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１．平成１８年３月期の連結業績（平成１７年４月１日～平成１８年３月３１日）

(1）連結経営成績 （注）記載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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年3月期 104,437 △11.3 2,687 1.1 3,156 △5.8

17年3月期 117,681 △1.9 2,659 11.3 3,352 27.9

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

百万円 ％  円　銭  円　銭 ％ ％ ％

18年3月期 1,121 △40.7  44.83  － 3.9 4.7 3.0

17年3月期 1,890 17.5  78.98  61.95 7.1 4.5 2.9

（注）①持分法投資損益 18年3月期 △ 1百万円 17年3月期 7百万円

②期中平均株式数（連結） 18年3月期     24,606,258 株 17年3月期 23,519,594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、対前期増減率であります。

 　　 ⑤平成18年３月期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につきましては、希薄化効果を有している潜在

　　　　株式が存在しないため記載しておりません。

(2）連結財政状態  

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％  円　銭

18年3月期 59,942 30,114 50.2  1,149.75

17年3月期 73,318 26,810 36.6  1,138.53

（注）期末発行済株式数（連結） 18年3月期         26,176,400 株 17年3月期 23,519,200株

(3）連結キャッシュ・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

百万円 百万円 百万円 百万円

18年3月期 4,579 2,593 △4,529 7,766

17年3月期 3,575 △1,000 △2,643 5,123

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

連結子会社数 ３社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 １社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） －社 （除外） ８社 持分法（新規） －社 （除外） １社

２．平成１８年８月期の連結業績予想（平成１８年４月１日～平成１８年８月３１日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

 通　期 41,200 1,600 850

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　32円47銭

（注）当社は、決算期を３月31日から２月末日に変更することを予定しております。なお、移行期の経過措置として次期

　　　の決算期は、平成18年４月１日から平成18年８月31日までの５ヶ月の変則決算となります。

　　　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含ん

　　　でおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

　　　なお、上記予想に関する事項は添付資料の９ページを参照して下さい。



１．企業集団の状況
　当社グループは、ダイキ株式会社（当社）連結子会社３社および関連会社１社により構成されており、ホームセンター

関連事業の展開とそれに付帯する事業を行っております。

　なお、環境機器関連セグメントの当社環境機器カンパニー、株式会社ダイテク、川内ダイキ株式会社、津島ダイキ株

式会社、信州ダイキ株式会社、福島ダイキ株式会社、大連大器環保設備有限公司、大連麗陽環保機器有限公司、また、

住宅機器関連セグメントの当社住宅機器カンパニー、その他の事業セグメントの当社D-OIL事業部、株式会社環境分析セ

ンターは会社分割契約に基づき株式会社ダイキアクシスに譲渡したことにより、また、その他の事業セグメントのダイ

ツウ株式会社は譲渡契約に基づき、所有株式を譲渡したことにより、平成17年10月１日以降につきましてはそれぞれ連

結の範囲から除いております。

  　さらに、ホームセンター関連セグメントの株式会社ベターライフは、合併契約に基づき、平成17年10月１日付にてダ　

　イキ株式会社と合併しております。

 　 平成17年10月１日以降は次のとおりであります。

　当社と関係会社の主な事業内容と事業区分との位置付けは、次のとおりであります。なお、事業区分は事業の種類別

セグメント情報と同一であります。

事業区分 事業の内容 主な会社

ホームセンター関連事業

ＤＩＹ用品等の販売

増改築工事
当社

商品の輸入代行業務、ＰＢ商品の管

理、商品開発に関する企画等
ＤＣＭ Ｊａｐａｎ㈱

その他の事業

不動産売買仲介業 ダイキ不動産情報㈱

人材派遣業 ㈱キャップ

一般旅行代理店業 はと観光㈱
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　事業の系統図は次のとおりであります。

　（注）ＤＣＭ Ｊａｐａｎ㈱は、持分法適用関連会社であります。
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　＜参考＞

  　なお、当中間連結会計期間までは、下記の状況でありました。
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　当社と関係会社の主な事業内容と事業区分との位置付けは、次のとおりであります。なお、事業区分は事業の種類別

セグメント情報と同一であります。

事業区分 事業の内容 主な会社

ホームセンター関連事業

ＤＩＹ用品等の販売

増改築工事

当社（ホームセンターカンパニー）

㈱ベターライフ

商品の輸入代行業務、ＰＢ商品の管理、商品開発

に関する企画等
ＤＣＭ Ｊａｐａｎ㈱

環境機器関連事業

水処理機器および部品の製造

川内ダイキ㈱

津島ダイキ㈱

信州ダイキ㈱

福島ダイキ㈱

大連大器環保設備有限公司

大連麗陽環保機器有限公司

浄化槽の販売

水処理施設の設計・施工
当社（環境機器カンパニー）

汚水・排水処理装置の維持管理
当社（環境機器カンパニー）

㈱ダイテク

住宅機器関連事業
住宅機器の販売

住宅関連工事
当社（住宅機器カンパニー）

その他の事業

バイオディーゼル燃料の製造

および製造プラントの販売
当社（Ｄ－ＯＩＬ事業部）

地質・大気・土地・産業廃棄物の分析、測定 ㈱環境分析センター

貨物運送業 ダイツウ㈱

不動産売買仲介業 ダイキ不動産情報㈱

人材派遣業 ㈱キャップ

一般旅行代理店業 はと観光㈱
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２．関係会社の状況

名称 住所
資本金また
は出資金

事業内容
議決権所
有の割合

関係内容

役員の兼任

資金援助 営業上の取引 設備の賃貸借
当社
役員

当社
従業員

百万円 ％ 名 名 百万円

（連結子会社）

ダイキ不動産情

報㈱

愛媛県松山市 10
不動産売買仲介

業
100 2 1 110 不動産売買の仲介 建物の貸与

（連結子会社）

㈱キャップ
愛媛県松山市 10 人材派遣業 100 1 1 －

人材派遣および人材

教育
建物の貸与

（連結子会社）

はと観光㈱
愛媛県松山市 80

一般旅行代理店

業
100 1 1 － 乗車券等の手配 建物の貸与

（持分法適用関

連会社）

ＤＣＭ 

Ｊａｐａｎ㈱

東京都港区 300

商品の輸入代行

業務、ＰＢ商品

の管理、商品開

発に関する企画

等

24.6 2 － －
ＤＩＹ商品等の仕入

れ
－
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３．経営方針

１．会社の経営の基本方針

　当社グループは、社会生活の向上を住環境の改善を通じて提供することを企業理念とし、「人と自然の調和」をモッ

トーに、快適な暮らし方を提案していくことで、お客様、株主、社員とその家族、地域社会との信頼関係を築き上げ、

存在価値のあり続ける企業を目指しております。

　なお、当社は当中間期まで、「住」と「水」に関連する領域をコア事業と位置付け「ホームセンター」「住宅機器」

「環境機器」の３事業を軸とした事業展開を図ってまいりましたが、平成17年７月11日に㈱カーマおよびホーマック

㈱との共同持株会社（ＤＣＭ Ｊａｐａｎホールディングス㈱）設立による経営統合をすることについて基本合意書を

締結いたしました。これに伴い、非ホームセンター事業である環境機器関連事業、住宅機器関連事業ならびにバイオ

ディーゼル燃料事業を会社分割し、平成17年11月24日に分割承継会社の発行済み株式の全部を売却したことにより、

今後はホームセンター事業を中心とした「住」に関連する事業に経営資源を集中してまいります。

２．会社の利益配分に関する基本方針

　当社グループは、株主重視の経営をすすめ、株主価値の増大に努めることを経営上の最重要課題のひとつと位置付

けており、株主各位への利益還元と将来の事業展開のための内部留保充実とのバランスを考慮しながら、利益配当を

行っていきたいと考えております。

　内部留保金につきましては、営業基盤拡充のための設備投資資金および情報関連投資等の将来の企業価値を高める

ための投資に有効活用する予定であります。

　また、当社グループは、経営管理組織の中核を担う取締役および幹部社員に対し、中長期的な業績向上に対する意

欲や士気を高め、企業価値の増大に資することを目的とし、一定の範囲内でストックオプションとして新株予約権を

付与しております。なお、この新株予約権（ストックオプション）は、㈱カーマおよびホーマック㈱との共同での株

式移転による完全親会社（ＤＣＭ Ｊａｐａｎホールディングス㈱）設立が各社の株主総会において承認されますと、

消却されることとなります。

　以上のような方針に基づき、期末配当金の実施につきましては、１株当たり７円50銭とする予定であります。既に

実施済みの中間配当金７円50銭と合わせ、年間配当金は１株当たり15円となります。

３．投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　当社は、個人株主の増加を資本政策上の重要課題と認識しております。そのため、利益還元の充実を図るとともに、

