その影響の軽減に努めております。 

 

(2)瑕疵保証責任について 

当社には「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の施行により、当社の行った外壁工事等の瑕疵担保責任が

あります。従って瑕疵担保責任範囲内において不具合が発生した場合、補修・取替等の工事等の賠償責任が発生

する可能性があります。 

当社では外壁工事等に対して施工管理体制を強化するとともに、瑕疵保証保険に加入するなど瑕疵発生リスク

の軽減に努めております。 

 

(3)信用リスクについて 

当社には取引先との商取引活動に伴い発生する、信用リスクがあります。当社では取引先毎に信用リスクを評

価し、取引の継続の検討を行うとともに、営業部門の意識の向上を図り、信用リスクの軽減に努めております。 

 

(4)為替リスクについて 

当社のオリジナルブランド商品等海外商品の取引には外貨による輸入が含まれております。そのため当社は実

需の範囲内で為替予約等により為替相場の変動リスクをヘッジしておりますが、経営成績及び財政状態に影響を

与える可能性があります。 

 

(5)退職給付債務について 

従業員の退職給付費用及び債務は、前提条件である割引率の変更や運用利回りの低下等によって、業績に影響

を及ぼします。また、年金制度の変更によって未認識の過去勤務費用が発生し、業績に影響を与える可能性があ

ります。 
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Ⅳ．個別財務諸表等  

（1） 貸借対照表 

(単位 千円) 

前事業年度 当事業年度 

平成16年11月20日現在 平成17年11月20日現在 区分 

金額 構成比 金額 構成比 

増減 

          ％   ％   

（資産の部）            
Ⅰ  流動資産         
  1  現金及び預金  3,550,974 3,762,461  211,486

  2  受取手形 ※7 3,098,199 2,875,021  △ 223,178

  3  売掛金  5,214,484 5,770,827  556,343

  4  有価証券 ※4 9,997 99,975  89,977

  5  商品  654,929 579,116  △ 75,813

 6  未成工事支出金  340,055 555,159  215,104

  7  前払費用  2,381 2,993  612

  8  繰延税金資産  50,567 64,417  13,849

  9  未収収益  46 ―  △ 46

  10  短期貸付金  7,326 4,992  △ 2,334

  11  未収入金  21,366 10,665  △ 10,700

  12  その他  30,641 17,392  △ 13,249

  13  貸倒引当金  △ 26,573 △ 27,683  △ 1,110

    流動資産合計  12,954,397 78.2 13,715,338 79.3 760,940

Ⅱ  固定資産         
  1  有形固定資産 ※1     

  (1) 建物  357,694 337,915  △ 19,778

  (2) 構築物  11,644 11,416  △227

  (3) 機械及び装置  2,197 1,885  △311

  (4) 車両及び運搬具  949 2,714  1,765

  (5) 器具及び備品  14,804 18,280  3,476

  (6) 土地  1,893,150 1,451,515  △ 441,635

  (7) 建設仮勘定  413 ―  △ 413

    有形固定資産合計  2,280,852 (13.8) 1,823,727 (10.5) △ 457,125

  2  無形固定資産      

  (1) ソフトウェア  1,404 641  △ 763

  (2) 電話加入権  18,750 14,653  △ 4,097

  (3) その他  728 669  △ 58

   無形固定資産合計  20,884 (0.1) 15,964 (0.1) △ 4,919

  3  投資その他の資産      

  (1) 投資有価証券  245,007 633,825  388,817

  (2) 出資金  187 96  △91

  (3) 従業員長期貸付金  8,420 5,018  △ 3,402

  (4) 破産債権・更生債権等  67,260 56,391  △ 10,868

  (5) 長期前払費用  5,581 70,565  64,983

  (6) 差入保証金  31,406 43,549  12,142

  (7) 敷金  181,766 171,293  △ 10,473

  (8) 保険積立金  114,098 112,891  △ 1,206

  (9) 投資不動産 ※2 710,043 695,138  △ 14,905

  (10) その他  4,950 8,080  3,130

  (11) 貸倒引当金  △ 69,406 △ 58,527  10,879

   投資その他の資産合計  1,299,315 (7.9) 1,738,322 (10.1) 439,006

   固定資産合計  3,601,052 21.8 3,578,013 20.7 △ 23,038

   資産合計  16,555,450 100.0 17,293,352 100.0 737,902
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 (単位 千円) 

