
 
平成１８年３月期 個別財務諸表の概要 平成18年5月12日

上場会社名 ダイキ株式会社 上場取引所 東・大

コード番号 9953 本社所在都道府県 愛媛県

(URL　http://www.daiki-grp.co.jp/)

代　　表　　者　役職名 代表取締役社長 氏名　山下　雄輔　

問合せ先責任者　役職名 経営企画部長 氏名　佐川　紳一郎　 ＴＥＬ　　（０８９）　９２５－１１１１

決算取締役会開催日 平成18年5月12日 中間配当制度の有無 有

配当支払開始予定日 平成18年6月30日 定時株主総会開催日 平成18年6月29日

単元株制度採用の有無 有（１単元　100株）   

１．平成１８年３月期の業績（平成１７年４月１日～平成１８年３月３１日）

(1）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 96,032 △4.0 2,509 0.7 2,847 △4.6
17年3月期 100,055 △1.0 2,491 7.9 2,986 27.2

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 1,169 △18.9  46.92  － 4.1 4.4 3.0
17年3月期 1,441 10.5  60.19  47.22 5.6 4.3 3.0

（注）①期中平均株式数 18年3月期      24,606,258株 17年3月期 23,519,594株

②会計処理の方法の変更 有

③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。

      ④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）配当状況  

１株当たり年間配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
株主資本
配当率中間 期末

 円　銭  円　銭  円　銭 百万円 ％ ％

18年3月期  15.00  7.50  7.50 380 32.0 1.3
17年3月期  15.00  7.50  7.50 352 24.5 1.4

(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

百万円 百万円 ％  円　銭

18年3月期 59,696 30,921 51.8  1,180.71
17年3月期 68,805 25,569 37.2  1,086.09

（注）①期末発行済株式数 18年3月期           26,176,400株 17年3月期 23,519,200株

②期末自己株式数 18年3月期        912,575株 17年3月期 985,573株

２．平成１８年８月期の業績予想（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
１株当たり年間配当金

中間 期末

百万円 百万円 百万円  円　銭  円　銭  円　銭

 通　期  41,000  1,550  820   7.50  7.50

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　31円33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。



９．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成17年３月31日）
当事業年度

（平成18年３月31日）
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   5,941   7,751  1,810

２．受取手形   1,997   44  △1,952

３．売掛金   2,926   286  △2,639

４．完成工事未収入金   2,355   44  △2,310

５．商品   11,767   14,074  2,306

６．製品   312   －  △312

７．原材料   311   －  △311

８．仕掛品   63   －  △63

９．未成工事支出金   884   －  △884

10．前渡金   235   17  △218

11．立替金   1,714   －  △1,714

12．前払費用   192   138  △53

13．繰延ヘッジ損失   －   655  655

14．繰延税金資産   647   519  △127

15．その他   1,234   687  △546

16．貸倒引当金   △42   △13  28

流動資産合計   30,542 44.4  24,206 40.6 △6,335

Ⅱ　固定資産         

(1）有形固定資産         

１．建物  19,892   23,664    

減価償却累計額  10,043 9,849  12,866 10,797  948

２．構築物  2,774   4,049    

減価償却累計額  1,826 948  2,857 1,191  242

３．機械装置  890   268    

減価償却累計額  649 240  192 75  △165

４．車両運搬具  190   151    

減価償却累計額  163 26  125 25  △1
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前事業年度

（平成17年３月31日）
当事業年度

（平成18年３月31日）
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)

５．工具器具備品  1,489   989    

減価償却累計額  1,205 283  740 248  △34

６．土地 ※２  10,940   9,931  △1,008

７．建設仮勘定   898   264  △633

有形固定資産合計   23,188 33.7  22,535 37.7 △653

(2）無形固定資産         

１．借地権   1,369   1,352  △16

２．商標権   10   8  △1

３．特許権   466   －  △466

４．ソフトウェア   9   5  △3

５．その他   47   32  △15

無形固定資産合計   1,903 2.8  1,398 2.3 △504

(3）投資その他の資産         

１．投資有価証券 ※１  4,938   3,384  △1,554

２．関係会社株式   1,560   147  △1,412

３．出資金   210   315  105

４．関係会社出資金   93   －  △93

５．長期貸付金   72   32  △39

６．関係会社長期貸付金   161   90  △71

７．長期滞留債権等   209   237  27

８．長期前払費用   640   726  85

９．差入保証金   4,951   6,608  1,656

10．店舗賃借仮勘定 ※３  302   66  △236

11．その他   309   253  △55

12．貸倒引当金   △279   △306  △27

投資その他の資産合計   13,171 19.1  11,555 19.4 △1,615

固定資産合計   38,262 55.6  35,489 59.4 △2,773

資産合計   68,805 100.0  59,696 100.0 △9,108
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前事業年度