個人投資家の拡大及び株式の流動性の向上を目指し、平成７年８月１日に1,000株から100株に投資単位の引き下げを

実施しております。

４．目標とする経営指標

　当社グループは、平成16年４月に平成16年度（2004年度）から平成20年度（2008年度）までの５年間を対象とする

中期経営計画「チャレンジ50」を策定し、その達成に向けて邁進してまいりましたが、今後は、上記１．会社の経営

の基本方針にも記載のとおり、当社はＤＣＭ Ｊａｐａｎホールディングス㈱の事業子会社となること、当社の経営資

源はホームセンター事業に集中されることが予定され、当社グループを取り巻く事業環境および事業基盤が大きく変

化することが予想され、当社グループとしても中期経営計画「チャレンジ50」の見直しを進めております。

　なお、中期経営計画「チャレンジ50」において、総資産の増加を伴うことなく利益、キャッシュ・フローを増大さ

せることにより、有利子負債の削減と株主資本の充実を推進し、中長期的に安定した成長を実現するための堅固な経

営基盤を作り上げることを目指した経営指標とし、総資本営業利益率７％、株主資本当期純利益率10％を目標に掲げ

ております。

５．中長期的な会社の経営戦略

　当社グループで推進するセグメント事業制度は、各事業分野において自由度の高い責任経営を行う組織単位として

の性格を有し、めまぐるしい環境変化に対応できる意思決定の迅速化を図るとともに、独立性、採算制を重視するこ

とで業績の向上を目指してまいりました。

　今後は、ホームセンター事業に経営資源を選択、集中することにより、経営環境のグローバル化、スピード化に即

応できる経営組織、および強力なローコストオペレーションとマーチャンダイジングシステムの構築により競争優位

を確立するとともに、株主重視の経営を念頭に、資本コストを重視した事業評価で、効率化経営の実行を図ってまい

ります。
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６．会社の対処すべき課題

　当社グループでは、前述したとおりホームセンター事業に経営資源を集中することにより事業構造改革を進めてま

いりますが、本年９月に経営統合を控え、より筋肉質な財務体質、より効率性の高い収益構造へと転換を図ることが、

経営上の最重要課題と認識しております。

　具体的には、㈱カーマ、ホーマック㈱との三社連合により設立した共同仕入会社ＤＣＭ　Ｊａｐａｎ㈱を中心とし

た政策商品を最大限に活かし切るインフラの整備が喫緊の課題であり、下記４項目についてプロジェクトを組成し、

取り組んでおります。

（1）自動発注プロジェクト

　　・適正在庫の維持、作業人時の削減、値下げ・廃棄ロスの削減を目的として自動補充発注ロジックの見直し、  

      発注サイクル変更の実施

（2）棚割整備プロジェクト

    ・更なる共同仕入の拡大による値入改善および作業標準化を目的として、棚割パターン化の完全実施

（3）店舗組織プロジェクト

　　・発注・物流システムおよび標準棚割の整備に合わせ、店舗の稼動計画、作業割当を見直し、店舗組織の効率　

　　　化・標準化を推進

（4）情報の一元管理プロジェクト

　　・店舗後方作業の効率化および営業政策のスピーディーな展開を目的として、情報伝達の電子化、一元化を推

　　　進

７.親会社等に関する事項

該当事項はありません。
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４．経営成績

当期の概況

金額（百万円） 前期比（％）

売上高 104,437 △11.3

営業利益 2,687 1.1

経常利益 3,156 △5.8

当期純利益 1,121 △40.7

　当連結会計年度におけるわが国経済は、原油・資材価格の高騰等の懸念材料もありますが、企業収益の改善に後押し

される形で景気回復の裾野も広がりをみせております。しかしながら、個人消費につきましては、将来の国民負担率の

上昇懸念等の先行き不透明感もあり、未だ力強い回復には至っておりません。

　このような中、当社は、平成17年７月11日に㈱カーマおよびホーマック㈱との共同持株会社（ＤＣＭ Ｊａｐａｎホー

ルディングス㈱）設立による経営統合をすることについて基本合意書を締結したことに伴い、平成17年10月１日付で非

ホームセンター事業である環境機器関連事業、住宅機器関連事業ならびにバイオディーゼル燃料事業を会社分割すると

ともに、当社完全子会社であった㈱ベターライフを吸収合併いたしました。また、平成17年11月24日には分割承継会社

の発行済み株式の全部を売却いたしました。これにより、当社は、ホームセンター事業に経営資源を集中し、より迅速

な経営判断ができる体制の構築、より強固な事業基盤の構築に邁進してまいりました。

　また、この事業再編にともない、当期首に計上した減損損失11億89百万円に加え、一部の有形固定資産の使用形態が

変更になることによる減損損失６億84百万円、2008年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の買入消却損９億19

百万円、営業移転損失１億10百万円を特別損失として計上いたしました。また投資有価証券売却益17億99百万円、子会

社株式売却益１億82百万円を特別利益として計上しております。

　結果、当連結会計年度の連結業績は、連結売上高1,044億37百万円（対前期比11.3％減）、営業利益26億87百万円（対

前期比1.1％増）、経常利益31億56百万円（対前期比5.8％減）、当期純利益11億21百万円（対前期比40.7％減）と、非

ホームセンター事業を下期より連結除外したことと、事業再編コストおよびこれに起因した特別損失の発生により減収、

経常利益および当期純利益では減益となりましたが、営業利益では、ホームセンター関連事業の売上総利益率が向上し

たこともあり増益となっております。

事業セグメント別概況

（ホームセンター関連事業）

金額（百万円） 前期比（％）

　売上高 92,290 1.4

ＤＩＹ用品 37,346 △1.9

家庭用品 33,893 1.6

レジャー用品 18,158 5.2

ＦＣ・サービス 1,153 10.0

増改築工事 1,227 △1.8

賃貸料収入 510 －

　営業利益 3,916 17.1

　ホームセンター関連事業では、香川県で１店舗、兵庫県で２店舗、徳島県で１店舗の計４店舗の新規出店、愛媛県で

１店舗の移転増床を行なう一方、京都府で１店舗、奈良県で１店舗の計２店舗の閉店を行ない営業基盤の拡充に努める

とともに、収益性の向上を図ってまいりました。既存店売上高につきましては、第１四半期は天候に比較的恵まれたこ

ともあり堅調に推移いたしましたが、第２四半期につきましては、昨年の台風被害における復興需要の反動もあり一転

厳しい状況となり通期で4.0％減となりました。

　商品仕入れ面では、引き続き共同仕入会社ＤＣＭ　Ｊａｐａｎ㈱を通じた戦略商品（オリジナルブランド商品・輸入

商品・ＮＢ共同仕入商品）の取扱い拡大による値入率の向上に注力したこと、および商品管理の徹底、物流センター機

能の拡充により在庫の削減にも取り組んだことにより、売上総利益率は28.6％となり前期比0.4ポイント改善いたしまし

た。しかしながら、厳冬により灯油の構成比が高まったことにより、想定値であった28.7％に対しては0.1ポイント届き

ませんでした。　
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　　経費面では、主に店舗人員の見直しを行ない、非正社員比率を高めたことにより人件費を抑制するとともに、販売