前事業年度 当事業年度 

平成16年11月20日現在 平成17年11月20日現在 区分 

金額 構成比 金額 構成比 

増減 

        ％  ％ 

（負債の部）         

Ⅰ  流動負債        

  1  支払手形 ※7 3,764,406   4,067,964  303,558

  2  買掛金  3,097,864   3,508,289  410,424

  3  未払金  213,998   218,750  4,752

  4  未払費用  198,838   214,680  15,842

  5  未払法人税等  45,977   179,403  133,426

  6  未払消費税等  48,483   18,516  △ 29,967

 7  未成工事受入金  42,257  95,302  53,044

  8  前受金  21,491   13,083  △ 8,407

  9  預り金  6   12  5

  10  その他  21,883   1,140  △ 20,743

   流動負債合計  7,455,207 45.0 8,317,143 48.1 861,936

          

Ⅱ  固定負債        

  1  預り敷金  15,913   15,293  △ 620

  2  預り保証金  361,323   537,159  175,836

  3  繰延税金負債  127,759   183,961  56,202

  4  退職給付引当金  137,649   40,263  △ 97,386

  5  役員退職慰労引当金  156,980   172,710  15,730

   固定負債合計  799,626 4.9 949,388 5.5 149,762

   負債合計  8,254,833 49.9 9,266,532 53.6 1,011,699

            

（資本の部）        

Ⅰ  資本金 ※3 2,220,082 13.4 2,220,082 12.8 ―

Ⅱ  資本剰余金         

  1  資本準備金   2,850,892   2,850,892  ―

  2  その他資本剰余金      

  (1) 自己株式処分差益   321   321  ―

   資本剰余金合計   2,851,213 17.2 2,851,213 16.5 ―

Ⅲ  利益剰余金         

  1  利益準備金   170,300   170,300  ―

  2  任意積立金         

  (1) 固定資産圧縮積立金   427,206   422,877  △ 4,328

  (2) 特別償却準備金   4,345   3,244  △ 1,100

  (3) 別途積立金   2,150,000   2,150,000  ―

  3  当期未処分利益   555,048   263,708  △ 291,339

   利益剰余金合計   3,306,899 20.0 3,010,131 17.4 △ 296,768

             

Ⅳ  その他有価証券評価差額金 ※5 35,178 0.2 62,535 0.4 27,356

             

Ⅴ  自己株式 ※6 △ 112,758 △ 0.7 △ 117,143 △ 0.7 △ 4,384

   資本合計   8,300,616 50.1 8,026,819 46.4 △ 273,796

   負債資本合計   16,555,450 100.0 17,293,352 100.0 737,902

                 

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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（２）損益計算書 

(単位 千円) 
前事業年度 当事業年度 

自 平成15年11月21日 自 平成16年11月21日 

至 平成16年11月20日 至 平成17年11月20日 
区分 

金額 百分比 金額 百分比

増減 

          ％     ％  

Ⅰ 売上高  

 1 商品売上高 27,924,272 27,973,924  

 2 完成工事高 6,259,326 34,183,599 100.0 7,801,206 35,775,130 100.0 1,591,531

Ⅱ 売上原価  

 1 商品売上原価   

  期首商品棚卸高  742,291 654,929  

  当期商品仕入高  24,552,152 24,789,275  

     合 計  25,294,443 25,444,204  

  期末商品棚卸高  654,929 579,116  

  商品売上原価  24,639,513 24,865,088  

 2 完成工事原価  5,646,667 30,286,181 88.6 6,939,913 31,805,001 88.9 1,518,820

   売上総利益  3,897,417 11.4 3,970,128 11.1 72,711

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,463,214 10.1 3,525,568 9.9 62,354

