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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 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

  百万円 　 ％ 円 銭 円 銭 　 ％ ％ 　 ％
( 50.7) 69 － 　 － 　
(247.0) 03 － 　 － 　

（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 　14,855,063株  １７年３月期 　4,953,093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

％ 円 銭
23.3 52
24.0 35

（注）期末発行済株式数（連結）   １８年３月期　 14,852,357株   １７年３月期 　4,952,379株

（３）連結キャッシュ・フローの状況

（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　－ 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）

   

通　　　期       
（参考）　１株当たり予想当期純利益　（通期）　　　　　37 円  03 銭
　※平成17年5月20日を効力発生日として１：３の割合で株式分割を行っているため、１株当たり当期純利益、
 　１株当たり株主資本及び１株当たり予想当期純利益はそれぞれ分割後をもって算出しております。
　(注)上記の業績予想につきましては、実際の業績数字と異なる結果となる場合があります。上記予想に関す
　　　る事項については、添付資料の｢経営成績及び財政状態　（３）通期の見通し｣をご参照ください。
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927

現金及び現金同等物
期　末　残　高

株主資本

1,035 △  1

3.8

百万円 百万円

4,592
21,187
19,133

530
351

営業活動による
キャッシュ・フロー

当 期 純 利 益
１株当たり 潜在株式調整後

１株当たり当期純利益当期純利益

１８年３月期
１７年３月期

１８年３月期
１７年３月期

１８年３月期
１７年３月期

１８年３月期
１７年３月期

総 資 本
経常利益率

平成18年5月19日

1,242
726 (  57.5)

売 上 高
経常利益率

経　常　利　益

(  71.1)

4.3

3324,938

１株当たり株主資本

3.0
11.1
7.9

6.2

売　　上　　高 営　業　利　益

24,094 (   7.5)
28,745 (  19.3) (  58.6)1,414

当期純利益率

35
71

財務活動による投資活動による

７４６１

売　　上　　高 経　常　利　益

891 (  42.3)

総　　資　　産 株　主　資　本 株主資本比率

キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー

29,300 1,480 550

2,175
1,715

百万円 百万円
当　期　純　利　益

△  617
△ 2,314

中　間　期
百万円

百万円 百万円 百万円 百万円
2,780  △  6

13,950 800
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１．企業集団の状況

　　当企業集団は、親会社である株式会社キムラ（当社）及び子会社３社で構成されております。
　　当社の事業は、住宅資材、ビル用資材等の販売であり、その他不動産事業や枠組足場レンタル
　　事業を行っております。
　　子会社株式会社グッドーは、北海道内において２店舗を営業するホームセンターであり、ＤＩＹ
　　商品や家庭用品を販売しております。
　　子会社株式会社アルミックは、宮城県仙台市内においてプロショップパイロット店として建築資
　　材専門店を営業しており、電動工具や建築金物・塗料等を販売しております。
　　子会社株式会社ジョイフルエーケーは建築資材、日用雑貨、インテリア、ペット、園芸用品等を
　　扱う北海道内最大規模のホームセンターを２店舗営業しております。

　　当企業集団の事業系統図は次のとおりであります。

　　　

㈱グッドー
　連結子会社 ㈱アルミック

㈱ジョイフルエーケー
住宅資材
卸売事業

（関係会社の状況）
主要な事業 議決権の

住　　　所 資本金 の内容 所有割合 　　関　係　内　容
又は被所有割合

連結子会社      千円         %

　　㈱　グッドー 札幌市東区   150,000 小売事業      100 当社商品の一部を販売
（ホーム している。
　センター） 当社所有の建物を賃借

している。
資金援助あり。
役員の兼任等あり。

　　㈱　アルミック 札幌市東区    50,000 小売事業      100 当社商品の一部を販売
（建築資材 している。
　専門店） 資金援助あり。

役員の兼任等あり。

　　㈱　ジョイフルエーケー札幌市東区   980,000 小売事業       51 当社商品の一部を販売
（ホーム している。
　センター） 役員の兼任等あり。

 
(注）　主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。

得　　　　　　　意　　　　　　　先 一　　　　般　　　　顧　　　　客

当　　　　　　　　　社

 

仕　　　入　　　先　　　（　　住宅関連資材メーカー等　　）

名　　　　　称

不動産事業 そ　の　他 小　　　　売　　　　事　　　　業
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２．経営方針