　促進策の見直しも行ない広告宣伝費の削減にも努めてまいりました。

　  その結果、売上高922億90百万円（対前期比1.4％増）、営業利益39億16百万円（対前期比17.1％増）と増収・増益

  となりました。

　  品目別の売上状況といたしましては、特にＤＩＹ用品については、昨年の災害特需の反動を大きく受けた一年であり

　ました。しかしながら、園芸用品・花木・ガーデン部門につきましては、上半期は好天に恵まれ、薬品、用土を中心に　

　売上構成比の高い品種が好調に推移いたしました。結果、売上高373億46百万円（対前期比1.9％減）となっておりま

　す。

　  家庭用品につきましては、防犯意識の高まりに伴い、シュレッダー等の電子文具が好調に推移いたしました。また、

　い草、すだれ等の季節商品が好調だった半面、カーペット・カーテンが低調でした。冬季の冷え込みにより、カイロ・

　灯油が大きく売上を伸ばしております。結果、売上高338億93百万円（対前期比1.6％増）となっております。

　  レジャー用品につきましては、ペット部門で、小型犬・室内犬マーケット向けの衣服、玩具、スナック、プレミア

  ムフード、および冬季の冷え込みによる防寒用品が特に大きく売上に貢献いたしました。結果、売上高181億58百万円

（対前期比5.2％増）となっております。

（環境機器関連事業）

　環境機器関連事業では、好調な企業業績を背景に民間設備投資の回復が見られ、単価の下落にも下げ止まり感がみら

れたものの、当事業部門を取り巻く環境は依然厳しい状況で推移いたしました。このような状況のもと当事業部門にお

きましては、浄化槽製品の適正価格での販売に努めるとともに、販売先の見直しにも着手いたしました。また、浄化槽

以外の自社製品開発にも注力し、既にろ過機については開発を終了し販売を開始いたしております。結果、売上高47億

28百万円（対前年上半期比8.3％減、対前期比60.6％減）、営業利益66百万円（対前年上半期比91.1％増、対前期比

81.4％減）となりました。

　※当下半期より、非ホームセンター事業を連結除外したことにより、環境機器関連事業の概況につきましては、当中

間連結会計期間までの概況を記載しております。

（住宅機器関連事業）

　住宅機器関連事業では、公共工事は依然低迷しておりますが、新設住宅着工戸数は堅調に推移するなど、一部では明

るい兆しも見え始めております。このような状況のもと当事業部門におきましては、引き続き新規営業エリアの開拓に

よるシェアアップと、在庫圧縮、現場直送比率の向上等による経費削減に注力いたしました。結果、売上高67億８百万

円（対前年上半期比5.3％増、対前期比50.4％減）、営業利益1億90百万円（対前年上半期比112.3％増、対前期比36.5％

減）と堅調に推移いたしました。

　※当下半期より、非ホームセンター事業を連結除外したことにより、住宅機器関連事業の概況につきましては、当中

間連結会計期間までの概況を記載しております。

（その他の事業セグメント）

　その他の事業では、下半期よりバイオディーゼル燃料事業および子会社２社（㈱環境分析センター、ダイツウ㈱）が

連結除外されたことにより、売上高７億10百万円（対前期比38.7％減）、営業損失21百万円（前期営業損失１億34百万

円）となっております。
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次期の見通し

　今後の国内経済は、企業業績は好調を維持するものと思われますが、原油価格の高騰等、不透明感は依然拭いきれず、

一進一退の状況が続くものと思われます。

　このような状況のもと当社グループは、新生ダイキとしてホームセンター事業に全ての経営資源を集中し、より筋肉

質の財務体質、より効率的な収益構造への転換を図ってまいります。

　また、当社は平成18年６月29日開催予定の定時株主総会で承認されることを条件に、平成18年９月1日に㈱カーマ、

ホーマック㈱との経営統合を予定しております。これにともない、同定時株主総会の承認を条件に決算期を３月31日よ

り２月末日に変更する予定であります。ただし、経過措置といたしまして、新年度（第45期）は平成18年４月1日より平

成18年８月31日までの５ヶ月決算とし、来期（第46期）は平成18年９月１日より平成19年２月28日までの６ヶ月決算と

なる予定であります。

　平成18年９月１日予定の経営統合の詳細につきましては、後発事象を参照願います。

　第45期（平成18年４月1日～平成18年８月31日）の新規出店につきましては、岡山県にＥＸ型１店舗を予定しておりま

す。

　また、平成18年２月に新設した業務改革室を中心に、全社横断プロジェクトとして、自動発注プロジェクト・棚割整

備プロジェクト・店舗組織プロジェクト・情報の一元化プロジェクトを本年４月に立ち上げをいたしました。今後は株

式会社カーマおよびホーマック株式会社と連携をとりながら、営業、商品、店舗運営、開発と全ての面においてスピー

ド感をもって改革に取り組んでまいります。

　以上により、第45期（平成18年４月1日～平成18年８月31日）の業績予想としましては、連結売上高412億円、営業利

益14億50百万円、経常利益16億円、当期純利益８億50百万円を見込んでおります。

　

　※前期比は決算期変更により比較が出来ないため記載しておりません。
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５．財政状態

　当連結会計年度末の財政状態は、総資産が前連結会計年度末に比べ133億76百万円減少しております。この主な要因は、

非ホームセンター事業を下期より連結除外したことであります。また、財務体質強化への取り組みを推進することによ

り、有利子負債を106億39百万円削減させております。

（キャッシュ・フローの状況）

　当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ26億43百万円増

加し、77億66百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況およびその要因は以下のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動により増加した資金は、45億79百万円（前年同期比10億４百万円増加）となりました。これは主に、非資金

項目である減損損失18億74百万円、減価償却費10億51百万円、売上債権の減少による32億93百万円の資金増加、仕入債

務の減少による９億88百万円、法人税等の支払による13億46百万円の資金減少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）

　投資活動により増加した資金は、25億93百万円（前年同期比35億93百万円増加）となりました。これは主に、定期性

預金の減少額17億41百万円、投資有価証券の売却による32億88百万円の資金増加、有形固定資産の取得による26億70百

万円の資金減少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）

　財務活動により減少した資金は、45億29百万円（前年同期比18億86百万円増加）となりました。これは主に、短期借

入金の増加額35億97百万円による資金増加、長期借入金の返済24億91百万円、転換社債の買入による支出53億84百万円

の資金減少によるものであります。

　なお、当企業集団のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成14年
３月期

平成15年
３月期

平成16年
３月期

平成17年
３月期

平成18年
３月期

自己資本比率（％） 28.1 30.5 35.6 36.6 50.2

時価ベースの自己資本比率（％） 31.9 38.9 36.6 35.4 64.5

債務償還年限（年） 12.4 － 5.7 4.4 2.4

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 6.5 － 12.5 21.8 34.3

　（注１）　各指標は、いずれも連結ベースの財務諸表数値を用いて、以下の算式により計算しております。

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

債務償還年限：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

　（注２）　株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式控除後）により算出しております。

　（注３）　営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用して

おります。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

　（注４）　平成15年３月期の債務償還年限及びインタレスト・カバレッジ・レシオについては、営業キャッシュ・フロー

がマイナスであるため記載しておりません。

- 10 -



６．事業等のリスク

　当社グループの経営成績、株価および財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクに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、当連結会計年度末において当社グループが判断したものであります。

(１)出店戦略上の事業リスク

　ホームセンター関連事業の戦略は、瀬戸内を中心にその近隣地域において店舗数を拡大し、収益を増加させること

であります。これまで、予定通りの収益拡大に向け十分な新設店舗数を確保してきたと考えておりますが、今後新設

店舗を出店するために必要な許認可が取得できるという保証はなく、かつ長期的には、当社グループが引き続き新設

店舗に適した候補地を十分に確保することができるという保証もありません。当社グループが採算性を確保しつつ新

設店舗を出店できるかどうかは、さまざまな偶発事由に左右されますが、これらの中には当社グループ自身では制御

できないものもあり、以下に関する当社グループの能力に影響を及ぼします。

・十分な規模で、かつ適切な価格の新設店舗候補地を見つけること。

・都市計画および開発に関する行政および規制当局の、必要な全ての許認可を取得すること。

・予算費用で適時に店舗を建設すること。

・新設店舗に適切な店長および適切で十分な人数の店員を雇用し研修を行うこと。

・これらの新設店舗を会社グループの業務に統合すること。

　また、当社グループがその出店計画を達成し、新設店舗もしくは改装店舗が既存店に匹敵する売上高、売上総利益

もしくは営業利益を達成するという保証はありません。当社グループにおいて経営陣は新設店舗候補地を慎重に選択

しておりますが、追加店舗の出店が既存店舗の売上げに対して自社競合という形で、悪影響を及ぼす可能性があります。

(２)一定の供給業者および海外の生産拠点への依存

　当社グループは、一部の仕入商品に関して、一定の供給業者に依存しております。ホームセンター関連事業では、

ＤＣＭ　Ｊａｐａｎ㈱を通じ、販売商品の多くは中国から供給されております。配送についての混乱や不正行為で商

品の入手が不安定になった場合、当社グループの事業、財政状態および経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(３)地理的集中

　ホームセンター関連事業の営業エリアは、瀬戸内地方および近畿圏に集中しております。このため、この地方にお

ける経済、事業および自然環境の不利な変動は、当社グループの事業、財政状態および経営成績に影響を及ぼす可能

性があります。

(４)天候要因

　ホームセンター関連事業は、年間の販売促進計画に沿って在庫を抱えることがあり、冷夏、暖冬、多雨等の天候要

因により、売上が減少し、在庫が余剰となる場合があります。かかる場合には、当社グループの事業、財政状態、経

営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。
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(５)同業他社および小売他業態との競争激化

　小売業界はすべての側面において激しい競争にさらされております。ホームセンター関連事業は、当社グループと

類似の商品を販売するコンビニエンスストア、量販店、建材・金物店、専門店、木材販売業者、ならびに他社ホーム

センターと競争しております。それでも、当社グループはこれらの瀬戸内および近畿地方の小売業者よりも幅広い商

品を揃えており、価値のあるサービスを顧客に提供していると自負しております。店舗数を大幅に増加させたことに

より、当社グループはターゲット層に対してブランドが浸透する規模に成長したと考えております。しかし、市場環

境全体が停滞した中での競争の激しい業界で運営しており、当社グループよりも魅力的な商品を幅広く揃えた競合他

社の出現や、財政的資源が豊富な競合他社が瀬戸内または近畿地方に進出しないという保証はありません。

さらに、過去長期間において、小規模小売業者は困難な経営を強いられており、失業ならびに個人所得の伸び悩みが

消費者支出の展望を暗くさせております。大規模小売店は各々の事業を全国規模に拡大しようとさらに競争を激化さ

せており、こうした傾向は当社グループの業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

(６)公的規制

　当社グループは、大規模小売店舗立地法による規制を受ける店舗の出店を計画しております。当該法令の適用が、

かかる計画の履行に影響を及ぼさないという確約はありません。大規模小売店舗立地法の遵守により、一層の管理・

建設費および期間がかかっております。店舗出店には、地域の都市計画当局からの認可が条件とされ、地域の規制を

受けます。多くの地方自治体は、大規模小売店舗立地法を活かし、駐車場面積に関する条項を義務づける条例ならび

に運営規制を起草しております。かかる法規制により、当社グループ全体の拡張計画に悪影響を及ぼす可能性があり

ます。

　また、今後、大型商業施設の出店規制を行なういわゆる「まちづくり３法」の改正が行なわれた場合、郊外での出

店が難しくなることから、当社グループの出店計画に影響を及ぼす可能性があります。

(７)個人情報の管理に関するリスク

　当社グループは、ダイキカード顧客のほか、店舗での営業活動に伴う顧客に関する多くの個人情報を保有しており

ます。また、顧客以外にも、従業員や当社グループと関係する取引先など個人を特定することのできる情報を多く保

有しております。これらの個人情報については、「個人情報保護規程」を制定し、個人情報管理責任者を選任し、個

人情報の収集・利用・管理など電子情報・非電子情報を問わず、その取り扱いについては高度な情報セキュリティレ

ベルを確保し厳重に行なっております。しかしながら、不法行為など不測の事態により情報漏洩が発生する可能性は

否めず、万一、外部に情報が流出した場合、当社グループは社会的信用を失うとともに、損害賠償による費用の発生

など、当社グループの業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

(８)固定資産の減損に係る会計基準

　当社グループは、当連結会計期間より固定資産の減損に係る会計基準を適用しております。今後新たに減損損失を

認識すべき資産について減損を計上することとなった場合、当社グループの財政状態および経営成績に悪影響を及ぼ

す可能性があります。
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７．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成17年３月31日）
当連結会計年度