  営業利益  434,203 1.3 444,560 1.2 10,356

Ⅳ 営業外収益    

1 受取利息  318 355  

2 有価証券利息  890 917  

3 受取配当金  1,569 1,786  

4 仕入割引  113,790 124,844  

5 受取賃貸料  60,400 57,890  

6 その他  38,856 215,824 0.6 17,044 202,838 0.6 △12,985

Ⅴ 営業外費用     

1 支払利息  253 202  

2 売上割引  116,327 117,636  

3 賃貸原価  22,161 20,290  

4 その他  4,793 143,535 0.4 5,358 143,487 0.4 △48

  経常利益  506,492 1.5 503,911 1.4 △2,580

Ⅵ 特別損失      

1 固定資産廃棄損 ※1 21,287 ―  

2 役員退職金  46,160 ―  

3 減損損失 ※2 ― 67,447 0.2 445,719 445,719 1.2 378,271

  税引前当期純利益  439,044 1.3 58,192 0.2 △380,852

  法人税、住民税及び事業税  172,000 244,700  

  法人税等調整額  80,413 252,413 0.7 23,654 268,354 0.8 15,941

  
当期純利益 

又は当期純損失（△） 
 186,631 0.6 △ 210,162 △ 0.6 △396,793

  前期繰越利益  368,416 473,870 105,454

  当期未処分利益  555,048 263,708 △291,339

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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（３）完成工事原価明細書 

   (単位 千円) 

前事業年度 

(自 平成15年11月21日 

至 平成16年11月20日) 

当事業年度 

(自 平成16年11月21日 

至 平成17年11月20日) 
区分 

金額 構成比 金額 構成比

増減 

          ％     ％  

Ⅰ 材料費  2,545,380 45.7 3,467,282 48.5 921,901

Ⅱ 外注費  3,025,554 54.3 3,687,735 51.5 662,180

 当期総工事原価  5,570,935 100.0 7,155,017 100.0 1,584,082

 期首未成工事支出金  415,787 340,055 △75,732

 合計  5,986,723 7,495,072 1,508,349

 期末未成工事支出金  340,055 555,159 215,104

 当期完成工事原価  5,646,667 6,939,913 1,293,245

   

（注）1.記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

   2.原価計算の方法は個別原価計算によっております。 
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（４）キャッシュ・フロー計算書 

(単位 千円) 

前事業年度 当事業年度 

自 平成15年11月21日 自 平成16年11月21日 

至 平成16年11月20日 至 平成17年11月20日 
区分 

金額 金額 

増減 

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 439,044 58,192 △ 380,852

  2 減価償却費 47,705 45,334 △ 2,371

  3 役員退職慰労引当金の増加額・減少額(△) △ 139,640 15,730 155,370

  4 退職給付引当金の増加額・減少額(△) 14,570 △ 97,386 △ 111,956

  5 貸倒引当金の増加額・減少額(△) △ 69,009 △ 9,768 59,241

  6 受取利息及び受取配当金 △ 2,777 △ 3,058 △ 281

  7 支払利息 253 202 △ 51

  8 固定資産売却損益 △ 371 21 392

  9 固定資産廃棄損 19,287 405 △ 18,882

 10 減損損失 ― 445,719 445,719

  11 売上債権の増加額(△)・減少額 223,465 △ 322,296 △ 545,761

  12 たな卸資産の増加額(△)・減少額 163,094 △ 139,291 △ 302,385

  13 その他の資産の増加額(△)・減少額 75,483 △ 50,693 △ 126,176

  14 仕入債務の増加額・減少額(△) △ 787,724 713,809 1,501,533

  15 その他の負債の増加額・減少額(△) △ 80,112 225,441 305,554

  16 役員賞与の支払額 △ 15,000 △ 15,000 ―

      小計 △ 111,731 867,361 979,093

  17 利息及び配当金の受取額 2,311 2,546 235

  18 法人税等の支払額 △ 258,551 △ 131,751 126,800

   営業活動によるキャッシュ・フロー △ 367,972 738,156 1,106,128

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

  1 有価証券の償還による収入 120,000 10,000 △ 110,000

  2 有形固定資産の取得による支出 △ 12,163 △ 17,656 △ 5,492

  3 有形固定資産の売却による収入 912 50 △ 862

  4 無形固定資産の取得による支出 △ 765 ― 765

 5 投資不動産の取得による支出 ― △ 401 △ 401

  6 投資有価証券の取得による支出 ― △ 442,820 △ 442,820

  7 貸付金の回収による収入 1,709 143 △ 1,565

   投資活動によるキャッシュ・フロー 109,692 △ 450,684 △ 560,377

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

  1 自己株式の増減額 △ 48,247 △ 4,384 43,862

  2 配当金の支払額 △ 72,445 △ 71,599 845

    財務活動によるキャッシュ・フロー △ 120,693 △ 75,984 44,708

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額・減少額(△) △ 378,972 211,486 590,459

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 3,929,947 3,550,974 △ 378,972

