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平成 18 年 ３ 月期   決算短信（連結） 平成18年５月15日 

会 社 名     クリエイト株式会社          上場取引所     ＪＡＳＤＡＱ 

コ ー ド 番 号      3024                 本社所在都道府県  大阪府 

（ＵＲＬ http://www.cr-net.co.jp/） 

代  表  者      役  職  名  代表取締役社長 

             氏    名  福井 道夫 

問い合わせ先     責任者役職名  専務取締役管理本部長 

             氏    名  福井 珠樹      ＴＥＬ（06）6538－2333 

決算取締役会開催日   平成18年５月15日 

米国会計基準採用の有無 無 
 
１．18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                                  （百万円未満切捨） 

 売上高 営業利益 経常利益 

 
18年３月期 
17年３月期 

百万円   ％
25,220  （  5.0）
24,009  （  6.0）

百万円   ％
729  （△2.6）
748  （ 68.6）

百万円   ％
977  （ 72.7）
566  （ 42.6）

 

 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

 
18年３月期 
17年３月期 

百万円   ％ 
597  （299.3） 
149  （ 20.3） 

円  銭
176  74 
40  44 

円  銭
－  － 
－  － 

％
27.2 
11.1 

％ 
7.2  
4.3  

％
3.9 
2.4 

(注)①持分法投資損益      18年３月期      －百万円   17年３月期      －百万円 

②期中平均株式数（連結）  18年３月期     3,309,310株   17年３月期     3,184,070株 

③会計処理の方法の変更   無 

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) 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

 
18年３月期 
17年３月期 

百万円 
14,153   
13,088   

百万円
2,952  
1,444  

％ 
20.9  
11.0  

円   銭
740   75 
437   32 

(注)期末発行済株式数（連結）  18年３月期   3,968,920株     17年３月期   3,255,000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 

 
18年３月期 
17年３月期 

百万円 
△408   
110   

百万円
13  

△36  

百万円
146  

△150  

百万円
1,591  
1,837  

 
(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   ４社   持分法適用非連結子会社数   －社   持分法適用関連会社数   －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)   －社    持分法 (新規)   －社   (除外)   －社 
 
２．19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 
中間期 
通  期 

百万円
12,581  
26,206  

百万円
301  
832  

百万円
159  
446  

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 112円 37銭 

※ 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７ページを参照して下さい。 
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１．企業集団の状況 

 

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（クリエイト株式会社）、連結子会社４社（クリット株式会社、

株式会社ハイライト、ダイドレ株式会社、ダイドレ物流有限会社）により構成されており、パイプ・継手・バルブ等

の管工機材商品の販売を主たる業務としております。 

連結子会社であるダイドレ株式会社は、主に排水継手・排水器具・マンホール蓋等のトーローブランド商品を製造

しており、当社はトーローブランド商品の総販売代理店として販売しております。 

 企業集団についての事業系統図は、次のとおりであります。 

 

 

当社（クリエイト㈱）

得　　　意　　　先

連結子会社
ダイドレ㈱

連結子会社
㈱ハイライト

仕入先
材料等販売

連結子会社
クリット㈱

商品の販売

商品の販売OA機器等のリース

商
品
の
販
売

商
品
の
販
売

商品の仕入 商品の仕入

連結子会社
ダイドレ物流㈲

加工梱包等

商品の仕入
材料等
販売
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２．経営方針 

 

(1) 会社の経営の基本方針 

当社は、創業以来、あらゆる生命体に欠かせない「水」に関わる仕事を通じて社会に貢献することを企業理念に

掲げ、パイプや継手等を主とする管工機材の専門商社として事業を展開しております。人と水の係わりを深め、よ

り豊かな生活を創造する全国ネットワーク企業として、付加価値の高い商品の供給に努め、より快適な都市と住ま

いの環境づくりに貢献して行く事が当社の経営の基本方針です。当社は、今後もこの基本方針のもと、製造・販売・

開発の三位一体のグループ力を強化し、総合的なサービスの提供に努めてまいります。 

 

(2) 会社の利益配分に関する基本方針 

当社は、経営基盤の一層の強化と事業拡大に必要な内部留保の充実を勘案したうえで、安定的かつ継続的な配当

を行うことを基本方針としております。利益配当につきましては、経営の重要課題の一つと認識し、配当性向 20％

以上を目標として、配当水準の向上を目指す所存であります。 

この方針に基づき、平成 18 年３月期におきましては１株当たりの期末配当金を、順調な業績を達成することが

出来たことによる配当５円、併せてこの度ジャスダック証券取引所へ上場できましたのも、株主の皆様にご支援い

ただきました賜としてこれにお応えすべく記念配当５円の計 10 円を増配し、合計で 25 円とする旨を定時株主総会

に付議させていただく予定です。 

 

(3) 目標とする経営指標 

当社は、経営指標として「売上高」、「売上総利益率」及び「営業利益」を主眼としており、事業領域・売上高の

拡大を図りながら、粗利幅を確保し、売上とコストの関係を 適化できる体制を作り上げてまいります。 

 

(4) 中長期的な経営戦略 

当社は、存在価値の高い管工機材商社として、顧客に付加価値の高い商品・サービスの供給を行うことを基本戦

略としております。全国販売・物流ネットワーク網による「商社機能」に自社ブランドによる「メーカー機能」を

加えた経営体制により、競争力の高い幅広い強みを発揮してまいります。 

また、従来からの管工機材商品に加え、住宅設備機器・建材・土木などの新規取扱商品の強化を図りながら、リ

フォーム市場への進出、自社ブランドの領域拡大、販売チャネルの拡大、環境対応型事業の拡充を推進することを

中長期的な経営戦略と位置付けております。 

 

(5) 会社の対処すべき課題 

今後の経済の見通しにつきましては、製造業を中心とした設備投資が堅調に推移し、個人消費が持ち直す一方で、

輸出の減速、原油価格や素材の高騰による影響も懸念されるなど、依然として先行き不透明な状況で推移するもの

と予想されます。また、当社を取り巻く経営環境は、堅調な住宅着工戸数をベースに、リフォーム需要の拡大が見

込まれるなど、市場全体は安定的に推移すると思われますが、公共事業の減少、受注競争の激化、消費者ニーズの

多様化などにより市場内の各セグメントにおいて優劣・格差が生じるなど、楽観できない状況が続くと予想されま

す。 
この様な環境に対応するため、当社はグループの総合力を発揮し、利益体質強化に重点を置き、顧客の視点に立

った付加価値の創造を目指し、次の３点を基本戦略として事業を展開してまいります。 
① 営業拠点の拡充 

顧客密着型の営業とジャストインタイムのデリバリーを実践しながら、既存のみならず新分野への販路を拡

大するためには、成長力のある地域への積極的な営業所出店を推進していく必要があります。また、市場や顧

客のニーズを的確に捉え、提案型の営業を実践するためには豊富な品揃えが必要となるため、今後も営業所の

開設や拡充・拡張を推進してまいります。 
② 取扱商品の拡充及び新規取引先・新分野の開拓 

管工機材は建築資材の一分野であり、建築資材全体を捉えますと様々な分野とその商流がリンクし、幅広い

市場と販売機会を持っております。管工機材業界における商流をベースに住宅設備機器等の新規取扱商品を拡

充しながら、さらに、新規取引先・新分野の開拓を推進してまいります。 
③ 財務体質の強化 

継続的な成長のための新たなチャレンジには、メリット・デメリット（リスク）を見極めた適切な経営判断

が必要となります。中でも、販売機会を逃すことなく、迅速かつ的確な判断に基づいた「与信管理」の強化に

より、不良債権の発生防止と利益体質強化による借入債務の圧縮に努めてまいります。 
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(6) 親会社等に関する事項 