（平成17年３月31日）
当事業年度

（平成18年３月31日）
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)

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．支払手形   5,953   5,285  △668

２．買掛金 ※１  6,909   5,595  △1,313

３．工事未払金 ※１  1,611   80  △1,531

４．短期借入金   2,246   －  △2,246

５．１年内返済予定長期借
入金

  2,311   1,335  △975

６．未払金   431   149  △282

７．未払法人税等   631   597  △33

８．未払消費税等   112   －  △112

９．未払費用   1,939   1,838  △101

10．未成工事受入金   275   3  △272

11．前受金   448   －  △448

12．預り金   198   136  △62

13．金利スワップ   －   655  655

13．賞与引当金   704   424  △280

14．完成工事補償引当金   6   －  △6

15．その他   722   386  △335

流動負債合計   24,503 35.6  16,489 27.6 △8,014

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   9,479   9,343  △135

３．役員退職慰労引当金   701   668  △32

４．繰延税金負債   73   102  28

５．再評価に係る繰延税金
負債

※２  891   403  △487

６．その他   586   1,687  1,100

固定負債合計   18,732 27.2  12,285 20.6 △6,446

負債合計   43,235 62.8  28,774 48.2 △14,460
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前事業年度

（平成17年３月31日）
当事業年度

（平成18年３月31日）
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 ※４  5,791 8.4  7,018 11.8 1,227

Ⅱ　資本剰余金         

  １．資本準備金  6,306   7,534    

２．自己株式処分差益  －   21    

資本剰余金合計   6,306 9.2  7,556 12.7 1,249

Ⅲ　利益剰余金         

１．利益準備金  380   380   －

２．任意積立金         

(1）別途積立金  13,880   14,880    

(2）固定資産圧縮積立金  －   74    

３．当期未処分利益  1,587   3,752    

利益剰余金合計   15,848 23.0  19,087 32.0 3,238

Ⅳ　土地再評価差額金 ※２  △2,218 △3.2  △2,613 △4.4 △395

Ⅴ　その他有価証券評価差額
金

  837 1.2  795 1.3 △41

Ⅵ　自己株式 ※５  △996 △1.4  △922 △1.6 73

資本合計   25,569 37.2  30,921 51.8 5,352

負債・資本合計   68,805 100.0  59,696 100.0 △9,108
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

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   100,055 100.0  96,032 100.0 △4,023

Ⅱ　売上原価 ※１  74,606 74.6  69,886 72.8 △4,719

売上総利益   25,449 25.4  26,145 27.2 695

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  22,958 22.9  23,635 24.6 677

営業利益   2,491 2.5  2,509 2.6 18

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  20   28    

２．有価証券利息  0   1    

３．受取配当金  78   39    

４．仕入割引  179   82    

５．為替差益  17   14    

６．不動産賃貸収入  128   312    

７．手数料収入  171   165    

８．雑収入  169 765 0.8 109 753 0.8 △12

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  141   117    

２．不動産賃貸原価  66   234    

３．貸倒引当金繰入額  6   6    

４．デリバティブ評価損  10   7    

５．雑損失  46 271 0.3 49 415 0.4 144

経常利益   2,986 3.0  2,847 3.0 △138
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前事業年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

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  16   0    

２．投資有価証券売却益  0   1,799    

３．子会社株式売却益  －   100    

４．その他特別利益  18 36 0.0 18 1,919 2.0 1,883

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  51   7    

４．減損損失 ※２ －   1,677    

５．社債買入消却損  －   919    

６．子会社株式売却損  －   20    

７．関係会社株式等評価損  248   －    

８．たな卸資産廃棄損  114   －    

12．その他特別損失  19 461 0.4 30 2,703 2.8 2,242

税引前当期純利益   2,561 2.6  2,064 2.2 △497

法人税、住民税及び事業
税

 1,019   1,198    

法人税等調整額  101 1,120 1.2 △303 895 1.0 △225

当期純利益   1,441 1.4  1,169 1.2 △271

前期繰越利益   224   311  87

中間配当額   176   184  7

土地再評価差額金取崩額   98   395  297

合併による未処分利益受
入

  －   2,060  2,060

当期未処分利益   1,587   3,752  2,164
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(3）利益処分案