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 3,550,974 3,762,461 211,486

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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（５）利益処分案 

(単位 千円) 

区分 前事業年度 当事業年度 

    

Ⅰ 当期未処分利益 555,048 263,708 

  

Ⅱ 任意積立金取崩額  

 １ 固定資産圧縮積立金取崩額 4,328 2,763  

 ２ 特別償却準備金取崩額 1,100 5,429 1,116 3,879 

合計 560,477 267,588 

  

Ⅲ 利益処分額  

  １ 配当金 71,606 71,520  

２ 役員賞与金 15,000 ―  

   （うち監査役の賞与金） (1,000) 86,606 (―) 71,520 

Ⅳ 次期繰越利益 473,870 196,068 

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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（６）重要な会計方針 

１．資産の評価基準及び評価方法   

 (1)有価証券    

①満期保有目的の債券 ・・・・・償却原価法（定額法)。 

②その他有価証券 

時価のあるもの ・・・・・決算日の市場価格等に基づく時価法。 

（評価差額は、全部資本直入法により処理し、売却原価は、 

移動平均法により算定） 

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      ・・・・・時価法。 

(3)たな卸資産 

商  品            ・・・・・先入先出法による原価法。 

       未成工事支出金    ・・・・・個別法による原価法。     

  

２．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、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物付 

属設備を除く）については、定額法によっております。また、 

取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、 

３年間で均等償却しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物   3～50年 

(2)投資不動産         ・・・・・・・・定率法。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物付 

属設備を除く）については、定額法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物   3～50年 

(3)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）に基づく定額法によって 

おります。 

(4)長期前払費用       ・・・・・・・・均等償却。 

 

３．引当金の計上基準 

(1)貸倒引当金         ・・・・・・・・売上債権等の貸倒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検討し、回収不能見込額を計上してお 

ります。 

(2)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、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。なお、 

数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における 

従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による 

定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費 

用処理することとしております。  

 (3)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。 

４．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。 
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５．ヘッジ会計の方法 

(1)ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用しております。但し、振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を採用し 

ております。 

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段・・・・・・・・為替予約取引及び通貨オプション取引。 

ヘッジ対象・・・・・・・・外貨建金銭債務及び外貨建予定取引。 

(3)ヘッジ方針 

為替に係る相場変動リスクを回避する目的で、実需の範囲内で対象取引のヘッジを行っております。 

(4)ヘッジの有効性評価の方法 

ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、相場変動を完全に相殺するものと考えら 

れるため、ヘッジの有効性の判定は省略しております。 

 

６．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、随時引き出し可能な預 

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ヶ月 

以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 

 

７．消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

 

 

会計処理の変更 

前事業年度 
(自 平成15年11月21日 
至 平成16年11月20日) 

当事業年度 
(自 平成16年11月21日 
至 平成17年11月20日) 

 

――――― 
 

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」（「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
会計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第
6号）が平成16年3月31日に終了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
基準及び同適用指針を適用しております。 
これにより、減損損失445,719千円を特別損失に計上したた

め、税引前当期純損失が同額増加しております。 
また、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
づき当該各資産の金額から直接控除しております。 
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[注記事項] 

(貸借対照表関係） 

前事業年度 
(平成16年11月20日) 

当事業年度 
(平成17年11月20日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 587,057千円
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 619,516千円
 

  

※２ 投資不動産の減価償却累計額 267,122千円
 

※２ 投資不動産の減価償却累計額 278,345千円
 

  

※３ 会社が発行する株式の総数 

普通株式 32,000,000株

   発行済株式総数 

普通株式 10,011,841株
 

※３ 会社が発行する株式の総数 

普通株式 32,000,000株

   発行済株式総数 

普通株式 10,011,841株
 

   会社が発行する株式の総数につきましては、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

式数を減ずることになっております。 

   会社が発行する株式の総数につきましては、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

式数を減ずることになっております。 

  

※４ 担保に供している資産 

有価証券9,997千円を宅地建物取引業法に基づき法務局に

供託しております。 

※４          ――― 

  

※５ 配当制限 

   その他有価証券評価差額金 35,178千円については商法施

行規則第124条第３号の規定により、配当に充当すること

が制限されているものであります。 

※５ 配当制限 

   その他有価証券評価差額金 62,535千円については商法施

行規則第124条第３号の規定により、配当に充当すること

が制限されているものであります。 

  