　（１）経営の基本方針

　　　　当社の経営基本方針は、人と環境に優しい住まい方の創造と提案により社会貢献することであります。
　　　｢住まい｣と｢住まい方｣に係る良質で顧客のニーズにあった提案やオリジナル商品の開発により、快適な
　　　環境づくりに少しでもお役に立つことをモットーとしております。
　　　お客様への提案営業、情報提供による営業基盤の強化、たゆまぬ効率化の追求により永続性のある安定
　　　的な成長を持続することにより、一層の経営基盤の強化・拡大を図り、投資対象企業として魅力のある
　　　企業であり続けます。

　
　（２）利益配分に対する基本方針

　　　　株主の皆様に対する安定的な利益還元を経営の重要課題と考えており、経営基盤の強化・拡大に努め
　　　ることにより業績に応じた適正な配当を継続的に行うことを基本方針としております。
　　　そのために、可能な限りの経営効率化により収益の向上を図り安定的な配当水準の維持向上に努めるこ
　　　とにより、２０％以上の配当性向を維持するよう努力してまいります。
　　　また、内部留保金につきましては、今後の事業活動に対する投資、企業体質及び競争力の更なる強化に
　　　充当して行く考えであります。
　　　　なお、上記の考えのもと、当社は平成１７年５月２０日付で、株式１株につき３株の割合で株式分割
　　　を行い、平成１８年６月に開催予定の第５６期定時株主総会において、普通配当４円に、創業６０周年
　　　記念配当２円を加え、合計配当６円を付議する予定であります。

　（３）投資単位の引下げに関する考え方及び方針

　　　　個人投資家の株式投資への参加を促し、株式の流動性を高めるため、平成１７年５月２０日を効力
　　　発生日として１株につき３株の株式分割を実施しております。
　　　今後につきましても、株価の動向に留意しながら適宜適切な対応を心掛けてまいります。

　（４）目標とする経営指標

　　　　当社グループでは、｢投下した資本に対し、どれだけの利益を上げられたか｣という点などを重視し
　　　た経営効率の向上に努めております。なかでも、株主資本純利益率（ＲＯＥ）の経営指標を重視し、
　　　ＲＯＥ８％以上を中期的な目標としております。
　　　当連結会計年度におけるＲＯＥはマンション販売による当期純利益の増加があったため１１．１％と
　　　なっておりますが、グループ企業全体の効率的経営を推進することにより、継続的な企業価値の向上
　　　を目指してまいります。
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　（５）中長期的な経営戦略

　　　　住宅産業を通して社会貢献することを目指している当社にとりまして、少子・高齢化等の影響で新設
　　　住宅着工戸数の減少傾向は経営戦略の課題となってきてはおりますが、創業６０周年を迎え、新３ケ年
　　　計画のスタートの年である今期を第３次創業元年と位置付けし、厳しい環境の中で生き残り、かつ成長し、
　　　競争を勝ち抜いていくために、新組織で高い目標に挑戦してまいります。
　
　　　基本戦略　：　新３ケ年計画をビジネスプランとして落し込み、具現化し、新たなビジネスチャンスを
　　　　　　　　　　発掘する。
　
　　　１）営業戦略
　　　　　①　開発企画課を新設し、営業レベルを量から質へ転換
　　　　　②　グループ力、総合力を生かしてのコラボレーション戦略

　　　２）商品戦略
　　　　　①　商品開発プロジェクトを集約した商品開発室を設置し、新商品開発の一元化とスピードアップ
　　　　　②　国内、海外の総代理店権利の獲得
　　　　　③　取引先から支持される在庫戦略と配送システムの見直し

　　　３）新規事業戦略
　　　　　①　前期より開発・販売中の小樽マンションの早期完売
　　　　　②　建設足場リース事業の拡大
　　　　　③　エクステリア・リフォーム事業拡大着手（子会社ホームセンターと連携）

　　　４）財務戦略
　　　　　①　売掛金の現金回収化推進による財務体質の強化
　　　　　②　ＩＲと連動した資本政策の推進

　　　５）組織・管理戦略
　　　　　①　統制された内部牽制組織と監査システムの確立
　　　　　②　選択と集中による組織リストラの検討

　　　６）人事・人材開発戦略
　　　　　①　次代を担う若手幹部の育成と戦略人事による組織の活性化
　　　　　②　評価システム、賃金テーブルの見直し
　　　　　③　基本動作業界ナンバー・ワンを目指す