（平成18年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   7,060   7,883  823

２．受取手形及び売掛金・
完成工事未収入金

  7,521   430  △7,090

３．たな卸資産   16,117   14,079  △2,038

４．繰延税金資産   701   526  △174

５．その他   1,666   1,499  △166

６．貸倒引当金   △40   △13  26

流動資産合計   33,026 45.0  24,406 40.7 △8,619

Ⅱ　固定資産         

(1）有形固定資産         

１．建物及び構築物  27,860   27,723    

減価償却累計額  16,139 11,720  15,729 11,993  273

２．機械装置及び運搬具  1,144   419    

減価償却累計額  868 276  318 101  △174

３．土地 ※３  11,902   10,074  △1,827

４．建設仮勘定   898   264  △633

５．その他  1,609   998    

減価償却累計額  1,294 315  748 250  △64

有形固定資産計   25,113 34.3  22,685 37.9 △2,428

(2）無形固定資産   1,913 2.6  1,400 2.3 △512

(3）投資その他の資産         

１．投資有価証券 ※２  4,994   3,384  △1,610

２．差入保証金   6,470   6,642  171

３．その他 ※１  2,078   1,729  △349
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前連結会計年度

（平成17年３月31日）
当連結会計年度

（平成18年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

４．貸倒引当金   △278   △306  △27

投資その他の資産計   13,264 18.1  11,449 19.1 △1,815

固定資産合計   40,291 55.0  35,535 59.3 △4,756

資産合計   73,318 100.0  59,942 100.0 △13,376

         

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．支払手形及び買掛金・
工事未払金

※２  14,508   11,001  △3,506

２．短期借入金   3,743   1,365  △2,378

３．未払法人税等   689   603  △86

４．賞与引当金   883   429  △453

５．完成工事補償引当金   6   －  △6

６．その他   4,708   3,217  △1,490

流動負債合計   24,540 33.5  16,618 27.7 △7,922

Ⅱ　固定負債         

１．新株予約権付社債   7,000   80  △6,920

２．長期借入金   10,684   9,343  △1,341

３．役員退職慰労引当金   781   685  △96

４．連結調整勘定   1,005   873  △132

５．繰延税金負債   92   127  34

６．再評価に係る繰延税金
負債

※３  899   411  △487

７．その他   1,493   1,687  193

固定負債合計   21,958 29.9  13,208 22.1 △8,749

負債合計   46,499 63.4  29,827 49.8 △16,672

         

（少数株主持分）         

少数株主持分   8 0.0  － － △8
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前連結会計年度

（平成17年３月31日）
当連結会計年度

（平成18年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※５  5,791 7.9  7,018 11.7 1,227

Ⅱ　資本剰余金   6,306 8.6  7,556 12.6 1,249

Ⅲ　利益剰余金   17,146 23.4  18,269 30.4 1,123

Ⅳ　土地再評価差額金 ※３  △2,206 △3.0  △2,602 △4.3 △395

Ⅴ　その他有価証券評価差額
金

  841 1.1  795 1.3 △45

Ⅵ　為替換算調整勘定   △71 △0.1  － 0.0 71

Ⅶ　自己株式 ※６  △996 △1.3  △922 △1.5 73

資本合計   26,810 36.6  30,114 50.2 3,304

負債、少数株主持分及び
資本合計

  73,318 100.0  59,942 100.0 △13,376
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅰ　売上高   117,681 100.0  104,437 100.0 △13,243

Ⅱ　売上原価 ※１  87,580 74.4  75,990 72.8 △11,590

売上総利益   30,100 25.6  28,447 27.2 △1,653

Ⅲ　販売費及び一般管理費         

１．給料手当  8,221   7,454    

２．賞与引当金繰入額  883   429    

３．退職給付費用  354   305    

４．貸倒引当金繰入額  3   9    

５．減価償却費  1,180   966    

６．不動産賃借料  4,960   5,216    

７．その他 ※１ 11,837 27,441 23.3 11,377 25,759 24.6 △1,681

営業利益   2,659 2.3  2,687 2.6 28

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息及び配当金  84   75    

２．仕入割引  182   84    

３．為替差益  14   21    

４．不動産賃貸収入  505   344    

５．手数料収入  195   174    

６．連結調整勘定償却  145   142    

７．持分法による投資利益  7   －    

８．雑収入  162 1,297 1.1 110 952 0.9 △344

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  164   125    

２．不動産賃貸原価  363   283    

３．貸倒引当金繰入額  6   6    

４．デリバティブ評価損  10   7    

５．持分法による投資損失  －   1    

６．その他  59 604 0.5 60 483 0.5 △120

経常利益   3,352 2.9  3,156 3.0 △195
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前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅵ　特別利益         

１．固定資産売却益  24   0    

２．投資有価証券売却益  －   1,799    

３．子会社株式売却益  －   182    

４．その他  19 44 0.0 1 1,984 1.9 1,940

Ⅶ　特別損失         

１．前期損益修正損  26   43    

２．固定資産売却損  1   3    

３．固定資産除却損  85   28    

４．減損損失  ※２ －   1,874    

５．社債買入消却損  －   919    

６．営業移転損失  －   110    

７．たな卸資産廃棄損  174   －    

８．その他  24 312 0.3 72 3,052 2.9 2,739

税金等調整前当期純利
益

  3,084 2.6  2,088 2.0 △995

法人税、住民税及び事
業税

 1,080   1,245    

法人税等調整額  136 1,217 1.0 △276 968 0.9 △248

少数株主損失   23 0.0  2 0.0 △21

当期純利益   1,890 1.6  1,121 1.1 △768
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(3）連結剰余金計算書

  
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)

（資本剰余金の部）       

Ⅰ　資本剰余金期首残高   6,306  6,306 －

Ⅱ　資本剰余金増加高       

１．転換社債の転換による
新株の発行

 －  1,227   

２．自己株式処分差益  － － 21 1,249 1,249

Ⅲ　資本剰余金期末残高   6,306  7,556 1,249

       

（利益剰余金の部）       

Ⅰ　利益剰余金期首残高   15,546  17,146 1,599

Ⅱ　利益剰余金増加高       

１．当期純利益  1,890  1,121   

２．土地再評価差額金取崩
額

 98 1,988 395 1,516 △471

Ⅲ　利益剰余金減少高       

１．配当金  364  360   

２．役員賞与  24 389 32 393 4

Ⅳ　利益剰余金期末残高   17,146  18,269 1,123
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

    

税金等調整前当期純利
益

 3,084 2,088 △995

減価償却費  1,345 1,051 △294

減損損失  － 1,874 1,874

前払家賃償却  62 61 △0

連結調整勘定償却額  △145 △142 3

有形固定資産売却損  1 3 2

有形固定資産売却益  △24 △0 23

有形固定資産除却損  79 21 △58

投資有価証券売却益  △0 △1,799 △1,798

子会社株式売却益  － △182 △182

営業移転損失  － 110 110

会員権評価損  0 － △0

投資有価証券消却損  2 － △2

デリバティブ評価損  10 7 △3

持分法による投資損
（益）

 △7 1 8

貸倒引当金の増加（減
少）額

 △113 27 141

賞与引当金の増加（減
少）額

 63 △382 △445

完成工事補償引当金の
増加（減少）額

 △3 4 8

役員退職慰労引当金の
増加（減少）額

 33 △28 △61

受取利息及び受取配当
金

 △84 △75 8

支払利息  164 125 △39

為替差益  △14 △21 △6

社債買入消却損  － 919 919

売上債権の減少額  400 3,293 2,892

たな卸資産の（増加）
減少額

 1,042 △178 △1,221

その他流動資産の（増
加）減少額

 42 △402 △444

仕入債務の減少額  △616 △988 △372
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前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)

その他流動負債の増加
（減少）額

 △214 628 842

役員賞与の支払額  △24 △32 △8

小計  5,084 5,983 899

利息及び配当金の受取
額

 62 75 13

利息の支払額  △163 △133 30

法人税等の支払額  △1,408 △1,346 62

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 3,575 4,579 1,004

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

    

定期性預金の減少額  － 1,741 1,741

有形固定資産の取得に
よる支出

 △1,655 △2,670 △1,014

有形固定資産の売却に
よる収入

 310 121 △188

投資有価証券の取得に
よる支出

 △120 △176 △55

投資有価証券の売却に
よる収入

 1,005 3,288 2,282

関係会社株式の取得に
よる支出

 － △60 △60

子会社出資金の取得に
よる支出

 △26 － 26

子会社株式売却による
収入

 － 490 490

その他投資の増加額  △514 △142 371

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △1,000 2,593 3,593
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前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

    