※６ 自己株式の保有数   普通株式 464,356株
 

※６ 自己株式の保有数   普通株式 475,823株
 

※７ 期末日満期手形の会計処理方法 
 

※７ 期末日満期手形の会計処理方法 
 

当事業年度の末日は金融機関の休日でありますが、満期

日に決済されたものとして処理しております。 

当事業年度末満期手形は以下のとおりであります。 

受取手形                             226,742千円

支払手形                                 273千円

当事業年度の末日は金融機関の休日でありますが、満期

日に決済されたものとして処理しております。 

当事業年度末満期手形は以下のとおりであります。 

受取手形                             262,208千円

支払手形                                 561千円
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(損益計算書関係） 

前事業年度 
 (自 平成15年11月21日 
  至 平成16年11月20日) 

当事業年度 
(自 平成16年11月21日 
 至 平成17年11月20日) 

※１固定資産廃棄損の内訳は次のとおりであります。 

建物 10,172千円

構築物 426千円

器具及び備品 305千円

借地権 8,383千円

建物取壊費用 2,000千円
 

※１           ――― 

※２          ――― 
 
 
 
 
 

※２減損損失の内訳は次のとおりであります。 

当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

場所 用途 種類 金額 

京都府八幡市 
事業用

資産 

土地, 

建物等 

307,269

千円

岐阜県羽島郡 

笠松町 

事業用

資産 

土地, 

建物等 

134,366

千円

北海道茅部郡森

町字赤井川 

遊休 

資産 
土地 

2,114

千円

長野県 

飯山市 

大字一山 

遊休 

資産 
土地 

1,970

千円

当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、事業
用資産においては営業所を単位に、賃貸用資産・遊休資産におい
ては個々の物件を単位に基本としてグルーピングしております。
その結果、所有不動産の著しい地価の下落や収益性の低迷等に
より、時価または将来キャッシュ・フローが帳簿価格を下回るこ
とになった資産について帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当
該減少額を減損損失（445,719千円）として特別損失に計上しま
した。 
なお、当資産グループの回収可能価額は事業用資産（岐阜県

羽島郡笠松町）及び遊休資産については主として不動産鑑定士に
よる鑑定評価額による正味売却価額を事業用資産（京都府八幡
市）については使用価値（割引率5.0％）によりそれぞれ測定し
ております。 

また、固定資産の種類毎の減損損失の内訳は以下のとおりであ

ります。 

土地 441,635千円

投資不動産 4,084千円
 

 

(キャッシュ・フロー計算書関係) 

前事業年度 
(自 平成15年11月21日 
至 平成16年11月20日) 

当事業年度 
(自 平成16年11月21日 
至 平成17年11月20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 3,550,974千円

現金及び現金同等物 3,550,974千円

  

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 3,762,461千円

現金及び現金同等物 3,762,461千円
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(リース取引関係） 

前事業年度 
(自 平成15年11月21日 
至 平成16年11月20日) 

当事業年度 
(自 平成16年11月21日 
至 平成17年11月20日) 

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・リース取引に係る注記 

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・リース取引に係る注記 

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 

 器具及び備品 ソフトウェア 合計 

取得価額相当額 219,743千円 43,690千円 263,433千円

減価償却累計額 
相当額 

71,580千円 4,206千円 75,786千円

期末残高相当額 148,163千円 39,484千円 187,647千円
  

 器具及び備品 ソフトウェア 合計 

取得価額相当額 219,744千円 55,060千円 274,804千円

減価償却累計額 
相当額 

115,390千円 14,460千円 129,850千円

期末残高相当額 104,353千円 40,600千円 144,953千円
  

(注) 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。 

(注)          同左 

② 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 52,548千円

１年超 135,098千円

計 187,647千円
 

② 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 54,822千円

１年超 90,130千円

計 144,953千円
 

(注) 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。 

(注)          同左 

③ 当期の支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 48,581千円

減価償却費相当額 48,581千円
 

③ 当期の支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 54,064千円

減価償却費相当額 54,064千円
 

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、残存価額を零とする定額法

によっております。 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 （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。 
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 (有価証券関係） 

前事業年度 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの(平成16年11月20日) 
 

区分 
貸借対照表計上額 

(千円) 
時価(千円) 差額(千円) 