該当事項はありません 
 
(7) 内部管理体制の整備・運用状況 

① 内部牽制組織、組織上の業務部門及び管理部門の配置状況、社内規程の整備状況その他内部管理体制の整備の

状況 

当社は、内部統制システム・内部管理体制の強化と機動的かつ柔軟な組織体制の両立を目指し、コーポレー

トガバナンスの強化に取り組んでおります。 

内部牽制組織につきましては、社長直轄の内部監査室を設置し、会社の財産及び業務を適正に把握し、内部

統制の有効性を高め、コンプライアンスの徹底、会社財産の保全と経営の合理化並びに効率の向上に寄与する

ことを目的として内部監査を実施し、各部門に対し改善点の指摘・勧告等を行い、諸業務の質や効率の改善を

図っております。 

内部統制については、管理本部、営業本部に分かれており、各本部それぞれが社内規程に基づき各部門内の

組織相互で内部牽制制度の充実に努めております。業務部門である営業本部は、支社、支店及び営業所で構成

され、本部長の統括のもと、支社長、支店長及び営業所長が内部管理を担当しております。全社的な管理機能

を担う管理本部は、総務部、経理部、情報システム室により構成され、各部門の内部管理及び統制を行ってお

ります。 

なお、社内規程については、関係法令の改正・内部統制機能の整備等の動向に対応し、随時見直しや整備を

実施しております。また、ジャスダック証券取引所に上場するに際し、全ての規程につき再度の見直し及び整

備を行いました。 

 

② 内部管理体制の充実に向けた取り組みの 近１年間における実施状況 

内部監査の実施状況については、年間計画に基づいて、全ての事業所及び子会社４社を対象に監査及びフォ

ロー監査を実施しました。 

社内規程につきましては、ジャスダック証券取引所に上場するに際し、全ての規程につき再度の見直し及び

整備を行いました。また、インサイダー取引の防止等に関しても社内啓蒙を実施しております。 

また、平成 18 年４月１日付けで経営企画課を新たに設置し、ＩＲ・予算管理業務等の充実・強化を図ってお

ります。 

 
(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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３．経営成績及び財政状況 

 

(1) 経営成績 

当期におけるわが国経済は、企業収益の改善に伴う設備投資の拡大、雇用・所得環境改善による個人消費の伸び

などに支えられ、景気は回復基調に推移いたしました。一方では、米国、中国等の景気動向の影響や、原油価格・

原材料価格の高騰が長期化していること等の不安材料も抱えております。 

管工機材業界におきましては、住宅分野は住宅着工戸数が堅調に推移し、配管替えを含むリフォーム需要が拡大

傾向にあり、工場設備分野では企業収益の改善に伴い設備投資が好調である一方、土木分野は公共事業の削減によ

り減少基調にありますが、全体としてはやや良好といえる状態でありました。また、下期に入りメーカーからの値

上げと耐震偽装問題による影響がでておりますが、マンションも従来のように安ければ売れる時代は終わったとも

言え、当業界にとっては製品価格の値上がりと共にデフレからインフレへと変わっていく局面となっております。 

このような状況のもと、営業部門におきましては、公共事業依存型の地方都市が苦戦いたしましたが、東海地区

を筆頭として関東・関西地区といった民間需要中心型の大都市圏が好調に推移いたしました。また、営業拡充のた

め高知営業所、浜松営業所を拡張移転するとともに、販路拡大のため鹿児島営業所を新規開設することにより、北

海道から南九州までの全国販売・物流網がほぼ充実し、お客様の要望に全国ネットワークで応えられる体制となり

ました。なお、下期からの仕入価格値上がりを売値に速やかに転嫁し、利益の向上に努めました結果、売上高は

25,220百万円（前年同期比5.0％増）となりました。 

また、利益面では、人材確保による人件費及び社会保険料、株式公開関連費用等の増加により、営業利益は729

百万円（前年同期比2.6％減）となりましたが、デリバティブ取引の再評価等による営業外収益の増加があり、経

常利益は977百万円（前年同期比72.7％増）、当期純利益は597百万円（前年同期比299.3％増）となりました。 

なお、当社株式は平成18年３月３日をもちましてジャスダック証券取引所に上場いたしました。これもひとえに

株主のみなさまのご支援の賜と厚くお礼申しあげます。 

 

品目別の業績は次のとおりであります。 

 

〔排水・汚水関連商品〕 

当商品群の主力である鉄製商品は、管種移行に伴う需要減少傾向と素材高騰による製品値上げが続いており、

当社はグループメーカーとの連携を強化し、各商品の市場シェア拡大に向けた現場情報の収集と、市況を見据

えた価格対応に取り組みました。グループの総合力を生かしたＰＲ活動と顧客密着型の営業・デリバリーによ

る拡販に努めました結果、主力商品に需要減少はあるものの、マンション等の集合住宅で用いられる排水通気

金具の防水継手や耐火二層管等の受注増加に繋がり、当商品群の売上高は7,433百万円（前年同期比0.4%減）と

なりました。 

 

〔給湯・給水関連商品〕 

当商品群については、鉄製配管資材（鉄・銅の管及び継手）に替わり樹脂製配管資材が台頭してきており、

管種移行のトレンドに合わせた豊富な品揃えにより、現場毎のニーズに柔軟に対応した積極的な商品提案に取

り組みました。その結果、樹脂管・継手、ステンレス管・継手の現場について顧客ニーズに敏速に対応して売

上高を伸ばし、当商品群の売上高は6,423百万円（前年同期比7.2%増）となりました。 

 

〔化成商品〕 

当商品群の主力であるビニルパイプ・継手、小口径マス類は、化成品市場全体に大きな伸びはないものの、

管工機材商品の中では需要と回転率が高い商品であり、市場シェア拡大に向けた積極的な営業活動に取り組み

ました。顧客密着型のきめ細かい営業と在庫機能をフル活用したジャストインタイムのデリバリーによる拡販

に努めました結果、着実に売上高を伸ばし、当商品群の売上高は7,251百万円（前年同期比9.2%増）となりまし

た。 

 

〔その他〕 

当該商品群については、上記三商品群以外の商品が含まれており、市場や顧客の 新のニーズを常に取り入

れながら、新規取扱商品の拡充・新分野の開拓に取り組みました。その結果、水道本管と建物間の配管におい

て水道本管側の配管（１次配管）に用いるポリジョイントの売上高が伸び、さらに価格面で苦戦しておりまし

たバルブ類の売上高の回復とエアコン等の住宅設備機器類や衛生陶器類の売上高が着実に伸びており、当商品

群の売上高は4,112百万円（前年同期比5.1%増）となりました。 
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(2) 財政状態 

① 資産、負債及び資本の状況 

（資産の部） 

当連結会計年度の資産の部の残高は、前連結会計年度末に比べて1,065百万円増加し、資産合計で14,153百万

円となりました。この主な要因は、株式公開による増資資金の調達により運転資金の手形割引を控えたため受

取手形及び売掛金残高が1,183百万円増加したこと等によるものです。 

 