　（６）会社の対処すべき課題

　　　　今後のわが国経済は、安定成長を続けると予想される中、北海道経済については、一部に改善傾向
　　　がみられるものの、その回復スピードは鈍く、概ね横ばいの推移が予想されております。
　　　このような状況の中、卸売事業においては、首都圏を始めとする道外マーケットにおける当社シェア
　　　はまだ低く、競争力を高めるためには、多様化する顧客ニーズに迅速に対応するための商品力の強化
　　　により他社にはない商品提案をしていくことが必要となります。
　　　　小売事業におきましては、昨年度にも増してテーマ性のある売場づくりとさまざまなイベント企画
　　　と商品開発力の強化により、お客様の潜在的な購買動機を引き出していくことが必要であります。
　　　また、昨年より推進している利益率改善の取り組みを強化して、利益体質強化を進めていく必要もあ
　　　ります。そして、グループ力を強化するために、限りある資源を効率的・生産的に活用し、情報の共
　　　有化と戦略統合により一層のシナジー効果を追及していく必要があります。

　　　　尚、従来記載しておりました｢コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の
　　　実施状況｣、｢内部管理体制の整備・運用状況｣は、今後に開示を予定しているコーポレート・ガバナ
　　　ンスに関する報告書を参照願います。
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３．経営成績及び財政状態

　（１）経営成績

　　　　当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益の改善や設備投資が増加するなど、自律的な回復
　　　局面が続いており、好調な企業業績が雇用や所得環境の改善にも結びついてきております。
　　　　このような経済状況のもと、当社グループでは主たる事業である卸売事業の業績が大きな影響を受
　　　ける新設住宅着工戸数は、全国で１２４万８千戸（前年同期比４．７％増）、北海道では５万３千戸
　　　（同１０．２％増）でしたが、持家着工比率が全国で４．０％、北海道で４．８％と共に前年実績を
　　　下回る着工実績となりました。
　　　　卸売事業では、将来の営業基盤の拡大に向けて、特に首都圏における提案力強化の布石を打ってい
　　　る状況であります。
　　　また、商品開発プロジェクトを発足させて、主に中国やベトナム等からの輸入商品開発に注力してま
　　　いりましたが、品確法等の影響もあり、商品化に至るまで時間を要するものもあるため、今期は専任
　　　部門として新設しました開発企画課において更なる商品力強化を図ってまいります。
　　　　小売事業では、商品開発室の活動による輸入商品を中心とした差別化商品の開発と供給が順調に進
　　　んだことと、｢サンタ館｣などのテーマを絞った企画・催事の展開などにより、来店客数の増加と利益
　　　率の向上がありました。
　　　　不動産事業においては、｢ベイシティーガーデン小樽｣の第Ⅰ期分の分譲・販売において、耐震偽装
　　　等の逆風下ではありましたが、１２８戸の引渡しをすることが出来ました。
　　　以上の結果、当連結会計年度の業績は売上高２８７億４５百万円（前年同期比１９．３％増）経常利
　　　益１２億４２百万円（前年同期比７１．１％増）当期純利益５億３０百万円（前年同期比５０．７％
　　　増）となりました。

　　　　事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

　　　　①　卸売事業

　新設住宅着工の全体での増加の中で、持家着工の大幅な低下と原油価格の上昇や、販売競争の
激化による利益率の低下はあったものの、設備業者やリフォーム業者などの新しい販売ルートの
開拓などにより、売上高１１９億４６百万円（前連結会計年度比３．６％増）、営業利益６億２
２百万円（同２．６％増）となりました。

　　　　②　小売事業

　テーマを絞った各種販売企画により来店客数が前年同期比４．３％増加したことと、業務改善
プロジェクトの活動により利益率が１．５％向上したことにより、売上高１２８億３２百万円（
前連結会計年度比７．６％増）、営業利益４億２７百万円（同１１２．４％増）となりました。

　　　　③　不動産事業

　小樽市において販売している｢ベイシティーガーデン小樽｣の第Ⅰ期分の販売が順調に推移した
ことなどにより、売上高３５億８４百万円（前連結会計年度比１１６６．８％増）、営業利益５
億５５百万円（同３２７．７％増）となりました。