(1) 国債・地方債等 109,912 110,318 406

(2) 社債 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

時価が貸借対照表 
計上額を超えるもの 

小計 109,912 110,318 406

(1) 国債・地方債等 ― ― ―

(2) 社債 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

時価が貸借対照表 
計上額を超えないもの 

小計 ― ― ―

合計 109,912 110,318 406

２ その他有価証券で時価のあるもの(平成16年11月20日) 
 

区分 
取得原価 
(千円) 

貸借対照表計上額 
(千円) 

差額(千円) 

(1) 株式 43,633 104,573 60,939

(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの 

小計 43,633 104,573 60,939

(1) 株式 38,893 37,177 △1,715

(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの 

小計 38,893 37,177 △1,715

合計 82,527 141,750 59,223

３ 当事業年度中に売却したその他有価証券(自 平成15年11月21日 至 平成16年11月20日) 
 

売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円) 

― ― ― 

４ 時価評価されていない主な有価証券(平成16年11月20日) 
 

区分 貸借対照表計上額(千円) 

  その他有価証券  

   非上場株式(店頭売買株式を除く) 3,342 

合計 3,342 

５ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の決算日後における償還予定額 

(平成16年11月20日) 
 

区分 １年以内(千円) 
１年超５年以内 
(千円) 

５年超10年以内 
(千円) 

10年超(千円) 

(1) 債券  

 ① 国債・地方債等 9,997 99,915 ― ―

 ② 社債 ― ― ― ―

 ③ その他 ― ― ― ―

(2) その他 ― ― ― ―

合計 9,997 99,915 ― ―
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当事業年度 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの(平成17年11月20日) 
 

区分 
貸借対照表計上額 

(千円) 
時価(千円) 差額(千円) 

(1) 国債・地方債等 99,975 100,100 125

(2) 社債 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

時価が貸借対照表 
計上額を超えるもの 

小計 99,975 100,100 125

(1) 国債・地方債等 ― ― ―

(2) 社債 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

時価が貸借対照表 
計上額を超えないもの 

小計 ― ― ―

合計 99,975 100,100 125

２ その他有価証券で時価のあるもの(平成17年11月20日) 
 

区分 
取得原価 
(千円) 

貸借対照表計上額 
(千円) 

差額(千円) 

(1) 株式 77,379 186,963 109,584

(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの 

小計 77,379 186,963 109,584

(1) 株式 5,148 4,130 △ 1,018

(2) 債券 401,477 398,190 △ 3,287

(3) その他 ― ― ―

貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの 

小計 406,626 402,320 △ 4,306

合計 484,005 589,283 105,278

３ 当事業年度中に売却したその他有価証券(自 平成16年11月21日 至 平成17年11月20日) 
 

売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円) 

― ― ― 

４ 時価評価されていない主な有価証券(平成17年11月20日) 
 

区分 貸借対照表計上額(千円) 

  その他有価証券  

   非上場株式 44,542 

合計 44,542 

５ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の決算日後における償還予定額 

(平成17年11月20日) 
 

区分 １年以内(千円) 
１年超５年以内 
(千円) 

５年超10年以内 
(千円) 

10年超(千円) 

(1) 債券  

 ① 国債・地方債等 99,975 299,350 ― ―

 ② 社債 ― ― ― ―

 ③ その他 ― ― ― ―

(2) その他 ― ― ― ―

合計 99,975 299,350 ― ―
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 (デリバティブ取引関係） 

取引の時価等に関する事項 

前事業年度(平成16年11月20日) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

区分 種類 
契約額等 
(千米ドル) 

契約額等のうち
１年超 
(千米ドル) 

時価 
(千円) 

評価損益 
(千円) 

  
通貨オプション取引 
  売建 プット 

300 ― △4,869 △4,869
市場取引 
以外の 
取引 

  

合計 300 ― △4,869 △4,869

(注) １ 通貨オプションの時価は、金融機関から提示された価格により算定しております。 

２ ヘッジ会計を適用しているものについては、開示の対象から除いております。 

 

当事業年度(平成17年11月20日) 

デリバティブ取引については、すべてヘッジ会計が適用されているため、記載を省略しております。 
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（税効果会計関係） 

前事業年度 
 (平成16年11月20日) 

当事業年度 
(平成17年11月20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(流動) 

  未払事業税 2,582千円

  未払賞与 43,094千円

  その他 5,654千円

繰延税金資産(流動)小計 51,330千円

 