（負債の部） 

当連結会計年度の負債の部の残高は、前連結会計年度末に比べて378百万円減少し、負債合計で11,201百万円

となりました。この主な要因は、仕入増による支払手形及び買掛金が424百万円増加したことと、株式公開によ

る増資資金を借入金返済に充当したため短期借入金が213百万円、長期借入金が320百万円及び社債200百万円が

減少したこと等によるものです。 

 

（資本の部） 

当連結会計年度の資本の部の残高は、前連結会計年度末に比べて1,507百万円増加し、資本合計で2,952百万

円となりました。この主な要因は、株式公開の増資により資本金が364百万円、資本剰余金が563百万円及び利

益剰余金528百万円の増加等によるものです。 

 

② 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246百

万円減少し、1,591百万円となりました。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果減少した資金は408百万円（前連結会計年度比519百万円減）となりました。これは主に、税

金等調整前純利益995百万円、減価償却費91百万円、割引手形を含めた売上債権の増加額（運転資金の手形割引

を控え株式公開資金を一時的に流用した結果）1,183百万円（うち割引手形減少によるもの2,092百万円）、法

人税等の支払額433百万円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） 

投資活動の結果増加した資金は13百万円（前連結会計年度比50百万円増）となりました。これは主に、投資

有価証券売却による収入86百万円及び有形固定資産取得のための支出68百万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） 

財務活動の結果増加した資金は 146 百万円（前連結会計年度比 297 百万円増）となりました。これは主に、

株式発行による収入 900 百万円、短期及び長期借入金の純減少による支出 506 百万円、社債償還による支出 200

百万円によるものであります。 
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当社グループのキャッシュ・フロー指標は以下のとおりであります。 

 平成 17 年３月期 平成 18 年３月期 

株主資本比率（％） 11.0 20.9 

時価ベースの株主資本比率（％） － 36.1 

債務償還年数（年） 31.6 － 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 0.9 － 

(注) 株主資本比率：株主資本／総資産 

    時価ベースの株主資本比率：株主時価総額／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 

   ※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

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

※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。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負

債を対象としております。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。 

※営業キャッシュ・フローがマイナスの期における債務償還年数及びインタレスト・ガバレッジ・レシオに

ついては「－」で表示しております。 

※平成 17 年３月期の時価ベースの株主資本比率については、当社株式が非上場であったため記載しておりま

せん。 

 

(3) 次期の見通し 

今後の経済の見通しにつきましては、製造業を中心とした設備投資が堅調に推移し、個人消費が持ち直す一方で、

輸出の減速、原油価格や素材の高騰による影響も懸念されるなど、依然として先行き不透明な状況で推移するもの

と予想されます。また、当社を取り巻く経営環境は、堅調な住宅着工戸数をベースに、リフォーム需要の拡大が見

込まれるなど、市場全体は安定的に推移すると思われますが、市場内の各セグメントにおいて優劣・格差が生じる

など、楽観できない状況が続くと予想されます。 

このような状況の中で、当社グループは、「営業拠点の拡充」、「取扱商品の拡充及び新規取引先・新分野の開拓」、

「財務体質の強化」を基本戦略に取り組むほか、広報・ＩＲ活動、人材の確保・育成、コンプライアンス体制の強

化にも全力で取り組む所存であります。 

次期の連結業績見通しにつきましては、連結売上高 26,206 百万円（前年同期比 3.9％増）、連結経常利益 832 百

万円（前年同期比 14.9％減）、連結当期純利益は 446 百万円（前年同期比 25.3％減）を見込んでおります。 

なお、営業外損益にはデリバティブ取引による評価は織り込んでおりません。 

 

(4) 事業等のリスク 

本書に記載した経営成績、財政状態等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性がある事

項には、主に次のようなものがあります。 

なお、文中の将来に関する事項は、本資料の発表日現在において当社が判断したものであります。また、以下の

記載は、本株式への投資に関連するリスクを全て網羅するものではありませんのでご留意ください。 

 

① 建設市場動向による影響 

当社グループの主要販売品目である管工機材商品は、新設住宅着工、公共事業建設、民間設備投資等の建設

投資動向により需要が増減する傾向があります。このため、リフォーム市場の開拓、新規販売先の開拓や取扱

商品の拡大を図り、需要が変動することによる影響の低減に努めておりますが、これらの建設投資の動向が当

社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 
② 原材料価格の変動による影響 

当社の取り扱う管工機材商品は、メーカーの製造原価が鉄鉱石や原油等の原材料価格の変動に影響を受ける

ため、当社の仕入価格が変動する可能性があります。また、当社の仕入価格が上昇した場合、販売価格に転嫁

するまでに一定の期間を要するケースがあるため、売上総利益率の低下を招き、当社グループの業績に影響を

及ぼす可能性があります。 
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③ 競合による影響 

当社グループの属する管工機材業界においては、建築設備関連分野における需要減少傾向の中、競合が厳し

くなっており、今後、過度な値引競争が生じた場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

また、当社グループは連結子会社であるダイドレ株式会社が製造し当社が総販売代理店を務めるトーローブ

ランド商品の開発、業界における認知度の向上、販売促進等に努めておりますが、競合メーカーの開発した新

商品が市場に投入され、トーローブランド商品の競争力が低減した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす

可能性があります。 

 

④ 取引先信用不安による影響 

当社グループは、主に管工機材販売店に対して販売を行っております。当社グループは、社内ネットワーク

による与信管理システムの活用及び外部の信用調査会社による信用情報の活用等により、販売先の与信管理を

行っておりますが、建設業界の不況等により管工機材販売店の経営が悪化した場合、当社グループの業績に影

響を及ぼす可能性があります。 

 
⑤ 海外取引による影響 

連結子会社であるダイドレ株式会社及び株式会社ハイライトは、トーローブランド商品等の素材及び商品の

一部を、主として中国より仕入れております。従って、中国の景気動向、地域情勢等により当社グループの商

品調達が影響を受ける可能性があります。 

また、ダイドレ株式会社は、平成17年３月期に、ドル建仕入想定額のうち一定額(1,800千ドル/年)分の為替

レートを平成26年まで確定させることを目的として、外国為替先物為替予約契約及び通貨スワップ契約を金融

機関と締結しました。当該外国為替先物為替予約契約及び通貨スワップ契約は、長期間のデリバティブ契約で

あるため、会計上のヘッジ会計が適用されず、為替及び円・ドル金利の動向によってはデリバティブの評価損

益が生じ、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 
⑥ 資金調達等による影響 

当社グループは、主に金融機関への手形売却・割引、金融機関からの借入、社債の起債、また仕入先への裏

書手形による仕入債務の決済により資金調達を行っております。平成18年３月末時点における当社グループの

手形売却高は2,848百万円、手形割引高及び裏書譲渡高の合計額は2,411百万円、借入金及び社債の合計額は

2,979百万円となっております。 

当社グループは、シンジケートローンや社債等の長期安定資金調達による流動比率の改善等に取り組む一方、

新株発行による資金調達を行い有利子負債の圧縮やそれに伴う資金調達コストの低減に努めております。また、

将来の金利変動リスクのヘッジを目的として、金利スワップ取引を行っております。しかしながら、割引手形

等の偶発債務の顕在化や金利の変動を含む金融情勢の変化により、当社グループの業績及び財政状態は影響を

受ける可能性があります。 

 
⑦ 仕入先からの割戻等による影響 

当社は特定の仕入先との間で合意した仕入目標を達成した場合、当社の販売促進セール等への協賛があった

場合等、仕入先から仕入割戻しを受け入れております。 

しかしながら、今後の仕入先との協議の結果によって当該仕入割戻しが廃止される、もしくは当社が想定し

ていた割戻し率と乖離した場合に、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 
⑧ 法的規制による影響 