短期借入金の増加額
（純額）

 542 3,597 3,055

長期借入れによる収入  － 15 15

長期借入金の返済によ
る支出

 △2,820 △2,491 328

社債買入消却による支
出

 － △5,384 △5,384

自己株式の取得による
支出

 △0 △1 △1

ストックオプション行
使による収入

 － 97 97

配当金の支払額  △364 △360 3

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △2,643 △4,529 △1,886

Ⅳ　現金及び現金同等物に係
る換算差額

 △12 － 12

Ⅴ　現金及び現金同等物の減
少額

 △81 2,643 2,724

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
首残高

 5,204 5,123 △81

Ⅶ　現金及び現金同等物の期
末残高

 5,123 7,766 2,643
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項   

(1）連結子会社 国内子会社　　　　11社

川内ダイキ㈱、津島ダイキ㈱、信州ダイ

キ㈱、ダイツウ㈱、㈱ダイテク、㈱環境

分析センター、ダイキ不動産情報㈱、㈱

キャップ、はと観光㈱、㈱ベターライフ、

福島ダイキ㈱

（注）ダイキ不動産情報㈱は、平成16年６月

１日付で㈱ディック不動産情報センター

より社名変更しております。

    また、㈱環境分析センターは平成16年

11月１日付で㈱愛媛環境分析センターよ

り社名変更し、平成17年２月１日付で㈱

中央環境分析センターを吸収合併してお

ります。

国内子会社　　　　３社

ダイキ不動産情報㈱、㈱キャップ、はと

観光㈱

（注）川内ダイキ㈱、津島ダイキ㈱、信州ダ

イキ㈱、㈱ダイテク、㈱環境分析セン

ター、福島ダイキ㈱は会社分割契約に基

づき、所有株式を㈱ダイキアクシスに譲

渡したことにより、平成17年10月１日以

降につきましてはそれぞれ連結の範囲か

ら除いております。

    また、ダイツウ㈱は譲渡契約に基づき、

所有株式を譲渡したことにより、平成17

年10月１日以降につきましては連結の範

囲から除いております。

　なお、㈱ベターライフは合併契約に基

づき平成17年10月１日付にてダイキ㈱と

合併しております。

 在外子会社　　　　　１社

大連大器環保設備有限公司

在外子会社　　　　　－社

  

 

(注）大連大器環保設備有限公司は、会社

　分割契約に基づき、所有出資金を㈱ダ

　イキアクシスに譲渡したことにより、

　平成17年10月１日以降につきましては

　連結の範囲から除いております。

(2）非連結子会社 　該当する事項はありません。 国内子会社　　　　　－社

  　(連結の範囲から除いた理由）

　㈱ダイキアクシスは、当社の環境機器事

業部門、住宅機器事業部門ならびにバイオ

ディーゼル燃料事業を会社分割する目的で、

平成17年７月12日に設立したものであり、

総資産、売上高、当期純損益（持分に見合

う額）および利益剰余金（持分に見合う

額）等は、いずれも連結財務諸表に重要な

影響をおよぼしていないため、平成17年９

月30日までは連結の範囲から除いておりま

す。また、株式譲渡契約に基づき、平成17

年11月24日に所有株式を譲渡したことによ

り、平成17年10月１日以降につきましても

連結の範囲から除いております。
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

２．持分法の適用に関する事項 (1）持分法適用の関連会社数

国内関連会社　１社

ＤＣＭ　Ｊａｐａｎ㈱

(1）持分法適用の関連会社数

国内関連会社　１社

ＤＣＭ　Ｊａｐａｎ㈱

 在外関連会社　１社

大連麗陽環保機器有限公司

在外関連会社　－社

 

  

 

(注）大連麗陽環保機器有限公司は、会社

　分割契約に基づき、所有出資金を㈱ダ

　イキアクシスに譲渡したことにより、

　平成17年10月１日以降につきましては

　持分法適用範囲から除外しております。

 (2）持分法を適用していない非連結子会社

及び関連会社

　該当する事項はありません。

(2）持分法を適用していない非連結子会社

及び関連会社

　㈱ダイキアクシスは、当社の環境機事

　業部門、住宅機器事業部門ならびにバイ

 オディーゼル燃料事業を会社分割する目

　的で、平成17年７月12日に設立したもの

　であり、当期純損益（持分に見合う額）

　および利益剰余金（持分に見合う額）等

　からみて、持分法の対象から除いても連

　結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、

　かつ、全体としても重要性がないため、

　平成17年９月30日までは持分法適用範囲

　から除外しております。なお、株式譲渡

　契約に基づき、平成17年11月24日に所有

　株式を譲渡したことにより、平成17年10

　月１日以降につきましても、持分法適用

　範囲から除外しております。

 (3）持分法適用会社のうち、決算日が連結

決算日と異なる会社については、各社

の事業年度に係る財務諸表を使用して

おります。

(3）　　　　　　同左 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　連結子会社のうち、はと観光㈱および大

連大器環保設備有限公司の決算日は、12月

31日であります。

　連結財務諸表の作成にあたっては、同決

算日現在の財務諸表を使用しております。

ただし、１月１日から連結決算日３月31日

までの期間に発生した重要な取引について

は、連結上必要な調整を行っております。

　連結子会社のうち、はと観光㈱および大

連大器環保設備有限公司の決算日は、12月

31日であります。

　連結財務諸表の作成にあたっては、同決

算日現在の財務諸表を使用しております。

ただし、１月１日から連結決算日３月31日

までの期間に発生した重要な取引について

は、連結上必要な調整を行っております。

　なお、大連大器環保設備有限公司につい

ては、10月１日以降につきましては連結の

範囲から除いたため、６月30日現在の財務

諸表を使用し、７月１日から中間連結決算

日９月30日までの期間に発生した重要な取

引について、連結上必要な調整を行ってお

ります。
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

４．会計処理基準に関する事項   

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

①　有価証券

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）

同左

 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

同左

 ②　デリバティブ

……時価法

②　デリバティブ

同左

 ③　たな卸資産

ホームセンター商品

③　たな卸資産

　　 商品

 ……売価還元法による原価法

製品(受注生産品目)、未成工事支出金

……主として売価還元法による原価法

未成工事支出金

 ……個別法による原価法

その他の商品、その他の製品、原材料、

仕掛品

……個別法による原価法

原材料

 ……主として総平均法による原価法 ……総平均法による原価法

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

①　有形固定資産

……当社および国内連結子会社は定率

法、在外連結子会社は定額法

　ただし、当社および国内連結子

会社については、平成10年４月１

日以降に取得した建物（付属設備

は除く）は定額法

　なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。

①　有形固定資産

……当社および国内連結子会社は定率

法、在外連結子会社は定額法

　ただし、当社および国内連結子

会社については、平成10年４月１

日以降に取得した建物（付属設備

は除く）は定額法

　なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。

 建物及び構築物　　２～60年

機械装置及び運搬具

２～18年

建物及び構築物　　２～60年

機械装置及び運搬具

２～17年

 ②　無形固定資産

……定額法

　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）に基づいておりま

す。

②　無形固定資産

　　　　　　同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(3）重要な引当金の計上基

準

① 貸倒引当金 　売上債権、貸付金等

の貸倒損失に備えるた

め、当社および国内連

結子会社の一般債権に

ついては貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等

特定の債権については

個別に回収可能性を勘

案し、回収不能見込額

を計上しております。

① 貸倒引当金 同左

 ② 賞与引当金 　当社および国内連結

子会社は従業員の賞与

の支給に備えるため、

支給見込額を計上して

おります。

② 賞与引当金 同左

 ③ 完成工事補

償引当金

　当社は完成工事の瑕

疵担保等の費用に備え

るため、過去の実績に

基づく見積額を計上し

ております。

③ ──────

 ④ 役員退職慰

労引当金

　当社および国内連結

子会社は役員の退職慰

労金の支給に備えるた

め、内規による期末要

支給額を計上しており

ます。

④ 役員退職慰

労引当金

同左

(4）重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算基準

　外貨建金銭債権債務は連結決算日の直物

為替相場により円貨に換算し、換算差額は

損益として処理しております。なお、在外

子会社等の資産および負債は、決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、収益およ

び費用は期中平均相場により円貨に換算し、

換算差額は少数株主持分および資本の部に

おける為替換算調整勘定に含めております。

　在外子会社等の収益および費用は期中平

均相場により円貨に換算しております。

(5）重要なリース取引の処

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。

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(6）重要なヘッジ会計の方法 　イ　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっております。

ロ　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…借入金

ハ　ヘッジ方針

　金利変動リスクの低減のため、対象債

務の範囲内でヘッジを行っております。

ニ　ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ開始時から有効性判定時点まで

の期間において、ヘッジ対象とヘッジ手

段のキャッシュ・フロー変動の累計を比

較し、両者の変動額等を基礎にして判断

しております。

　イ　ヘッジ会計の方法

　　同左

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

　　同左

 

ハ　ヘッジ方針

　　同左

ニ　ヘッジ有効性評価の方法

　　同左

(7）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

　　消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

　　消費税等の会計処理

同左

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産および負債の評価につ

いては、全面時価評価法を採用しておりま

す。

同左

６．連結調整勘定の償却に関

する事項

　連結調整勘定の償却については、10年間

の均等償却を行っております。

同左

７．利益処分項目等の取扱い

に関する事項

　連結剰余金計算書は、連結会社の利益処

分について連結会計年度中に確定した利益

処分に基づいて作成しております。

同左

８．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲

　連結キャッシュ・フロー計算書における

資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、

随時引出可能な預金および容易に換金可能

であり、かつ、価格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。

同左
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  連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