繰延税金負債（流動） 

  その他 762千円

繰延税金負債（流動）小計 762千円

繰延税金資産（流動）純額 50,567千円

 

繰延税金資産(固定) 

  貸倒引当金 14,046千円

  退職給付引当金 55,885千円

  役員退職慰労引当金 63,733千円

  投資有価証券 7,145千円

  長期前払費用 23,419千円

  借地権 20,815千円

  その他 1,745千円

繰延税金資産(固定)小計 186,793千円

 

繰延税金負債(固定) 

  固定資産圧縮積立金 289,037千円

  特別償却準備金 1,454千円

  投資有価証券 24,044千円

  その他 15千円

繰延税金負債(固定)小計 314,552千円

繰延税金負債(固定)純額 127,759千円
 

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(流動) 

  未払事業税 16,935千円

  未払賞与 41,027千円

  その他 7,217千円

繰延税金資産(流動)小計 65,180千円

 

繰延税金負債（流動） 

  その他 762千円

繰延税金負債（流動）小計 762千円

繰延税金資産（流動）純額 64,417千円

 

繰延税金資産(固定) 

  貸倒引当金 16,590千円

  退職給付引当金 16,347千円

  役員退職慰労引当金 70,120千円

  投資有価証券 7,145千円

  長期前払費用 33,029千円

  その他 3,409千円

繰延税金資産(固定)小計 146,641千円

 

繰延税金負債(固定) 

  固定資産圧縮積立金 287,148千円

  特別償却準備金 691千円

  投資有価証券 42,742千円

  その他 18千円

繰延税金負債(固定)小計 330,602千円

繰延税金負債(固定)純額 183,961千円
 

  

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 42.0％

(調整) 

交際費等永久に損金に 
算入されない項目 

8.3％

受取配当金等永久に益金に 
算入されない項目 

△0.1％

住民税均等割 7.2％

その他 0.1％

税効果会計適用後の 
法人税等の負担率 57.5％

 

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 

57.1％

受取配当金等永久に益金に 
算入されない項目 

△0.6％

住民税均等割 55.4％

評価性引当額 311.0％

その他 △2.3％

税効果会計適用後の 
法人税等の負担率 461.2％

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 24

(退職給付関係) 

前事業年度 当事業年度 

(自 平成15年11月21日 (自 平成16年11月21日 

  至 平成16年11月20日)   至 平成17年11月20日) 

     

1.採用している退職給付制度の概要 1.採用している退職給付制度の概要 

 当社は確定給付型の制度として、適格退職年金制度 当社は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。 を設けております。 

    

２.退職給付債務に関する事項（平成16年11月20日現在） 

 

２.退職給付債務に関する事項（平成17年11月20日現在） 

 

 

①退職給付債務 △851,152千円

②年金資産 585,518千円

③未積立退職給付債務(①+②） △265,634千円

④会計基準変更時差異の未処理額 － 千円

⑤未認識数理計算上の差異 127,984千円

⑥未認識過去勤務債務 － 千円

⑦退職給付引当金（③+④+⑤+⑥） △137,649千円 

①退職給付債務 △1,028,404千円

②年金資産 914,130千円

③未積立退職給付債務(①+②） △114,274千円

④会計基準変更時差異の未処理額 － 千円

⑤未認識数理計算上の差異 74,010千円

⑥未認識過去勤務債務 － 千円

⑦退職給付引当金（③+④+⑤+⑥） △40,263千円 
 

３.退職給付費用に関する事項 ３.退職給付費用に関する事項 

 

（自 平成15年11月21日 至 平成16年11月20日） 

 

（自 平成16年11月21日 至 平成17年11月20日） 

 

 

①勤務費用 52,248千円

②利息費用 23,904千円

③期待運用収益 △16,031千円

④会計基準変更時差異の費用処理額 － 千円

⑤数理計算上の差異の費用処理額 18,599千円

⑥過去勤務債務の費用処理額 － 千円

⑦退職給付費用（①+②+③+④+⑤+⑥） 78,721千円 

①勤務費用 53,054千円

②利息費用 23,832千円

③期待運用収益 △16,394千円

④会計基準変更時差異の費用処理額 － 千円

⑤数理計算上の差異の費用処理額 17,448千円

⑥過去勤務債務の費用処理額 － 千円

⑦退職給付費用（①+②+③+④+⑤+⑥） 77,940千円 
 

４.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 

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 2.8％

③期待運用収益率  2.8％

④数理計算上の差異の処理年数 10年 

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 2.0％

③期待運用収益率 2.8％

④数理計算上の差異の処理年数 10年 
 

 