ダイドレ株式会社が製造する排水継手・排水器具・マンホール類については、「建築基準法」等の法的規制を

受けております。これらの規制の強化・緩和・改正・改定により製品の品質改善・改良の必要性が生じ製品価

格が上昇した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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４.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（千円） 

構成比

（％） 金額（千円） 
構成比 

（％） 増減（千円）

（資産の部）     

Ⅰ 流動資産     

 １ 現金及び預金   1,860,642 1,624,512  △236,130

 ２ 受取手形及び売掛金   4,139,488 5,323,110  1,183,621

 ３ たな卸資産   2,166,000 2,099,672  △66,327

 ４ 繰延税金資産   114,965 120,502  5,536

 ５ その他   453,689 659,556  205,866

   貸倒引当金   △5,021 △5,300  △279

  流動資産合計   8,729,764 66.7 9,822,053 69.4 1,092,288

Ⅱ 固定資産     

 １ 有形固定資産     

  (1) 建物及び構築物 ※１ 1,590,071 1,503,696   

    減価償却累計額 ※４ △1,102,563 487,508 △1,053,287 450,408  △37,099

  (2) 機械装置及び運搬具   224,414 200,612   

    減価償却累計額   △187,506 36,908 △168,180 32,431  △4,476

  (3) 土地 ※１ 1,976,338 1,847,802  △128,536

  (4) その他   648,252 626,559   

    減価償却累計額   △566,059 82,193 △541,392 85,167  2,974

   有形固定資産合計   2,582,949 2,415,810  △167,138

 ２ 無形固定資産   8,839 9,134  294

 ３ 投資その他の資産     

  (1) 投資有価証券 ※１ 217,396 282,979  65,582

  (2) 長期貸付金   22,596 21,442  △1,154

  (3) 繰延税金資産   356,441 341,895  △14,546

  (4) その他 ※1,4 1,363,326 1,439,218  75,891

    貸倒引当金   △192,774 △178,905  13,868

   投資その他の資産合計   1,766,987 1,906,629  139,641

  固定資産合計   4,358,776 33.3 4,331,574 30.6 △27,202

  資産合計   13,088,541 100.0 14,153,628 100.0 1,065,086
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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（千円） 

構成比

（％） 金額（千円） 
構成比 

（％） 増減（千円）

（負債の部）     

Ⅰ 流動負債     

 １ 支払手形及び買掛金 ※１ 6,154,798 6,579,708  424,910

 ２ 短期借入金 ※１ 504,000 290,200  △213,800

 ３ 一年以内返済予定の 

   長期借入金 
※１ 867,481 895,268  27,787

 ４ 未払法人税等   293,525 226,462  △67,063

 ５ 賞与引当金   90,459 125,786  35,326

 ６ その他   471,187 272,640  △198,547

  流動負債合計   8,381,451 64.0 8,390,065 59.3 8,613

Ⅱ 固定負債     

 １ 社債   200,000 200,000  －

 ２ 長期借入金 ※１ 1,914,760 1,594,416  △320,344

 ３ 退職給付引当金   462,583 459,604  △2,978

 ４ 役員退職慰労引当金   283,480 288,620  5,140

 ５ 連結調整勘定   90,205 155,632  65,427

 ６ その他   247,761 113,113  △134,648

  固定負債合計   3,198,790 24.5 2,811,386 19.8 △387,403

  負債合計   11,580,241 88.5 11,201,452 79.1 △378,789

      

（少数株主持分）     

  少数株主持分   64,061 0.5 － － △64,061

      

（資本の部）     

Ⅰ 資本金   282,354 2.1 646,494 4.6 364,140

Ⅱ 資本剰余金   239,728 1.8 803,217 5.7 563,488

Ⅲ 利益剰余金   888,014 6.8 1,416,403 10.0 528,389

Ⅳ その他有価証券評価差額金   34,141 0.3 86,161 0.6 52,019

Ⅴ 自己株式 ※３ － － △100 △0.0 △100

  資本合計   1,444,238 11.0 2,952,176 20.9 1,507,938

  負債、少数株主持分 

  及び資本合計 
  13,088,541 100.0 14,153,628 100.0 1,065,086
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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（千円） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比 

（％） 
増減（千円）

Ⅰ 売上高   24,009,825 100.0 25,220,177 100.0 1,210,352

Ⅱ 売上原価   19,321,715 80.5 20,349,184 80.7 1,027,468

   売上総利益   4,688,109 19.5 4,870,993 19.3 182,883

Ⅲ 販売費及び一般管理費     

 １ 運賃荷造費   411,813 418,547   

 ２ 給与手当   1,344,253 1,436,536   

 ３ 賞与引当金繰入額   78,960 107,600   

 ４ 退職給付費用   71,369 85,208   

 ５ 役員退職慰労引当金繰入額   14,300 9,300   

 ６ 賃借料   361,009 367,360   

 ７ 減価償却費   54,581 51,320   

 ８ 貸倒引当金繰入額   38 －   

 ９ その他   1,603,122 3,939,448 16.4 1,665,938 4,141,812 16.4 202,364

   営業利益   748,661 3.1 729,181 2.9 △19,480

Ⅳ 営業外収益     

 １ 受取利息   914 1,653   

 ２ 受取配当金   2,448 14,143   

 ３ 連結調整勘定償却額   13,737 22,609   

 ４ 不動産賃貸収入   69,451 76,000   

 ５ 仕入割引   68,948 86,052   

 ６ デリバティブ評価益   － 182,999   

 ７ その他   33,514 189,015 0.8 63,201 446,661 1.8 257,645

Ⅴ 営業外費用     

 １ 支払利息   68,133 65,190   

 ２ 手形売却損   54,877 43,323   

 ３ 不動産賃貸原価   43,344 43,622   

 ４ 売上割引   28,478 38,372   

 ５ デリバティブ評価損   152,255 －   

 ６ その他   24,485 371,576 1.5 7,495 198,004 0.8 △173,571

   経常利益   566,100 2.4 977,837 3.9 411,736
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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（千円） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比 

（％） 
増減（千円）

Ⅵ 特別利益     

 １ 投資有価証券売却益   － 56,095   

 ２ 貸倒引当金戻入額   － 310   

 ３ 保険解約益   6,102 6,102 0.0 59,338 115,745 0.5 109,643

Ⅶ 特別損失     

 １ 固定資産売却損 ※１ － 132   

 ２ 固定資産除却損 ※２ 631 6,487   

 ３ 貸倒引当金繰入額   48,042 49,888   

 ４ 役員退職金   2,000 －   

 ５ 上場関連費用   － 27,053   

 ６ 出資金売却損   － 7,540   

 ７ 減損損失 ※４ 81,515 －   

 ８ その他 ※３ 6,950 139,139 0.6 6,701 97,803 0.4 △41,336

   税金等調整前当期純利益   433,062 1.8 995,778 3.9 562,715

   法人税、住民税及び事業税   338,446 366,460   

   法人税等調整額   △49,761 288,684 1.2 △29,004 337,456 1.3 48,771

   少数株主利益又は少数株主

損失（△） 
  △5,154 △0.0 61,220 0.2 66,374

   当期純利益   149,532 0.6 597,102 2.4 447,569
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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（千円） 金額（千円） 増減（千円） 