　　　　④　その他の事業

　建設足場のレンタルが主な事業でありますが、営業エリア拡大のための第２ヤードの開設は遅
れておりますが、それを踏まえたうえでの新規顧客開拓を推進したことと、足場資材の追加購入
による受注機会の増加などにより、売上高３億８２百万円（前連結会計年度比９．３％増）とな
りましたが、第２ヤード開設に向けての足場資材の先行購入をおこなったため、１千９百万円の
営業損失となりました。
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　（２）財政状態
　　　　　　当期における連結ベースの現金及び現金同等物（以下｢資金｣という）は、税金等調整前当期純
　　　　　利益が増加し、また、マンション建設のための工事費用を仕入債務に計上したことにより大きく
　　　　　増加しましたが、借入金等の返済も進めたため、当連結会計年度末には２１億７５百万円となり
　　　　　ました。その結果、資金残高は前連結会計年度末より４億６０百万円増加（２６．８％増）とな

りました。

　　　　（営業活動によるキャッシュ・フロー）
　営業活動の結果による資金の増加は２７億８０百万円（前連結会計年度比１７億４５百万円増）
となりました。
これは主に税金等調整前当期純利益の増加と不動産事業におけるマンション建設のための工事費用
の一部を仕入債務に計上したためであります。

　　　　（投資活動によるキャッシュ・フロー）
　投資活動の結果による資金の減少は６百万円（前連結会計年度比４百万円減）となりました。
これは主に本社社屋の修繕をおこなったことと、投資有価証券である優先株の一部売却によるもの
であります。

　　　　（財務活動によるキャッシュ・フロー）
　財務活動の結果による資金の減少は２３億１４百万円（前連結会計年度比１６億９６百万円減）と
なりました。
これは主に長期借入金及び短期借入金の返済によるものであります。
　
　当企業集団のキャッシュ・フロー指標のトレンド

  21.9   24.0   23.3
時価ベースの自己資本比率 （％）   24.2    9.9   30.9

    －      10.9    3.2
インタレスト・カバレッジ・レシオ     －    7.5   18.1
　＊　自己資本比率 　 ：　自己資本／総資産

：　株式時価総額／総資産
　　　債務償還年数 　 ：　有利子負債／営業キャッシュ・フロー
　　　インタレスト・カバレッジ・レシオ ：　営業キャッシュ・フロー／利払い
　　　１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。
　　　２．株式時価総額は、期末株価終値 Ｘ 期末発行済株式数（自己株式を除く）により計算し
　　　　　ております。
　　　３．有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債の内、利子を払っている全ての
　　　　　負債を対象としております。
　　　４．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。
　　　５．平成16年3月期の債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオについては営業
　　　　　キャッシュ・フローの数値がマイナスのため表示しておりません。
　　　６．平成17年3月期以降の時価ベースの自己資本比率は、平成17年3月31日を分割基準日、
　　　　　平成17年5月20日を効力発効日として1：3の割合で株式分割を行っているため、大幅に

低下しております。

　（３）次期の見通し

　今後の日本経済は、企業の設備投資の増加や、株価上昇に伴う個人消費増といった押上要因など
により、引続き潜在成長率を若干上回る安定的な成長軌道が続くと思われます。
しかしながら、住宅産業業界は住宅ローン減税の縮小や金利上昇という押し下げ要因などから依然
として厳しい環境が続くと予想されております。
　このような経済環境の中、当社グループでは、卸売事業において前期に活動した商品開発プロジ
ェクトを集約して新商品の発掘とオリジナル商品の開発に特化した｢開発企画課｣を新設して、開発
と販売の連携強化を行ってまいります。
小売事業では、前期に設置した｢商品開発室｣が商品開発と利益率向上に大きく貢献したことから、
その組織を拡大して活動してまいります。
　不動産事業では、｢ベイシティガーデン小樽｣の第Ⅰ期（１５８戸）の販売に引続き、第Ⅱ期（１
１９戸）の完売を目指してまいります。
以上により、次期の業績見通しは、売上高２９３億円（対当期比１．９％増）、経常利益１４億８
千万円（対当期比１９．１％増）、当期純利益５億５０百万円（対当期比３．８％増）を予定し
ております。
　
　
　

　

　　　時価ベースの自己資本比率

債務償還年数　 　　　　　（年）

平成１８年３月期
自己資本比率 　　　　    （％）

平成１６年３月期 平成１７年３月期
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４．連結財務諸表
　（１）連結貸借対照表