  
前事業年度

（平成17年６月29日）
当事業年度

（平成18年６月29日）
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　当期未処分利益   1,587  3,752 2,164

Ⅱ　利益処分額       

１．配当金  176  196  19

２．役員賞与金  25  14  △10

（うち監査役賞与金）  (－)  (－)   

３．任意積立金       

　(1)固定資産圧縮積立金  74  －   

(2)別途積立金  1,000 1,275 3,000 3,211 1,935

Ⅲ　次期繰越利益   311  541 229

       

　（注）　（　）日付は、株主総会の承認日であります。
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）子会社株式及び関連会社株式

……移動平均法による原価法

(1）子会社株式及び関連会社株式

同左

 (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）

(2）その他有価証券

時価のあるもの

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．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法

デリバティブ

　……時価法

デリバティブ

同左

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1）ホームセンター商品

……売価還元法による原価法

(1）商品

……売価還元法による原価法

 (2）製品（受注生産品目）、未成工事支出

金

……個別法による原価法

(2）未成工事支出金

　　　……個別法による原価法 

 (3）その他の商品、その他の製品、原材料、

仕掛品

……総平均法による原価法

(3）　　　　──────

 

４．固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産

……定率法

　ただし、平成10年４月１日以降に

取得した建物（付属設備を除く）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　　　　　２～56年

(1）有形固定資産

　　　　　　同左

 (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

 (3）長期前払費用

……定額法

(3）長期前払費用

同左

５．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為

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。

──────
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項目
前事業年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

６．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、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

　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

　完成工事の暇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

　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

７．収益及び費用の計上基準 完成工事高の計上基準

……工事完成基準によっております。

完成工事高の計上基準

同左

８．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

９．ヘッジ会計の方法 (1)ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっております。

(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…借入金

(3)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。

(4)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。

(1)ヘッジ会計の方法

　　同左

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象

　　同左

(3)ヘッジ方針

　　同左

(4)ヘッジ有効性評価の方法

　　同左

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

　税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左
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　財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

──────  （固定資産の減損に係る会計基準）

　当事業年度より、固定資産の減損に係る会計基準（「固定

資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会

計審議会　平成14年８月９日））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122百万円増加し、税引前当期純利益

は1,554百万円減少しております。

　なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表等規

則に基づき各資産の金額から直接控除しております。

表示方法の変更

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

────── （貸借対照表）

　１．「立替金」は、従来、区分掲記しておりました

　　　が、当事業年度より、資産総額の100分の１以下と

　　　なったため流動資産「その他」に含め表示するこ

　　　とに変更いたしました。

　  　　なお、当事業年度における「立替金」は104百万

　　　円であります。

 ２．「前受金」は、従来、区分掲記しておりました

　　　が、当事業年度より、負債および資本の合計額の

　　　100分の１以下となったため流動負債「その他」　

　　　に含め表示することに変更いたしました。

　　　　なお、当事業年度における「前受金」は93百万

　　　円であります。　　 

（損益計算書）

　　「営業外支払手数料」は前事業年度まで区分掲記してお

りましたが、営業外費用の100分の10以下となったため、

営業外費用の「雑損失」に含め表示することにいたしまし

た。

　　なお、当事業年度の「営業外支払手数料」は22百万円で

あります。

────── 

- 53 -



注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（平成18年３月31日）

※１．このうち担保に供している資産は、次のとおりであ

ります。

※１．　　　　　　　────── 

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。

買掛金 429百万円

工事未払金 16

計 446百万円

※２．土地の再評価

　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。

※２．土地の再評価

　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第

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第

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

※３．新店出店における有形固定資産を賃借するための保

証金、敷金等で、未開店店舗に関するものであります。

※３．　　　　　　　　 同左

※４．授権株式数及び発行済株式総数 ※４．授権株式数及び発行済株式総数

授権株式数　普通株式 45,000,000株

発行済株式総数　普通株式 24,504,773株

授権株式数　普通株式 45,000,000株

発行済株式総数　普通株式     27,088,975株

※５．当社が保有する自己株式の数は次のとおりでありま

す。

※５．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
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前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（平成18年３月31日）

　６．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

（これに対する受取手形譲渡高　　 　　999百万円)