（資本剰余金の部）    

Ⅰ 資本剰余金期首残高   207,589 239,728 32,138

Ⅱ 資本剰余金増加高    

 １ 増資による新株の発行   15,000 563,488  

 ２ 自己株式処分差益   17,138 32,138 － 563,488 531,349

Ⅲ 資本剰余金期末残高   239,728 803,217 563,488

    

（利益剰余金の部）   

Ⅰ 利益剰余金期首残高   755,473 888,014 132,540

Ⅱ 利益剰余金増加高    

 １ 当期純利益   149,532 597,102  

 ２ 合併に伴う利益剰余金増加高   4,271 153,803 － 597,102 443,298

Ⅲ 利益剰余金減少高    

 １ 配当金   15,625 47,942  

 ２ 役員賞与   5,638 21,263 20,770 68,712 47,449

Ⅳ 利益剰余金期末残高   888,014 1,416,403 528,389
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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） 

前年比 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 増減（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー       

 １ 税金等調整前当期純利益   433,062 995,778 562,715 

 ２ 減価償却費   96,666 91,233 △5,433 

 ３ 減損損失   81,515 － △81,515 

 ４ 連結調整勘定償却   △13,737 △22,609 △8,871 

 ５ 貸倒引当金の増加額   48,080 49,577 1,497 

 ６ 賞与引当金の増加額   1,014 35,326 34,311 

 ７ 退職給付引当金の増減額（減少：△）   1,809 △2,978 △4,787 

 ８ 役員退職給付引当金の増減額（減少：△）   △61,790 5,140 66,930 

 ９ 受取利息及び受取配当金   △3,362 △15,797 △12,434 

 10 支払利息   68,133 65,190 △2,943 

 11 手形売却損   54,877 43,323 △11,554 

 12 固定資産除却損   631 6,487 5,855 

 13 固定資産売却損   － 132 132 

 14 デリバティブ評価益  － △182,999 △182,999 

 15 デリバティブ評価損   152,255 － △152,255 

 16 売上債権の減少額   21,942 909,031 887,089 

 17 割引手形の減少額  － △2,092,652 △2,092,652 

 18 棚卸資産の増減額（増加：△）   △129,170 64,695 193,866 

 19 仕入債務の増減額（減少：△）   △283,113 424,910 708,023 

 20 役員賞与の支払額   △5,638 △20,770 △15,131 

 21 その他   △91,276 △236,442 △145,166 

    小計   371,902 116,577 △255,324 

 22 利息及び配当金の受取額   3,362 15,807 12,445 

 23 利息の支払額   △122,627 △107,734 14,892 

 24 法人税等の支払額   △142,258 △433,359 △291,100 

   営業活動によるキャッシュ・フロー   110,379 △408,708 △519,087 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー       

 １ 投資有価証券の取得による支出   △5,521 △8,350 △2,829 

 ２ 投資有価証券の売却による収入   － 86,093 86,093 

 ３ 有形固定資産の取得による支出   △54,456 △68,879 △14,423 

 ４ 連結子会社追加取得による支出   △20,311 △37,016 △16,705 

 ５ その他   43,692 41,932 △1,760 

   投資活動によるキャッシュ・フロー   △36,595 13,778 50,374 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー       

 １ 短期借入金の純減少額   △755,700 △213,800 541,900 

 ２ 長期借入れによる収入   2,639,000 750,000 △1,889,000 

 ３ 長期借入金の返済による支出   △2,068,068 △1,042,557 1,025,511 

 ４ 社債償還による支出   － △200,000 △200,000 

 ５ 株式の発行による収入   30,000 900,575 870,575 

 ６ 自己株式の売却による収入   21,686 － △21,686 

 ７ 自己株式の取得による支出   － △100 △100 

 ８ 親会社による配当金の支払額   △15,625 △47,942 △32,317 

 ９ 少数株主への配当金の支払額   △2,178 － 2,178 

   財務活動によるキャッシュ・フロー   △150,886 146,176 297,062 

Ⅳ 現金及び現金同等物係る換算差額   2,089 2,623 534 

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額   △75,013 △246,130 △171,116 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   1,912,655 1,837,642 △75,013 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※ 1,837,642 1,591,512 △246,130 
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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 

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) 連結子会社の数    ４社 

(2) 連結子会社の名称 

ダイドレ㈱ 

クリット㈱ 

㈱ハイライト 

ダイドレ物流㈲ 

福井函館㈱は、平成16年４月１日付でクリエイト㈱と合

併したため、連結の範囲から除いております。 

また、オディック㈱は平成16年７月１日付でダイドレ㈱

と合併したため、損益計算書及びキャッシュ･フロー計算

書を除き、連結の範囲から除いております。 

 

２ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社の事業年度末日と連結決算日は一致しておりま

す。 

 

３ 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 

連結決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評

価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定） 

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 

時価法 

③ たな卸資産 

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 

定率法によっております。ただし、平成10年４月１日

以降取得した建物（附属設備は除く）については、定額

法を採用しております。 

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  ３～50年 

機械装置     ７～15年 

工具器具備品   ２～20年 

なお、取得価格10万円以上20万円未満の少額減価償却

資産については、３年間均等償却によっております。 

② 無形固定資産 

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。 

③ 長期前払費用 

均等償却によっております。 

なお、償却期間については、法人税法に規定する方法

と同一の基準によっております。 

 

１ 連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の数    ４社 

(2) 連結子会社の名称 

ダイドレ㈱ 

クリット㈱ 

㈱ハイライト 

ダイドレ物流㈲ 

 

 

 

 

 

 

２ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

同 左 

 

 

３ 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 

同 左 

 

 

時価のないもの 

同 左 

② デリバティブ 

同 左 

③ たな卸資産 

同 左 

 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産 

同 左 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 無形固定資産 

同 左 

 

 

③ 長期前払費用 

同 左 
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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） 

(3) 重要な繰延資産の処理方法 

① 社債発行費 

商法施行規則に定める期間（３年）による均等償却で

行っております。 

なお、社債償還期間が商法施行規則に定める期間に満

たないものは、社債償還期間で均等償却しております。 

② 社債発行差金 

社債償還期間で均等償却しております｡ 

③ 新株発行費 

―――― 

 

(4) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等については個

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。 

② 賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支

給見込額に基づき当連結会計年度に見合う分を計上して

おります。 

③ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末に

おける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上

しております。 

数理計算上の差異については､各連結会計年度の発生

時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５

年）による按分額をそれぞれ発生の翌連結会計年度より

費用処理しております。 

④ 役員退職慰労引当金 

役員の役員退職慰労金の支出に備えるため、役員退職

慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しております。 

 

(5) 重要な外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算の基

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。 

 

(6) 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。 

 

(7) 重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

金利スワップについては、特例処理の要件を満たして

おりますので、特例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  金利スワップ、為替予約、通貨スワ

ップ 

・ヘッジ対象  借入金の利息、外貨建金銭債務 

 

(3) 重要な繰延資産の処理方法 

① 社債発行費 

―――― 

 