──────  （固定資産の減損に係る会計基準）

　当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基準（「固

定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業

会計審議会　平成14年８月９日））および「固定資産の減損

に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第６号

　平成15年10月31日）を適用しております。これにより、営

業利益および経常利益が175百万円増加し、税金等調整前当

期純利益は1,698百万円減少しております。

　減損損失累計額につきましては、改正後の連結財務諸表規

則に基づき各資産の金額から直接控除しております。

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載し

ております。

──────  （不動産賃貸収入および不動産賃貸原価の計上方法の変更）

　従来、連結子会社１社におきましては、大型集積商業施設

における「不動産賃貸収入」および「不動産賃貸原価」につ

いて、営業外収益および営業外費用として計上しておりまし

たが、当連結会計年度において、当社が大型集積商業施設を

展開することを契機に、店舗の大型化による共同出店が今後

ますます加速され、不動産賃貸料収入の増加が見込まれるこ

とにより、「不動産賃貸収入」を「売上高」に、「不動産賃

貸原価」を「売上原価」として計上する方法に変更いたしま

した。

　この変更により、従来の方法に比べ、売上高は510百万円、

売上原価は356百万円、営業利益は154百万円それぞれ増加し

ておりますが、経常利益および税金等調整前当期純利益に与

える影響はありません。

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載し

ております。
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表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（連結損益計算書）

　「退職給付費用」は前連結会計年度まで販売費及び一般

管理費の「その他」に含め掲記しておりましたが、「退職

給付費用」として区分掲記することにいたしました。

　なお、前連結会計年度の「退職給付費用」は29百万円で

あります。

（連結損益計算書）

　「投資有価証券売却益」は、従来、特別利益の「その

他」に含め表示しておりましたが、当連結会計年度より、

特別利益の総額の100分の10を超えたため「投資有価証券

売却益」として区分掲記することにいたしました。

　なお、前連結会計年度の「投資有価証券売却益」は0百

万円であります。

注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

※１　関連会社に対するものは次のとおりであります。 ※１　関連会社に対するものは次のとおりであります。

その他（株式） 92百万円

その他（出資金） 32百万円

その他（株式） 92百万円

  

※２　このうち担保に供している資産は、次のとおりであ

ります。

※２　　　　　　　　　──────

投資有価証券 121百万円

上記の資産を担保に供している債務は、次のとおり

であります。

支払手形及び買掛金・工事未

払金
446百万円

※３　当社は、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、事業用の土地の

再評価を行い、当該再評価差額に係る税金相当額を

「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計

上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」

として資本の部に計上しております。

※３　当社は、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、事業用の土地の

再評価を行い、当該再評価差額に係る税金相当額を

「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計

上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」

として資本の部に計上しております。

再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３

月31日公布政令第119号）第２条第４号に定める

当該事業用土地について地価税法第16条に規定す

る地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価

額を算定するために国税庁長官が定めて公表した

方法により算定した価額に合理的な調整を行って

算定する方法、第２条第３号に定める当該事業用

土地について地方税法第341条第10号の土地課税

台帳又は同条11号の土地補充課税台帳に登録され

ている価格に合理的な調整を行って算定する方法

により算出

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４号に定める

当該事業用土地について地価税法第16条に規定す

る地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価

額を算定するために国税庁長官が定めて公表した

方法により算定した価額に合理的な調整を行って

算定する方法、第２条第３号に定める当該事業用

土地について地方税法第341条第10号の土地課税

台帳又は同条11号の土地補充課税台帳に登録され

ている価格に合理的な調整を行って算定する方法

により算出

再評価を行った年月日 平成14年３月31日

再評価を行った土地の期末に

おける時価と再評価後の帳簿

価額との差額

△1,661百万円

再評価を行った年月日 平成14年３月31日

再評価を行った土地の期末に

おける時価と再評価後の帳簿

価額との差額

　  △1,886百万円
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前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

　４　偶発債務

(1）受取手形の債権流動化による劣後受益権

232百万円

　４　偶発債務

(1）　　　　　　──────

（これに対する受取手形譲渡高）

999百万円

(2）連結会社以外に対して、次のとおり保証を行って

おります。

金融機関借入金および信用状の決済資金、未払金に

対する保証

(2）連結会社以外に対して、次のとおり保証を行って

おります。

金融機関借入金等に対する保証

ＤＣＭ　Ｊａｐａｎ㈱ 424 百万円

（内　 75百万円は705千米ドル）   

（内　　0百万円は５千ユーロ）   

ＤＣＭ　Ｊａｐａｎ㈱ 382 百万円

   

   

ローンコミットメント ローンコミットメント

ダイキ・ファンディング・

コーポレーション
2,916百万円

ダイキ・ファンディング・

コーポレーション
     2,626百万円

※５　当社の発行済株式総数は次のとおりであります。 ※５　当社の発行済株式総数は次のとおりであります。

普通株式 24,504,773株 普通株式       27,088,975株

※６　当社が保有する自己株式の数は次のとおりでありま

す。

※６　当社が保有する自己株式の数は次のとおりでありま

す。

普通株式 985,573株 普通株式 912,575株

　７　当社および連結子会社（ダイツウ株式会社）におい

ては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行21行と当座貸越契約を締結しております。これら

契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は

次のとおりであります。

　７　当社においては、運転資金の効率的な調達を行うた

め取引銀行20行と当座貸越契約を締結しております。

これら契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行

残高は次のとおりであります。

当座貸越限度額 15,705百万円

借入実行残高 1,050

差引額 14,655百万円

当座貸越限度額       14,700百万円

借入実行残高 －

差引額 14,700百万円
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１　研究開発費の総額

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

　　　　　　　　　　　　　　　 　151百万円

※１　研究開発費の総額

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

　　　　　　　　　　　　　　　 　64百万円

※２　　　────── ※２　減損損失

　当社および国内連結子会社は、キャッシュ・フ

ローを生み出す最小単位として、ホームセンター関

連事業につきましては店舗ごとに、環境機器関連事

業、住宅機器関連事業、およびその他の事業につき

ましては営業拠点ごとに、また賃貸物件等を最小の

単位としてグルーピングしており、遊休資産につき

ましても当該資産単独で資産のグルーピングをして

おります。

　店舗、営業拠点および賃貸物件につきましては、

営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである

資産グループについて、遊休資産につきましては、

地価の下落している資産グループについて、減損を

認識し、各々の回収可能価額まで減額し、当該減少

額を減損損失（1,874百万円）として計上いたしま

した。

　内訳は、次のとおりであります。

ホームセンター関連事業

 用途 店舗（愛媛県他 23箇所）　　

建物及び構築物  364百万円

土地   7

無形固定資産  97

リース資産 127

その他  20

計    617百万円

環境機器関連事業

 用途 営業拠点、賃貸物件

（愛媛県他 ６箇所）　　

建物及び構築物  114百万円

土地  301 

計    415百万円

住宅機器関連事業

 用途 営業拠点、賃貸物件

（愛媛県他 ４箇所）　　

建物及び構築物  22百万円

土地  180 

計    202百万円
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前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 その他の事業他

 用途 営業拠点、遊休資産

（愛媛県他 11箇所）　　

建物及び構築物  33百万円

土地  82 

無形固定資産 　　 466

リース資産   1 

その他 54

計   638百万円

 　   　店舗、営業拠点および賃貸物件につきましては使

用価値または正味売却価額の高い方を回収可能価額

としております。

　なお、使用価値につきましては、将来キャッ

シュ・フローを６％で割り引いて算定し、正味売却

価額につきましては鑑定評価額等の適切に市場価額

を反映していると考えられる評価額を基に算出し評

価しております。

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日

至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(1）現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

（平成17年３月31日現在）

(1）現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

（平成18年３月31日現在）

現金及び預金勘定 7,060百万円

預金期間が３か月を超え

る定期預金
△1,936

現金及び現金同等物 5,123百万円

現金及び預金勘定     7,883百万円

預金期間が３か月を超え

る定期預金
△116

現金及び現金同等物      7,766百万円

(2）重要な非資金取引の内容 (2）重要な非資金取引の内容

 　　　　　　　　　　────── 新株予約権の行使

による資本金の増

加額

     1,227百万円

新株予約権の行使

による資本準備金

の増加額

1,227

新株予約権の行使

による新株予約権

付社債の減少額

     2,454百万円
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①　リース取引

ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。

 

 

②　有価証券

１．売買目的有価証券

　該当する事項はありません。

２．満期保有目的債券で時価のあるもの

　該当する事項はありません。

３．その他有価証券で時価のあるもの

 種類

前連結会計年度（平成17年３月31日） 当連結会計年度（平成18年３月31日）

取得原価
（百万円）

連結貸借対照
表計上額
（百万円）

差額
（百万円）

取得原価
（百万円）

連結貸借対照
表計上額
（百万円）

差額
（百万円）

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

るもの

(1）株式 3,056 4,510 1,454 1,502 2,858 1,355

(2）債券       

①　国債、地方債

等
－ － － －

 

－

 

－

②　社債 － － － － － －

③　その他 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 3,056 4,510 1,454 1,502 2,858 1,355

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

ないもの

(1）株式 201 160 △41 144 126 △17

(2）債券       

①　国債、地方債

等
－ － － － － －

②　社債 － － － 100 97 △2

③　その他 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 201 160 △41 244 224 △19

合計 3,257 4,670 1,412 1,746 3,082 1,336

　（注）　前連結会計年度および当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について減損処理を行った

ものはありません。

　なお、当該株式の減損にあたっては、30％以上の下落率の株式について、個別銘柄ごとに、当連結会計年度末

における帳簿価格と過年度末の時価との乖離状況を把握するとともに、将来の回復可能性を勘案し、減損処理を

行うこととしております。

４．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

売却額（百万円）
売却益の合計
（百万円）

売却損の合計
（百万円）

売却額（百万円）
売却益の合計
（百万円）

売却損の合計
（百万円）

5 0 － 3,288 1,799 －
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５．時価評価されていない主な有価証券の内容