　　　　　　　　期　　別 増　　　減
　 　（△は減）

　科　　目 金　　額  構成比 金　　額  構成比 増減額  
＜資産の部＞ ％ ％

Ⅰ　流　動　資　産 8,552,033 44.7 11,033,636 52.1 2,481,603

　１．現 金 及 び 預 金 1,717,450 2,177,607  

　２．受取手形及び売掛金 2,747,226 2,337,701  

　３．商　　　　　　　品 2,431,345 2,484,469  

　４．その他のたな卸資産 1,236,163 3,557,248  

　５．繰 延 税 金 資 産 263,049 160,708  

　６．そ　　  の 　　 他 171,857 339,865  

　７．貸　倒　引　当　金 △   15,057 △   23,965  

Ⅱ　固　定　資　産 10,443,059 54.6 10,084,432 47.6 　△  358,627

　１．有 形 固 定 資 産 9,482,942 49.6 9,145,585 43.2 　△  337,357

    (1)建物及び構築物 5,071,474 4,771,405  

    (2)土　　　　　地 2,386,761 2,386,761  

    (3)賃 貸 用 建 物 559,205 532,255  

    (4)賃貸用その他資産 22,929 18,648  

    (5)賃 貸 用 土 地 1,401,979 1,401,979  

    (6)そ　　の　　他 40,592 34,534  

  

　２．無 形 固 定 資 産　 25,657 0.1 23,081 0.1 △    2,576

    (1)そ　　の　　他 25,657 23,081

 

　３．投資その他の資産 934,459 4.9 915,765   4.3 △   18,694

    (1)投 資 有 価 証 券 400,051 442,477  

    (2)長 期 貸 付 金 13,241 10,879  

    (3)繰 延 税 金 資 産 69,210 19,208  

    (4)そ　　の　　他 519,463 506,994  

    (5)貸 倒 引 当 金 △    67,507 △    63,793  

 

Ⅲ　繰　延　資　産 138,437 0.7 69,218 0.3 △   69,219

　１．開　　業　　費 138,437 69,218  

 

資　  産　　合　　計 19,133,530 100.0 21,187,288 100.0 2,053,758

 

   （単位：千円未満切捨）

前連結会計年度 当連結会計年度
（平成１７年３月３１日現在）（平成１８年３月３１日現在）
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　    　連結貸借対照表

　　　　　　　　期　　別 増　　　減
　 　（△は減）

　科　　目 金　　額  構成比 金　　額  構成比 増減額  
＜負債の部＞ ％ ％

Ⅰ　流　動　負　債 6,081,489 31.8 8,546,638 40.3 2,465,149

　１．支払手形及び買掛金 1,626,370 4,641,788  

　２．短　期　借　入　金 2,910,000 1,000,000  

　３．１年以内返済予定の長期借入金 936,120 1,167,400  

　４．１年以内返済予定の社債 － 500,000

　５．未 払 法 人 税 等 61,316 342,258  

　６．賞  与  引  当  金 54,000 92,133  

　７．そ　 　の　　 他 493,682 803,057  

 

 

Ⅱ　固　定　負　債 8,216,544 42.9 7,297,066 34.5 △   919,478

　１．社　　　　　　　債 1,000,000 500,000  

　２．長　期　借　入　金 6,435,540 5,861,480  

  ３．再評価に係る繰延税金負債 89,414 262,406  

　４．退 職 給 付 引 当 金 249,801 233,729  

　５．そ　　 の　　 他 441,789 439,449  

 

負　　債　　合　　計 14,298,033 74.7 15,843,705 74.8 1,545,672

＜少数株主持分＞  

　少　数　株　主　持　分 242,896 1.3 404,898 1.9 162,002

＜資本の部＞  

　  

Ⅰ　資　本　金 793,350 4.1 793,350 3.8 －

Ⅱ　資本剰余金 834,500 4.4 834,500 3.9 －

Ⅲ　利益剰余金 2,895,713 15.1 3,366,467 15.9 470,754

Ⅳ　土地再評価差額金 131,907 0.7 △    41,084 △ 0.2 △   172,991

Ⅴ　その他有価証券評価差額金 61,097 0.3 111,672 0.5 50,575

Ⅵ　自　己　株　式 △   123,968 △ 0.6 △   126,220 △ 0.6 △     2,252

　  