 

 

② 社債発行差金 

―――― 

③ 新株発行費 

発生時に一括償却しております｡ 

 

(4) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同 左 

 

 

 

② 賞与引当金 

同 左 

 

 

③ 退職給付引当金 

同 左 

 

 

 

 

 

 

④ 役員退職慰労引当金 

同 左 

 

 

(5) 重要な外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算の基

準 

同 左 

 

 

 

(6) 重要なリース取引の処理方法 

同 左 

 

 

 

(7) 重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

同 左 

 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同 左 
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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） 

③ ヘッジ方針 

借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワ

ップ取引を行っており、外貨建取引の為替相場の変動

リスクを回避する目的で為替予約及び通貨スワップを

行っております。 

なお、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行っており

ます。 

④ ヘッジの有効性の評価の方法 

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相場変動の累計を比較

し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。

なお、金利スワップの特例処理の要件を満たしている

ものについては有効性の判定を省略しております。 

⑤ その他リスク管理方法のうちヘッジ会計に係るもの 

デリバティブ取引に関する社内規程に基づき取引を

行っております。 

 

(8) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

① 消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

 

４ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価評

価法を採用しております。 

 

５ 連結調整勘定の償却に関する事項 

連結調整勘定は、５年間で均等償却しております。 

 

６ 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。 

 

７ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

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。 

 

③ ヘッジ方針 

同 左 

 

 

 

 

 

④ ヘッジの有効性の評価の方法 

同 左 

 

 

 

 

⑤ その他リスク管理方法のうちヘッジ会計に係るもの 

同 左 

 

 

(8) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

① 消費税等の会計処理 

同 左 

 

４ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

同 左 

 

 

５ 連結調整勘定の償却に関する事項 

同 左 

 

６ 利益処分項目等の取扱いに関する事項 

同 左 

 

 

７ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

同 左 
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（会計処理の変更） 

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 

固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会

計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会 平成14年８

月９日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第６号 平成15年10月31日）を適用し

ております。 

この変更により、従来と同一の方法を採用した場合に比べ、

税金等調整前当期純利益は81,515千円減少しております。 

なお、減損損失累計額につきましては、改正後の連結財務諸

表規則に基づき減価償却累計額に含めて表示しております。 

 

該当事項はありません。 

 

 

 

（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） 

 該当事項はありません。 

 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

営業活動によるキャッシュ・フローの｢割引手形の減少額｣

は、前連結会計年度は｢売上債権の減少額｣に含めて表示してお

りましたが金額的重要性が増したため区分掲記しております。 

なお、前連結会計年度の｢売上債権の減少額｣に含まれている

｢割引手形の減少額｣は△619,426千円であります。 

 

 

（追加情報） 

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） 

外形標準課税 

「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年３月法律第

９号）が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月１日以降

開始する事業年度より法人事業税に係る課税標準の一部が「付

加価値額」及び「資本等の金額」に変更されることになりまし

た。これに伴い、「法人事業税における外形標準課税部分の損

益計算書上の表示についての実務上の取り扱い」（平成16年２

月13日 企業会計基準委員会実務対応報告第12号）に基づき、

「付加価値額」及び「資本等の金額」に基づき算定された法人

事業税について、当連結会計年度から損益計算書中の「販売費

及び一般管理費」に含めて表示しております。 

 この結果、販売費及び一般管理費は13,543千円増加し、営業

利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益が、13,543千円減

少しております。 

 

該当事項はありません。 
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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 担保に供している資産 

金融機関の借入金及び取引上の債務に対する保証として

次の資産を担保に供しております。 

担保提供資産 

建物及び構築物            342,380千円 

土地                  1,872,998千円 

貸与建物                93,386千円 

貸与土地                6,467千円 

投資有価証券             55,470千円 

計                   2,370,702千円 

 

上記に対応する債務 

買掛金                        848,392千円 

支払手形                    1,779,738千円 

短期借入金                    424,000千円 

一年以内返済予定 

の長期借入金                 767,477千円 

長期借入金                  1,624,764千円 

計                5,444,372千円 

 

２ 手形割引高及び裏書譲渡高 

受取手形割引高                4,163,312千円 

受取手形裏書譲渡高              294,219千円 

 

※３ 自己株式の保有数 

―――― 

 

 

 

 

 

※４ 減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれておりま

す。 

 

※１ 担保に供している資産 

金融機関の借入金及び取引上の債務に対する保証として

次の資産を担保に供しております。 

担保提供資産 

建物及び構築物            314,370千円 

土地                  1,744,462千円 

貸与建物               107,782千円 

貸与土地               135,004千円 

投資有価証券             127,120千円 

計                   2,428,739千円 

 

上記に対応する債務 

買掛金                        839,036千円 

支払手形                    1,965,261千円 

短期借入金                    240,000千円 

一年以内返済予定 

の長期借入金                 708,628千円 

長期借入金                  1,168,836千円 

計                4,921,762千円 

 

２ 手形割引高及び裏書譲渡高 

受取手形割引高              2,070,659千円 

受取手形裏書譲渡高           341,304千円 

 

※３ 自己株式の保有数 

  当社が保有する連結財務諸表提出会社の株式数は、以下

のとおりであります。 

    普通株式        80株 

   なお、当社の発行済株式総数は、普通株式3,969,000株

であります。 

 

※４           同 左 
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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 

 

 

 

※２ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

工具器具及び備品 

（その他に含む）             631千円 

 

 

 

 

※３ 特別損失その他の内容は次のとおりであります。 

会員権評価損              6,950千円 

 

 

 

※４ 当連結会計年度において、当社グループは以下資産グル

ープについて減損損失を計上しております。 

用途 場所 種類 金額（千円）

遊休資産 
静岡県 

長泉町 
土地 20,101 

遊休資産 
長野県 

大町市 

土地 

建物 
39,681 

貸与資産 
東京都 

青梅市 

土地 

建物 
18,119 

貸与資産 
横浜市 

鶴見区 

土地 

建物 
3,612 

当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小単

位として営業所を基本単位とし、遊休資産及び賃貸資産に

ついては当該資産単独で資産のグルーピングをしておりま

す。地価の継続的な下落により土地の時価が取得時に比べ

て大幅に下落したため、将来キャッシュ・フローの総額が

帳簿価額を下回ることとなった資産グループについて、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

（81,515千円）として特別損失に計上しております。減損

損失の内訳は、土地53,063千円（うち、貸与土地7,836千

円）、建物及び構築物28,452千円（うち、貸与建物13,896

千円）であります。当該資産グループの回収可能価額は、

正味売却価額と使用価値のいずれか高い価額としておりま

す。 

なお、当資産グループの回収可能価額は使用価値により

測定しており、将来キャッシュ・フローを1.3％で割り引

いて算定しております。 

 

※１ 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。 

車輌運搬具                132千円 

 

 

※２ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

建物及び構築物             4,583千円 

機械装置及び運搬具            296千円 

工具器具及び備品                 

（その他に含む）            1,607千円 

計                6,487千円

 

※３ 特別損失その他の内容は次のとおりであります。 

会員権評価損              1,320千円 

貸倒損失                5,381千円 

計                   6,701千円 

 

※４  
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（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） 

※ 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 

現金及び預金             1,860,642千円 

預入期間３ヶ月超の定期預金      △23,000千円 

現金及び現金同等物          1,837,642千円 

 