 
前連結会計年度（平成17年３月31日） 当連結会計年度（平成18年３月31日）

連結貸借対照表計上額（百万円） 連結貸借対照表計上額（百万円）

(1）その他有価証券

非上場株式

（店頭売買株式を除く）
324 301

６．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今後の償還予定額

 

前連結会計年度（平成17年３月31日） 当連結会計年度（平成18年３月31日）

１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）

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）

１．債券         

(1）国債・地方債等 － － － － － － － －

(2）社債 － － － － － 100 － －

(3）その他 － － － － － － － －

２．その他 － － － － － － － －

合計 － － － － － 100 － －

③　デリバティブ取引

ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。

 

 

④　退職給付

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．採用している退職給付金制度の概要

　　　　当社および国内連結子会社は、平成16年３月１日

付けで、退職給付債務の全廃を目的として退職金制

度を改訂し、確定拠出年金制度および前払退職金制

度の選択制へ移行しております。

１．採用している退職給付金制度の概要

　　　　　　　　　　　同左

  

２．退職給付費用に関する事項 ２．退職給付費用に関する事項

(1)前払退職金支給額 137百万円

(2)確定拠出年金への掛金支払

   額

259      

計 396百万円

(1)前払退職金支給額    107百万円

(2)確定拠出年金への掛金支払

   額

220　　  

計    327百万円
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⑤　税効果会計

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

（単位：百万円）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

（単位：百万円）

繰延税金資産（流動）  

賞与引当金超過額 353

未払費用否認 295

未払事業税 71

未払事業所税 28

その他 36

 785

評価性引当金 △80

 704

  

繰延税金負債（流動）  

その他 △3

 △3

繰延税金資産（流動）の純額 701

  

繰延税金資産（固定）  

役員退職慰労引当金 315

長期未払金否認 106

貸倒引当金超過額 88

その他有価証券評価差額金 16

有価証券評価損 16

繰越欠損金 86

その他 38

 669

評価性引当金 △120

 548

  

繰延税金負債（固定）  

その他有価証券評価差額金 △588

固定資産圧縮積立金 △50

その他 △3

 △641

繰延税金負債（固定）の純額 △92

繰延税金資産（流動）  

未払費用否認 259

賞与引当金超過額 173

未払事業税 55

未払事業所税 26

その他 14

 530

評価性引当金 △3

繰延税金資産（流動）の純額 526

  

繰延税金資産（固定）  

減損等による否認 318

役員退職慰労引当金 277

貸倒引当金超過額 95

有価証券評価損 10

繰越欠損金 9

その他有価証券評価差額金 7

 その他 13

 732

評価性引当金 △245

 486

  

繰延税金負債（固定）  

その他有価証券評価差額金 △548

固定資産圧縮積立金 △50

その他 △15

 △614

繰延税金負債（固定）の純額 △127
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前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

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

との間に重要な差異がある時の、当該差異の原因となっ

た主要な項目別の内訳

　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であるた

め注記を省略しております。

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

との間に重要な差異がある時の、当該差異の原因となっ

た主要な項目別の内訳　

（単位：％）

　法定実効税率 40.4

（調整）  

交際費等永久に損金に算入

されない項目
0.5

受取配当金等永久に益金に

算入されない項目
 △0.3

連結調整勘定当期償却額 △2.8 

評価性引当金の増加額 16.5 

合併引継ぎによる調整額 △9.1 

再評価土地売却による調整

額
△4.2 

住民税均等割等 4.9 

その他 0.5 

税効果会計適用後の法人税

等の負担率
46.4 
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⑥　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

  

ホームセン
ター関連事
業
（百万円）

 
環境機器
関連事業
（百万円）

 
住宅機器
関連事業
（百万円）

 
その他の
事業

（百万円）
 

計
（百万円）

 
消去

又は全社
（百万円）

 
連結

（百万円）
 

Ⅰ　売上高及び営業損益                

(1）外部顧客に対する売上高  91,000  12,008  13,512  1,160  117,681  －  117,681  

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
 －  1,051  598  511  2,161  (2,161) －  

計  91,000  13,060  14,110  1,671  119,842  (2,161) 117,681  

営業費用  87,656  12,701  13,811  1,805  115,974  (952) 115,022  

営業利益  3,343  359 299  (134) 3,868  (1,208) 2,659  

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的

支出
               

資産  46,676  8,961  6,479  1,599  63,716  9,602  73,318  

減価償却費  903  33  10  166  1,113  67  1,180  

資本的支出  1,937  21  －  147  2,106  1  2,107  

当連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

  

ホームセン
ター関連事
業
（百万円）

 
環境機器
関連事業
（百万円）

 
住宅機器
関連事業
（百万円）

 
その他の
事業

（百万円）
 

計
（百万円）

 
消去

又は全社
（百万円）

 
連結

（百万円）
 

Ⅰ　売上高及び営業損益                

(1）外部顧客に対する売上高  92,290  4,728  6,708  710  104,437  －  104,437  

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
 －  530  271  226  1,028  (1,028) －  

計  92,290  5,259  6,980  937  105,466  (1,028) 104,437  

営業費用  88,374  5,192  6,789  958  101,314  435 101,749  

営業利益  3,916  66 190  (21) 4,151  (1,463) 2,687  

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的

支出
               

資産  47,537  －  －  412  47,950  11,991  59,942  

減価償却費  880  15  4  5  905  60  966  

資本的支出  1,924  45  0  3  1,974  1  1,976  

　（注）１．事業区分の方法

事業は、取扱商品および製品の系列ならびに市場・販売方法の類似性を考慮して区分しております。

２．各事業区分に属する主要な内容

ホームセンター関連事業………ＤＩＹ用品、家庭用品、レジャー用品の販売に関する事業

環境機器関連事業………………浄化槽の製造・販売、各種水処理施設の設計・施工・維持管理に関する事業

住宅機器関連事業………………建築資材および住宅設備機器の販売・施工に関する事業

その他の事業……………………地質・大気・土壌・産業廃棄物の分析・測定、一般貨物輸送、不動産の売買

および仲介、人材派遣、一般旅行代理店、バイオディーゼル燃料の製造およ

び製造プラントの販売に関する事業

        ３．連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載のとおり、当連結会計年度より固定資産の減

　　　　　　損に係る会計基準を適用しております。この変更により、従来の方法に比べ当連結会計年度の営業費用は、

　　　　　　ホームセンター関連事業が90百万円、その他の事業が84百万円減少し、営業利益がそれぞれ同額増加してお

　　　　　　ります。
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        ４．ホームセンター関連事業において、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載のとお　　

　　　　　　り、当連結会計年度より不動産賃貸収入および不動産賃貸原価の計上方法を変更しております。この変更に

　　　　　　より、従来の方法に比べ、売上高は５億10百万円、営業費用は３億56百万円、営業利益は１億54百万円それ

　　　　　　ぞれ増加しております。

５．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用

 
前連結会計年度
（百万円）

当連結会計年度
（百万円）

主な内容

消去又は全社の項目に含めた配

賦不能営業費用の金額
1,256 1,493

当社の総務・経理部門等管理部門に

係る費用であります。

６．資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産

 
前連結会計年度
（百万円）

当連結会計年度
（百万円）

主な内容

消去又は全社の項目に含めた全

社資産の金額
13,200 11,991

当社の余資運用資金（現金および預

金）、長期投資資金（投資有価証券

等）および管理部門に係る資産等で

あります。

ｂ．所在地別セグメント情報

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

月１日　至　平成18年３月31日）

　本邦の売上高および資産の金額は、全セグメントの売上高の合計および全セグメント資産の金額の合計額

に占める割合がいずれも90％超であるため、記載を省略しております。

ｃ．海外売上高

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

月１日　至　平成18年３月31日）

　海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。
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⑦　関連当事者との取引

前連結会計年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

(1）親会社及び法人主要株主等

　特に記載すべき事項はありません。

(2）役員及び個人主要株主等

　特に記載すべき事項はありません。

(3）子会社等

　特に記載すべき事項はありません。

(4）兄弟会社等

　該当する事項はありません。

当連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

(1）親会社及び法人主要株主等

　特に記載すべき事項はありません。

(2）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
（人）

事業上の
関係

役員及びそ

の近親者が

議決権の過

半数を所有

している会

社等（当該

会社等の子

会社を含

む）

㈲こおゆう

（注）1

愛媛県松山

市 
48

不動産賃

貸業、損

害保険代

理業

 被所有

 11.7% 
兼任3人

㈲こおゆ

う所有の

不動産の

賃借

賃借料の支

払 
18  － －

㈲エフエム

企画 

（注）2

愛媛県松山

市 
22

不動産賃

貸業 

 被所有

 1.7%
兼任1人  なし 改装工事 32  － －

㈱ダイキア

クシス 

（注）3

愛媛県松山

市 
1,000 製造業  なし 兼任1人

商品の仕

入、店舗

の設備管

理、シス

テム使用

料の受取、

当社本社

ビルの賃

貸料受取

 商品仕入 302

支払手形

及び買掛

金・工事

未払金

53

 設備管理 8
その他流

動負債
8

 システム負

担費用
24

その他流

動資産
4

 賃貸料の受

取
76

その他流

動資産
12

 ㈱ダイテク

（注）4

愛媛県松山

市
10

 汚水・排

水処理装

置の維持

管理

 なし  なし

 当社店舗

の設備管

理

 設備管理 110
その他流

動負債
19

　（注）１．当社役員大亀裕が、議決権の50％を直接保有しております。

２．当社役員大亀文夫が、議決権の99％を直接保有しております。

 　　　 ３．当社役員大亀裕が、議決権の73％を直接保有しております。

４．㈱ダイキアクシスが、議決権の100％を直接保有しております。

 　　　 ５．取引条件及び取引条件の決定方針等

　　　　　　上記各社との取引につきましては、市場価格を参考に決定しております。

(3）子会社等

　特に記載すべき事項はありません。

(4）兄弟会社等

　該当する事項はありません。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額 1,138円53銭

１株当たり当期純利益金額 78円98銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額
61円95銭

１株当たり純資産額 1,149円75銭

１株当たり当期純利益金額   44円83銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、希薄化効果を有している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金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。