 

 

（持分法投資損益等） 

前事業年度 
 (自 平成15年11月21日 至 平成16年11月20日) 

当事業年度 
(自 平成16年11月21日 至 平成17年11月20日) 

該当事項はありません。 同左 

 

 

（関連当事者との取引） 

前事業年度 
 (自 平成15年11月21日 至 平成16年11月20日) 

当事業年度 
(自 平成16年11月21日 至 平成17年11月20日) 

該当事項はありません。 同左 
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(１株当たり情報) 

 

 前事業年度 当事業年度 

項目 (自 平成15年11月21日 (自 平成16年11月21日 

  至 平成16年11月20日)   至 平成17年11月20日) 

１株当たり純資産額 867円83銭 841円74銭 

１株当たり当期純利益 

又は１株当たり当期純損失（△） 
17円74銭 △22円03銭 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 

 潜在株式が存在しないため、記載して

おりません。 

１株当たり当期純損失のため、また、

潜在株式が存在しないため、記載してお

りません。 

(注) １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

   

 前事業年度 当事業年度 

項目 (自 平成15年11月21日 (自 平成16年11月21日 

  至 平成16年11月20日)   至 平成17年11月20日) 

損益計算書上の当期純利益 
又は当期純損失（△）(千円) 

186,631 △210,162

普通株式に係る当期純利益 
又は当期純損失（△）(千円) 

171,631 △210,162

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳(千円) 

 利益処分による役員賞与金 15,000 ―

普通株主に帰属しない金額(千円) 15,000 ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 9,672 9,540

 

 

 

（重要な後発事象） 

 

前事業年度 
 (自 平成15年11月21日 至 平成16年11月20日) 

当事業年度 
(自 平成16年11月21日 至 平成17年11月20日) 

――――― 当社は、平成17年12月に適格退職年金制度の一部を確定拠
出年金制度へ移行し、「退職給付制度間の移行等に関する会計
処理」（企業会計基準適用指針第１号）を適用する予定であり
ます。 
本移行に伴う翌事業年度の損益に与える影響額は、

130,038千円（特別利益）の見込みであります。 
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Ⅴ．生産、受注及び販売状況 

（販売実績） 

前事業年度 当事業年度 

(自 平成15年11月21日 (自 平成16年11月21日 

至 平成16年11月20日) 至 平成17年11月20日) 
区分 

金額（千円） 構成比 金額（千円） 構成比 

木質建材 5,937,084 17.4% 5,778,832 16.2% 

非木質建材 3,083,811 9.0% 2,626,317 7.3% 

合板 2,993,647 8.8% 2,425,330 6.8% 

木材銘木製品 4,152,084 12.1% 3,321,338 9.3% 

住宅設備機器 7,997,370 23.4% 9,595,813 26.8% 

施工付販売 1,612,892 4.7% 2,178,817 6.1% 

その他 2,147,380 6.3% 2,047,474 5.7% 

商品 

小計 27,924,272 81.7% 27,973,924 78.2% 

完成工事高 6,259,326 18.3% 7,801,206 21.8% 
工事 

小計 6,259,326 18.3% 7,801,206 21.8% 

合 計 34,183,599 100.0% 35,775,130 100.0% 

（注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．上記商品販売金額にはオリジナル商品販売実績 3,211,545千円(前期実績 3,677,551千円)が含まれており 

ます。 

 

 

 

Ⅵ．役員の異動（平成18年２月17日付） 

 

１．代表者の異動 

   

   該当事項はありません。 

 

２．その他役員の異動 

 

（１） 新任監査役候補 

監査役（非常勤）酒谷 佳弘（現 ジャパン・マネジメント・コンサルティング㈱ 代表取締役） 

（注）酒谷佳弘氏は「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」 

   第１８条第１項に定める社外監査役の候補者であります。 

 

（２） 退任予定取締役 

取締役 市場開発担当部長 高橋 英一（商品開発担当部長） 

 

（３） 退任予定監査役 

監査役（非常勤） 島田 龍夫（現 公認会計士・税理士） 

 

 

以上 