※ 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 

現金及び預金             1,624,512千円 

預入期間３ヶ月超の定期預金      △33,000千円 

現金及び現金同等物          1,591,512千円 

 

 

 

（リース取引関係） 

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） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引 

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び

期末残高相当額 

 

なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有

形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利

子込み法によっております。 

 

２ 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内                70,097千円 

１年超                 161,845千円 

合計                  231,942千円 

 

なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース

料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法によっております。 

 

３ 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料              68,834千円 

減価償却費相当額            68,834千円 

 

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。 

 

 
機械装置 

及び運搬具 

工具器具 

及び備品 
合計 

取得価額 

相当額 

（千円） 

151,505 291,080 442,585

減価償却 

累計額 

相当額 

（千円） 

83,210 127,432 210,643

期末残高 

相当額 

（千円） 

68,294 163,647 231,942

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引 

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び

期末残高相当額 

 

なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有

形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利

子込み法によっております。 

 

２ 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内                72,008千円 

１年超                 144,889千円 

合計                 216,897千円 

 

なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース

料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法によっております。 

 

３ 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料              77,082千円 

減価償却費相当額            77,082千円 

 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

同 左 

 

 

 
機械装置 

及び運搬具

工具器具 

及び備品 
合計 

取得価額 

相当額 

（千円） 

176,028 279,559 455,588

減価償却 

累計額 

相当額 

（千円） 

90,922 147,767 238,690

期末残高 

相当額 

（千円） 

85,105 131,792 216,897
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（有価証券関係） 
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） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

区分 
取得原価 

(千円) 

連結決算日における 

連結貸借対照表計上額

(千円) 

差額 

(千円) 

連結貸借対照表計上額が取得原価を超

えるもの 
 

① 株式 141,029 198,896 57,867

小計 141,029 198,896 57,867

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 － － －

小計 － － －

合計 141,029 198,896 57,867

 

２ 時価評価されていない有価証券 

その他有価証券 

内容 
連結貸借対照表計上額 

(千円) 

① 非上場株式 8,500

② 債券 

   割引金融債 10,000

 

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 その他有価証券で時価のあるもの 

区分 
取得原価 

(千円) 

連結決算日における 

連結貸借対照表計上額

(千円) 

差額 

(千円) 

連結貸借対照表計上額が取得原価を超

えるもの 
 

① 株式 117,956 263,078 145,122

小計 117,956 263,078 145,122

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 1,426 1,401 △25

小計 1,426 1,401 △25

合計 119,382 264,479 145,096

 

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 
売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円) 

86,093 56,095 － 

 

３ 時価評価されていない有価証券 

その他有価証券 

内容 
連結貸借対照表計上額 

(千円) 

① 非上場株式 8,500

② 債券 

   割引金融債 10,000
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（デリバティブ取引関係） 

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 取引の状況に関する事項 

(1) 取引の内容及び利用目的等 

金利関連では、変動金利の借入金の調達に係る将来の

金利上昇リスクをヘッジするため、金利スワップ取引を

行っております。また、通貨関連では、通常の営業過程

における輸入取引の為替相場の変動によるリスクを軽減

するため、為替予約取引及び通貨スワップ取引を行って

おります。 

① ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…金利スワップ、為替予約、通貨スワ

ップ 

ヘッジ対象…借入金の利息、外貨建金銭債務 

② ヘッジ方針 

借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワ

ップ取引を行っており、外貨建取引の為替相場の変動リ

スクを回避する目的で為替予約及び通貨スワップを行っ

ております。 

なお、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行っておりま

す。 

③ 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相場変動の累計を比較

し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。 

なお、金利スワップの特例処理の要件を満たしてい

るものについては有効性の判定を省略しております。 

 

(2) 取引に対する取組方針 

将来の金利及び通貨変動リスクを回避する目的でデリ

バティブ取引を行っており、投機的な取引は一切行わな

い方針であります。 

 

(3) 取引に係るリスクの内容 

金利スワップ取引においては、市場金利の変動による

リスクを、為替予約取引及び通貨スワップ取引は為替相

場の変動によるリスクを有しております。 

なお、これらの取引契約先は、いずれも信用度の高い

国内の金融機関であるため、相手先の契約不履行による

信用リスクはほとんどないと判断しております。 

 

(4) 取引に係る管理体制 

デリバティブ取引は、取締役会で承認された「社内取

扱規程」に従って、実行管理されております。 

 

１ 取引の状況に関する事項 

(1) 取引の内容及び利用目的等 

同 左 

 

 

 

 

 

① ヘッジ手段とヘッジ対象 

同 左 

 

 

② ヘッジ方針 

同 左 

 

 

 

 

 

③ ヘッジ有効性評価の方法 

同 左 

 

 

 

 

 

(2) 取引に対する取組方針 

同 左 

 

 

 

(3) 取引に係るリスクの内容 

同 左 

 

 

 

 

 

 

(4) 取引に係る管理体制 

同 左 
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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 取引の時価等に関する事項 

(1) 通貨関連 

区分 取引の種類 
契約額等 

(千円) 

契約額等

のうち1年

超(千円) 

時価 

(千円) 

評価損益

(千円) 

為替予約取引 

買建米国ﾄﾞﾙ 

 

861,273 

 

 

733,677 

 

△57,621 △57,621

市場取引 

以外の取引 
通貨ｽﾜｯﾌﾟ取引 

受取米ﾄﾞﾙ 

支払円 

 

925,071 

 

 

861,273 

 

△94,633 △94,633

合計  1,786,344 1,594,950 △152,255 △152,255

(注) 時価の算定方法 

取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定

しております。 

 

(2) 金利関連 

金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を

適用しておりますので注記の対象から除いております。 

 

２ 取引の時価等に関する事項 

(1) 通貨関連 

区分 取引の種類
契約額等

(千円) 

契約額等

のうち1年

超(千円) 

時価 

(千円) 

評価損益

(千円) 

為替予約取引

買建米国ﾄﾞﾙ
920,375

 

687,199 

 

 

30,743 

 

30,743

市場取引 

以外の取引
通貨ｽﾜｯﾌﾟ取引

受取米ﾄﾞﾙ 

支払円 

951,507

 

881,025 

 

 

△161 

 

△161

合計  1,871,882 1,568,224 30,581 30,581

(注) 時価の算定方法 

取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定

しております。 

 

(2) 金利関連 

同 左 

 

 

 



－ 25 － 

（退職給付関係） 

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 採用している退職給付制度の概要 

  当社及び一部の連結子会社は、確定給付型の制度として適

格退職年金制度及び退職金制度を設けております。また、従

業員の退職等に際して、特別功労金を支払う場合がありま

す。 

 

２ 退職給付債務に関する事項 

(1) 退職給付債務             △856,305千円 

(2) 年金資産                               422,448千円 

(3) 未積立退職給付債務(1)＋(2)           △433,857千円 

(4) 未認識数理計算上の差異                △28,726千円 

(5) 退職給付引当金(3)＋(4)               △462,583千円 

 

３ 退職給付費用に関する事項 

退職給付費用 

(1) 勤務費用                                72,544千円 

(2) 利息費用                                17,160千円 

(3) 期待運用収益（減算）                   △7,397千円 

(4) 数理計算上の差異の費用処理額          △10,938千円 

退職給付費用(1)＋(2)＋(3)＋(4)              71,369千円 

（注） 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用

は、「(1)勤務費用」に計上しております。 

 