　６．偶発債務

 　　(1）　　　　　　────── 

(2）他社に対して、次のとおり保証を行っております。 (2）他社に対して、次のとおり保証を行っております。

（関係会社）

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

（関係会社）

金融機関借入金等に対する保証

ダイツウ㈱ 57 百万円

㈱ダイテク 10  

㈱ベターライフ 1,400  

福島ダイキ㈱ 30  

大連大器環保設備有限公司 81  

（内　　21百万円は200千米ドル）  

ＤＣＭ Japan㈱ 424  

（内　　75百万円は705千米ドル）  

（内　　 0百万円は５千ユーロ）  

計 2,003 百万円

ＤＣＭ Japan㈱ 382 百万円

 

   

（関係会社以外） （関係会社以外）

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

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
     2,626百万円

　７．配当制限 　７．配当制限

　　商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時

価を付したことにより、増加した純資産額は837百

万円であります。

　　商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時

価を付したことにより、増加した純資産額は795百

万円であります。

　８．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事業年度末の借入未実行残高は

次のとおりであります。

　８．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事業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 15,700百万円

借入実行残高 1,050

差引額 14,650百万円

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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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１．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（1,677百万円）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 13箇所）　　

建物及び構築物  277百万円

無形固定資産 97

リース資産 28

その他 17

計    420百万円

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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前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 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。

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

　前事業年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）および当事業年度（自平成17年４月１日　至平成18年

３月31日）における子会社株式で時価のあるものはありません。
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③　税効果会計

前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（平成18年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

（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 284

未払費用否認 261

未払事業税 62

未払事業所税 25

その他 12

繰延税金資産（流動）の純額 647

  

繰延税金資産（固定）  

役員退職慰労引当金 283

長期未払金否認 92

貸倒引当金超過額 88

子会社株式評価損 29

その他有価証券評価差額金 16

投資有価証券評価損 16

その他 37

 564

  

繰延税金負債（固定）  

その他有価証券評価差額金 △585

固定資産圧縮積立金 △50

その他 △3

 △638

繰延税金負債（固定）の純額 △73

繰延税金資産（流動）  

賞与引当金超過額 171

未払費用否認 257

未払事業税 54

未払事業所税 26

その他 8

繰延税金資産（流動）の純額 519

  

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 270

貸倒引当金超過額 95

子会社株式評価損 29

投資有価証券評価損 10

その他有価証券評価差額金 7

その他 13

 745

 評価性引当金 △234

 511

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

 △613

繰延税金負債（固定）の純額 △102

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：％）

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
0.6

受取配当金等永久に益金に

算入されない項目
△0.8

住民税均等割等 3.6

その他 △0.1

税効果会計適用後の法人税等

の負担額
43.7

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
△0.4

評価性引当金の増加額 11.4

合併引継ぎによる調整額 △9.2

再評価土地売却による調整

額 
△4.2

住民税均等割等 4.6

その他 0.3

税効果会計適用後の法人税等

の負担額
43.4
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額 1,086円09銭

１株当たり当期純利益金額 60円19銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額
47円22銭

１株当たり純資産額     1,180円71銭

１株当たり当期純利益金額   46円92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。

 
前事業年度

(自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日)

当事業年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（百万円） 1,441 1,169

普通株主に帰属しない金額（百万円） 25 14

(うち利益処分による役員賞与金) (25) (14)

普通株式に係る当期純利益（百万円） 1,415 1,154

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）

 前事業年度（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。

 当事業年度（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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10．役員の異動

１．役員の異動

（１）代表者の異動

 　　　　　該当事項はありません。

 　　 （２）その他の役員の異動

 　　　　　①新任取締役候補

　　　　　　　取締役営業本部長　 青山 好二　（現　営業本部長）

　　　　　　　取締役商品本部長　 福水 哲男　（現　商品本部長）

 　　　　　②退任予定取締役

　　　　　　　第四店舗開発部長 　武内 正　（現　取締役第四店舗開発部長）

 　　　　　③新任監査役候補

　　　　　　　常勤監査役　　山本 邦雄　（現　人材開発室長）　

 　　　　　④退任予定監査役

　　　　　　　常勤監査役　　白石 興三

 　　　なお、青山好二、福水哲男の異動につきましては、平成18年２月27日に開示済みであります。

 　　 （３）異動予定日

 　　　　　平成18年６月29日

       なお、現　取締役第四店舗開発部長 　武内正は、平成18年５月31日をもって取締役を辞任する予定であります。
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