資　 　本  　合  　計 4,592,600 24.0 4,938,684 23.3 346,084

負債、少数株主持分及び資本合計 19,133,530 100.0 21,187,288 100.0 2,053,758

（平成１７年３月３１日現在）（平成１８年３月３１日現在）

   （単位：千円未満切捨）

前連結会計年度 当連結会計年度
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　（２）連結損益計算書

　　　　　　　　期　　別 増　　減

　 （△は減）

　科　　目 金　　額  百分比 金　　額  百分比 増減額
　 ％ ％

Ⅰ　売　　上　　高 24,094,981 100.0 28,745,114 100.0 4,650,133

Ⅱ　売　上　原　価 18,944,480 78.6 22,788,377 79.3 3,843,897

　　売　上　総　利　益 5,150,501 21.4 5,956,737 20.7 806,236

Ⅲ　販売費及び一般管理費 4,258,574 17.7 4,542,463 15.8 283,889

　　営　　業　　利　　益 891,926 3.7 1,414,273 4.9 522,347

Ⅳ　営　業　外　収　益 129,661 0.5 127,664 0.4 　△   1,997

　１．受　取　利　息 1,444 944  

　２．仕　入　割　引 79,634 79,946  

　３．そ　　の　　他 48,582 46,772  

 

Ⅴ　営　業　外　費　用 295,335 1.2 298,980 1.0 3,645

　１．支　払　利　息 168,903 156,508  

　２．売　上　割　引 48,773 49,811  

　３．開 業 費 償 却 69,218 69,218  

　４．そ　　の　　他 8,440 23,440  

 

　　経　　常　　利　　益 726,252 3.0 1,242,957 4.3 516,705

 

Ⅵ　特　別　利　益 44,976 0.2 － － 　△  44,976

　１．固定資産売却益 35,289 －  

　２．そ　　の　　他 9,686 －  

 

Ⅶ　特　別　損　失 148,914 0.6 906   0.0 　△ 148,008

　１．販売用不動産評価損 106,965 －  

　２．固定資産廃売却損 41,949 906

　

 税金等調整前当期純利益 622,314 2.6 1,242,051 4.3 619,737

 法人税、住民税及び事業税 222,081 0.9 431,836 1.5 209,755

 法 人 税 等 調 整 額 11,897 0.0 118,135 0.4 106,238

 少　数　株　主　利　益 36,532 0.2 161,896 0.6 125,364

 当　期　純　利　益 351,801 1.5 530,182 1.8 178,381

　　（単位：千円未満切捨）

至　平成１７年３月３１日 至　平成１８年３月３１日

前連結会計年度 当連結会計年度
自　平成１７年４月　１日自　平成１６年４月　１日
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（３）連結剰余金計算書

                    期　　別
　　科　　　目

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 834,500 834,500

Ⅱ　資本剰余金期末残高 834,500 834,500

　

　

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 2,652,170 2,895,713

Ⅱ　利益剰余金増加高

　１．当期純利益 351,801 530,182

Ⅲ　利益剰余金減少高

　１．配当金 59,448 59,428

　２．土地再評価差額金取崩額 48,809 －

Ⅳ　利益剰余金期末残高 2,895,713 3,366,467

自 平成17年4月 1日

至 平成18年3月31日

（単位：千円未満切捨）

金　　額 金　　額

当連結会計年度前連結会計年度
自 平成16年4月 1日

至 平成17年3月31日
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

　
　　　　　　　　　　　　　期　　　別 増　　　減
　　科　　　目

増減額

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 622,314 1,242,051 619,737
　　　減価償却費 445,849 401,001  △    44,848
　　　長期前払費用償却費 27,892 27,761  △       131
　　　退職給付引当金の増減額 △    16,621 △    16,071 550
　　　賞与引当金の増減額 △     3,000 38,133 41,133
　　　貸倒引当金の増減額  △    47,089 5,193 52,282
　　　受取利息及び受取配当金 △     9,488 △     9,484 4
　　　支払利息 168,903 156,508  △    12,395
　　　開業費償却 69,218 69,218 0
　　　有形固定資産廃売却損 6,660 906  △     5,754
　　　売上債権の増減額 97,562 409,524 311,962
　　　たな卸資産の増減額 50,515 　△ 2,374,209  △ 2,424,724
　　　その他の資産の増減額 11,316 　△   151,436  △   162,752
　　　仕入債務の増減額 　△    51,770 3,015,417 3,067,187
　　　未払消費税の増減額 194,654 10,866  △   183,788
　　　その他の負債の増減額 10,695 270,839 260,144