 
前連結会計年度

(自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（百万円） 1,890 1,121

普通株主に帰属しない金額（百万円） 32 18

(うち利益処分による役員賞与金) (32) (18)

普通株式に係る当期純利益（百万円） 1,857 1,103

期中平均株式数（株） 23,519,594 24,606,258

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（百万円） 0 －

(うち支払利息(税額相当額控除後)) (－) －

(うち支払手数料(税額相当額控除後)) (0) －

普通株式増加数（株） 6,472,751 －

(うち転換社債) － －

(うち新株予約権） (6,472,751) －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

－ 　2008年満期ユーロ円建転換社債型新

株予約権付社債（券面総額80百万円）

および新株予約権（新株予約権の数

5,485個）
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（重要な後発事象）

 前連結会計年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）　

 　特に記載すべき事項はありません。

 当連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　１．株式移転による持株会社の設立

 　　㈱カーマ（以下「カーマ」という）・ホーマック㈱ （以下「ホーマック」という）・ダイキ㈱（以下「ダイキ」と

　いう）は、平成17年７月11日に三社で締結した共同株式移転による持株会社ＤＣＭ　Ｊａｐａｎホールディングス㈱

 （呼称　ＤＪホールディングス　以下 「統合新会社」 という）設立の基本合意書に基づき、平成18年４月10日に開催

　したそれぞれの取締役会において、株式移転計画の締結を承認いたしました。

　　なお、ホーマックにおきましては、平成18年５月18日開催の第55回定時株主総会において、カーマにおきましては、

　平成18年６月23日開催の第35回定時株主総会において、また、ダイキにおきましては、平成18年６月29日開催の第44回

　定時株主総会において、それぞれ当該株式移転による持株会社設立についての承認を前提としております。

 　 株式移転の概要は、次のとおりであります。

　(1) 株式移転の目的

　　　日本の小売業界は、経営構造改革の遅れと市場のグローバル化、情報・物流の高度化、株主重視経営への要請等、　

　　時代の潮流の中にあります。こうした環境において三社は「お客様の暮らし」を支える社会的なインフラとして、経

　　営基盤を一層強固なものとし、社会への貢献度を高め続けていくために、平成15年２月に業務・資本提携を行い、そ　

　　の後平成15年５月に設立したＤＣＭ　Ｊａｐａｎ㈱を通じて、商品輸入・ＰＢ商品の開発・共同仕入等を行ってまい

　　りました。この三社での取り組みはお客様のご支持を頂き、ＤＣＭ　Ｊａｐａｎ政策商品の取扱いが全商品に占める

　　割合は25％を超えるまでに成長いたしました。この成功をもとに、これまでの提携・協力関係を大きく前進させ更な

　　る発展を図るため経営統合を行うことといたしました。

　(2) 株式移転の日程

　　平成18年９月１日（予定）

　(3) 株式移転比率

　　株式移転に伴い各社の株式に割当てられる統合新会社の普通株式数は、以下の割合といたします。　

会社名 カーマ ホーマック ダイキ

 株式移転比率 2.2 1.4 1.0

　　　これにより、カーマ普通株式１株に対し、統合新会社普通株式2.2株を、ホーマック普通株式１株に対し、統合新　　

　　会社普通株式1.4株を、ダイキ普通株式１株に対し、統合新会社普通株式1.0株を、それぞれ割当てます。ただし、株

　　式移転比率に重大な影響を与える事由が新たに発見された場合、または、重大な影響を与える事由が生じた場合に　

　　は、三社協議の上、株式移転比率を変更することがあります。

　(4) 株式移転交付金

　　　株式移転交付金は、支払わない予定です。なお、株式移転期日の前日までの決算期における配当は別途、三社が

　　各々支払う予定です。

　(5) 統合新会社の上場申請に関する事項

　　　統合新会社は、東京証券取引所、大阪証券取引所、名古屋証券取引所、札幌証券取引所へ新規上場を行うことを予

　　定しています。上場日は、各証券取引所の規則等に基づき決定されますが、平成18年９月１日を予定しています。株

　　式移転に伴い、現在、三社が証券取引所に上場している普通株式は、平成18年８月28日に上場廃止となる予定です。　
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  (6) 株式移転の当事会社の概要

商号
株式会社カーマ

（注）１ 

ホーマック株式会社

（注）２ 

ダイキ株式会社

（注）３ 

　事業内容 ホームセンター事業 ホームセンター事業 ホームセンター事業

　設立年月 昭和45年２月 昭和26年12月 昭和38年12月

　本店所在地 愛知県刈谷市 北海道札幌市 愛媛県松山市 

　代表者
代表取締役社長

久田　宗弘

代表取締役社長

柴田　憲次 

代表取締役社長

山下　雄輔 

　資本金 60億円 109億円 70億円

　発行済株式総数 33,200千株（注）４ 41,844千株（注）５ 27,088千株（注）６

　株主資本　　（注）７ 483億円 502億円 301億円 

　総資産　　　（注）７ 873億円 1,097億円 599億円

　決算期 ３月  ２月 ３月

 　従業員数　 （注）７ 1,023名（正社員） 2,058名(正社員) 1,093名(正社員)

 (注）１　平成17年９月30日現在

　　　２　平成18年２月20日現在

　　　３　平成18年３月31日現在

　　　４　カーマは、自己株式として530千株を保有しております。

　　　５　ホーマックは、自己株式として８千株を保有しております。また、平成18年２月21日を合併期日とする合併を

　　　　　行っているため、平成18年２月28日現在の発行済株式総数は、42,303千株となっております。

　　　６　平成18年３月31日現在のダイキの発行済株式総数は、27,088千株であり、自己株式として912千株、従業員向　

　　　　　けストックオプション及び新株予約権付社債に伴う潜在株式632千株があります。

　　　７　連結の数値を記載しております。

　(7) 株式移転の当事会社の概要

　商号
　ＤＣＭ　Ｊａｐａｎホールディングス株式会社

 （英文名　DCM Japan Holdings Co., Ltd.） 

　事業内容 
　ホームセンター事業を主として行う子会社の株式を保有することによる当該子会社の事  

  業活動の支配・管理等 

　本店所在地 　東京都港区 

　資本金 　100億円  

　決算期 　２月末日  
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８．販売の状況

販売実績

 （単位：百万円）

前連結会計年度
自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日

当連結会計年度
自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日

増減

金額 構成比(%) 金額 構成比(%) 金額 前年比(%)

ホームセン

ター関連事

業

商品

ＤＩＹ用品 38,082 32.4 37,346 35.8 △735 98.1

家庭用品 33,360 28.3 33,893 32.4 532 101.6

レジャー用品 17,258 14.7 18,158 17.4 900 105.2

ＦＣ・サービス 1,048 0.9 1,153 1.1 104 110.0

完成工事 増改築工事 1,249 1.0 1,227 1.2 △22 98.2

その他 賃貸料収入 － － 510 0.5 510 －

セグメント計 91,000 77.3 92,290 88.4 1,290 101.4

環境機器関

連事業

完成工事

生活排水工事 3,723 3.2 1,281 1.2 △2,442 34.4

産業排水工事 1,458 1.3 695 0.6 △762 47.7

設備・その他工事 2,981 2.5 1,049 1.1 △1,931 35.2

製品 浄化槽・膜製品 1,812 1.5 732 0.7 △1,080 40.4

役務 施設管理収入 2,033 1.7 969 0.9 △1,064 47.6

セグメント計 12,008 10.2 4,728 4.5 △7,280 39.4

住宅機器関

連事業

商品

衛生機器 3,091 2.6 1,485 1.4 △1,606 48.1

住宅設備機器 6,061 5.1 3,273 3.1 △2,788 54.0

建築設備資材 1,151 1.0 390 0.4 △761 33.9

完成工事 住宅関連工事 2,177 1.9 1,088 1.0 △1,088 50.0

製品 浄化槽 1,030 0.9 470 0.5 △559 45.7

セグメント計 13,512 11.5 6,708 6.4 △6,804 49.6

その他の事

業

役務
一般貨物運送 445 0.4 181 0.2 △263 40.8

人材派遣・教育 270 0.2 277 0.3 7 102.6

その他 443 0.4 251 0.2 △192 56.7

セグメント計 1,160 1.0 710 0.7 △449 61.3

合計 117,681 100.0 104,437 100.0 △13,243 88.7

　（注）　売上高には消費税等は含まれておりません。
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