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                2.0％ 

(3) 期待運用収益率            2.0％ 

(4) 数理計算上の差異の処理年数      ５年 

 

１ 採用している退職給付制度の概要 

同 左 

 

 

 

 

２ 退職給付債務に関する事項 

(1) 退職給付債務                         △952,179千円 

(2) 年金資産                               484,893千円 

(3) 未積立退職給付債務(1)＋(2)           △467,285千円 

(4) 未認識数理計算上の差異                  22,747千円 

(5) 退職給付引当金(3)＋(4)               △444,538千円 

 

３ 退職給付費用に関する事項 

退職給付費用 

(1) 勤務費用                                83,976千円 

(2) 利息費用                                15,712千円 

(3) 期待運用収益（減算）                   △8,448千円 

(4) 数理計算上の差異の費用処理額           △1,698千円 

退職給付費用(1)＋(2)＋(3)＋(4)              89,541千円 

（注） 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用

は、「(1)勤務費用」に計上しております。 

 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

同 左 

 

 

 

 

 



－ 26 － 

（税効果会計関係） 

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 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） 

賞与引当金               45,789千円 

未払事業税               23,922千円 

退職給付引当金             184,722千円 

役員退職慰労引当金           116,226千円 

会員権評価損              71,431千円 

減損損失                33,421千円 

その他                 88,071千円 

繰延税金資産小計            563,585千円 

評価性引当額               △51,036千円 

繰延税金資産合計            512,549千円 

 

  （繰延税金負債） 

合併受入資産             △17,906千円 

その他有価証券評価差額金       △23,725千円 

繰延税金負債合計           △41,631千円 

繰延税金資産の純額           470,917千円 

 

(注) 当連結会計年度における繰延税金資産の純額は連結

貸借対照表の以下の項目に含まれております。 

 

流動資産－繰延税金資産         114,965千円 

固定資産－繰延税金資産         356,441千円 

流動負債－繰延税金負債（※）       △490千円 

（※）｢その他｣に含む 

 

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ときの、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                40.6％ 

（調整） 

欠損金子会社の未認識税務利益        24.1％ 

交際費等永久に損金に算入されない項目     1.9％ 

住民税均等割                 1.6％ 

連結調整勘定償却                           △1.3％ 

その他                   △0.2％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率          66.7％ 

 

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） 

賞与引当金               32,868千円 

未払事業税               19,589千円 

退職給付引当金             180,011千円 

役員退職慰労引当金           117,085千円 

会員権評価損              73,279千円 

減損損失                32,420千円 

その他                 83,601千円 

繰延税金資産小計            538,856千円 

評価性引当額                  －千円 

繰延税金資産合計            538,856千円 

 

  （繰延税金負債） 

合併受入資産             △16,674千円 

その他有価証券評価差額金       △58,935千円 

その他                   △848千円 

繰延税金負債合計           △76,458千円 

繰延税金資産の純額           462,397千円 

 

(注) 当連結会計年度における繰延税金資産の純額は連結

貸借対照表の以下の項目に含まれております。 

 

流動資産－繰延税金資産         120,502千円 

固定資産－繰延税金資産         341,895千円 

 

 

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

間に重要な差異があるときの、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                40.6％ 

（調整） 

連結子会社の過年度未認識繰延税金資産   △10.1％ 

   負債の認識 

住民税均等割                 3.3％ 

交際費等永久に損金に算入されない項目     1.1％ 

連結調整勘定償却                           △0.9％ 

その他                   △0.1％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率          33.9％ 

 

 



 

－ 27 － 

（セグメント情報） 

１．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） 

当社グループは、管工機材の卸業者として、同一セグメントに属する管工機材類の仕入、販売を行っており、当

該事業以外に事業の種類がないため、該当事項はありません。 

 

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） 

当社グループは、管工機材の卸業者として、同一セグメントに属する管工機材類の仕入、販売を行っており、当

該事業以外に事業の種類がないため、該当事項はありません。 

 

２．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） 

本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、記載を省略しております。 

 

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） 

本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、記載を省略しております。 

 

３．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） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 

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） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 



－ 28 － 

（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 役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等 

の名称 
住所 

資本金又 

は出資金 

(千円) 

事業の内容

又は職業

議決権等

の所有 

(被所有)割合

(％) 

役員の

兼任等

事業上

の関係

取引の内容 
取引金額 

(千円) 
科目 

期末残高

(千円)

役員 福井道夫 ― ― 
当社代表 

取締役社長
直接 16.2 ― ― 

仕入契約 

保証 
2,628,131 ― ― 

役員 川本道晴 ― ― 
当社常務 

取締役 
直接  5.5 ― ― 

単身社宅 

貸与 
1,896 ― ― 

役員 坂本義一 ― ― 
当社常務 

取締役 
直接  5.2 ― ― 

単身社宅 

貸与 
1,296 ― ― 

役員 坂口 明 ― ― 当社取締役 直接  1.6 ― ― 
単身社宅 

貸与 
1,386 ― ― 

（注）１ 当社代表取締役社長 福井道夫の仕入契約保証は、一部の仕入先（㈱クボタ、住友商事㈱、住商メタレ

ックス㈱、アロン化成㈱）との包括保証となっており当期末の買掛債務残高を記載しております。なお、

当該保証についての保証料等の支払は行っておりません。 

２ 当社常務取締役 川本道晴、当社常務取締役 坂本義一、当社取締役 坂口明への単身社宅貸与は、役

員関係内規に基づき実行された金額です。なお、当社取締役 坂口明の取締役就任前（執行役員）の347

千円を含んで記載しております。 

 

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 役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等 

の名称 
住所 

資本金又 

は出資金 

(千円) 

事業の内容

又は職業

議決権等

の所有 

(被所有)割合

(％) 

役員の

兼任等

事業上

の関係

取引の内容 
取引金額 

(千円) 
科目 

期末残高

(千円)

役員 川本道晴 ― ― 
当社常務 

取締役 
直接  4.0 ― ― 

単身社宅 

貸与 
1,728 ― ― 

役員 坂本義一 ― ― 
当社常務 

取締役 
直接  3.7 ― ― 

単身社宅 

貸与 
1,319 ― ― 

役員 坂口 明 ― ― 当社取締役 直接  1.0 ― ― 
単身社宅 

貸与 
1,269 ― ― 

（注） 当社常務取締役 川本道晴、当社常務取締役 坂本義一、当社取締役 坂口明への単身社宅貸与は、役員

関係内規に基づき実行された金額です。 

 



更新日時 

－ 29 － 

（１株当たり情報） 

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株当たり純資産額 

 

１株当たり当期純利益 

 

437円32銭 

 

40円44銭 

 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益については、潜在株式が存在しな

いため、記載しておりません。 

 

740円75銭 

 

176円74銭 

 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益については、潜在株式が存在しな

いため、記載しておりません。 

 

（注） 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。 

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）

連結損益計算書上の当期純利益（千円） 149,532 597,102 

普通株主に帰属しない金額（千円） 20,770 12,200 

（うち利益処分による役員賞与金（千円）） （20,770） （12,200） 

普通株式に係る当期純利益（千円） 128,762 584,902 

普通株式の期中平均株式数（株） 3,184,070 3,309,310 

 

 

（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） 

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） 

該当事項はありません。 

 

該当事項はありません。 

 

 