　　　　　　　　小　　　計 1,577,613 3,096,221 1,518,608

　　　利息及び配当金の受取額 9,491 9,484  △         7
　　　利息の支払額 　△   138,938 　△   153,275 　△    14,337
　　　法人税等の支払額 　△   413,102 　△   171,509 241,593

　営業活動によるキャッシュ・フロー 1,035,063 2,780,921 1,745,858

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー
　　　有形固定資産の取得による支出 　△    31,794 　△    61,975 　△    30,181
　　　有形固定資産の売却による収入 44,952 － 　△    44,952
　　　無形固定資産の取得による支出 　△    15,000 － 15,000
　　　投資有価証券の取得による支出 　△     7,580 　△     7,538 42
　　　投資有価証券の売却による収入 － 50,000 50,000
　　　出資金の差入による支出 　△        53 － 53
　　　出資金の返金による収入 － 45 45
　　　貸付金の回収による収入 4,062 2,362 　△     1,700
　　　保証金の差入による支出 　△     6,976 　△     3,668 3,308
　　　保証金の回収による収入 10,875 14,471 3,596

 
　投資活動によるキャッシュ・フロー 　△     1,513 　△     6,303 　△     4,790

（単位：千円未満切捨）

金　　額 金　　額

当連結会計年度前連結会計年度
自 平成16年4月 1日

至 平成17年3月31日

自 平成17年4月 1日

至 平成18年3月31日
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　　　　　　　　　　　　　期　　　別 増　　　減
　　科　　　目

増減額
Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー
　　　短期借入金の増減額（純額） 　△   670,000 　△ 1,910,000 　△ 1,240,000
　　　長期借入れによる収入 500,000 700,000 200,000
　　　長期借入金の返済による支出 　△   386,660 　△ 1,042,780 　△   656,120
　　　担保に供している預金の増加による支出 　△       114 0 114
　　　自己株式の売買による収支 　△     1,509 　△     2,251 　△       742
　　　配当金の支払額 　△    59,535 　△    59,428 107
　
　財務活動によるキャッシュ・フロー 　△   617,819 　△ 2,314,460 　△ 1,696,641
　
　
Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額 415,730 460,157 44,427
Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 1,299,496 1,715,227 415,731
Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 1,715,227 2,175,384 460,157
　
　
　
　

（単位：千円未満切捨）

至 平成17年3月31日 至 平成18年3月31日

 

金　　額 金　　額

前連結会計年度 当連結会計年度
自 平成16年4月 1日 自 平成17年4月 1日
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５．連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
１．連結の範囲に関する事項

　　　　連結子会社数　　　３社　　㈱グッドー　㈱アルミック　㈱ジョイフルエーケー

２．持分法の適用に関する事項

　　　　該当事項はありません。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

　　　　連結子会社の㈱グッドー及び㈱アルミックの決算日は２月末日であり、㈱ジョイフルエーケー

　　　　の決算日は２月２０日であります。連結財務諸表の作成に当たっては、同決算日現在の財務諸

　　　　表を使用しております。ただし、平成１８年２月２１日及び平成１８年３月１日から連結決算

　　　　日平成１８年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。

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

　　　　イ．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、売却原価は主に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

　　　　ロ．デリバティブ ：時価法

　　　　ハ．たな卸資産

　　　　　　商　　　　品 ：当社は移動平均法による原価法を、また連結子会社は主に売価

　還元法による原価法を採用しております。

　　　　　　その他のたな卸資産 ：個別法による原価法を採用しております。

　　　②重要な減価償却資産の減価償却の方法

　　　　イ．有形固定資産 ：定率法を採用しております。

　ただし平成１０年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備

　を除く。）については、定額法を採用しております。

　　　③重要な繰延資産の処理方法

　　　　イ．開業費 ：開業後、商法に規定する最長期間（５年）で毎期均等額を償却

　しております。

　　　④重要な引当金の計上基準

　　　　イ．貸倒引当金 ：債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒

　実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に

　回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

　　　　ロ．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

　に基づき計上しております。

　　　　ハ．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。
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　　　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。

　　　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。なお、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。

　　　　ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象 ：ヘッジ手段…金利スワップ、通貨オプション

：ヘッジ対象…借入金

　　　　　　　外貨建金銭債務及び外貨建予定取引

　　　　ハ．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

　行っております。

　また、為替変動リスクを回避する目的で通貨オプション取引を

　行っております。

　　　　ニ．ヘッジ有効性評価の方法 ：金利スワップについては、特例処理の要件を満たしているため

　、有効性の判定を省略しております。

　また、通貨オプションについては、取引の全てが将来の購入予

　定に基づくものであり、実行可能性が極めて高いため有効性の

　判定は省略しております。

　　　⑦その他連結財務諸表作成のための重要な事項

　　　　イ．消費税等の会計処理方法 ：税抜方式によっております。

　　　　ロ．支払利息の取得原価算入 ：長期大型不動産（開発総額２０億円以上、開発工期１年以上）

　の開発に係る特定化された借入金等の支払利息は取得原価に

　算入しております。

　当期における算入額は、12,056千円であります。

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。

６．連結調整勘定の償却に関する事項

　　　　該当事項はありません。

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。

８．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満期日までの期間が３ケ月以内の定期預金からなって

　　　　おります。
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会計処理方法の変更

  

　　自　平成１６年４月　１日 　　自　平成１７年４月　１日

　　至　平成１７年３月３１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））および「固

　　定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業

　　会計基準委員会　平成15年10月31日　企業会計基

　　準適用指針第６号）を当連結会計年度から適用し

　　ております。

　　これによる損益に与える影響はありません。

前連結会計年度 当連結会計年度
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【注記事項】

（　連結貸借対照表関係　）

　  2,321,818  千円 　  2,712,280 千円  

２．担保資産と対応債務 ２．担保資産と対応債務

　　（担保資産） 　　（担保資産）

　　定　期　預　金 2,222 千円 　　定　期　預　金 2,223 千円  

　　建　　　　　物 4,733,892 千円 　　建　　　　　物 4,481,653 千円  

　　土　　　　　地 2,001,395 千円 　　土　　　　　地 1,955,441 千円  

　　賃 貸 用 建 物 452,639 千円 　　賃 貸 用 建 物 432,770 千円  

　　賃 貸 用 土 地 1,291,842 千円 　　賃 貸 用 土 地 1,291,842 千円  

　　　　　計 8,481,992 千円 　　　　　計 8,163,930 千円  

　　（対応債務） 　　（対応債務）

　　買　　掛　　金 1,804 千円 　　買　　掛　　金 1,718 千円  

　　社　　　　　債 500,000 千円 　　社　　　　　債 500,000 千円  

　　短 期 借 入 金 1,910,000 千円 　　短 期 借 入 金 1,000,000 千円  

　　１年内返済予定の長期借入金 936,120 千円 　　１年内返済予定の長期借入金 935,400 千円  

　　長 期 借 入 金 5,935,540 千円 　　長 期 借 入 金 5,593,480 千円  

  　預 り 保 証 金 265,990 千円   　預 り 保 証 金 265,990 千円  

　　　　　計 9,549,454 千円 　　　　　計  8,296,588 千円  

３．保証債務 19,019 千円 ３．保証債務 17,696 千円  

４．土地の再評価に関する法律の一部を改正する ４．土地の再評価に関する法律の一部を改正する

　　法律（平成10年3月31日公布法律第34号）に 　　法律（平成10年3月31日公布法律第34号）に

　　基づき、事業用土地の再評価を行い、土地再 　　基づき、事業用土地の再評価を行い、土地再

　　評価差額金を資本の部に計上しております。 　　評価差額金を資本の部に計上しております。

　再評価の方法 　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 　　　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 　　　31日公布政令第119号）第2条第4号に定める

　　　｢地価税法第16条に規定する地価税の課税価格 　　　｢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 　　　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 　　　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出しております。 　　　価額｣に合理的な調整を行って算出しております。

　再評価を行った年月日　　　　　　平成14年3月31日 　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 　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   475,297  千円 　時価と再評価後の帳簿価額との差額   552,109  千円

　 　

５．当社の発行済株式総数は、普通株式5,060,000株 ５．当社の発行済株式総数は、普通株式15,180,000株

　　であります。 　　であります。

６．当社が保有する自己株式の数は、普通株式107,621 ６．当社が保有する自己株式の数は、普通株式327,643

　　株であります。 　　株であります。

前　連　結　会　計　年　度 当　連　結　会　計　年　度

平成１７年３月３１日現在 平成１８年３月３１日現在

１．有形固定資産の減価償却累計額

　上記の他、契約保証金として投資有価証券

　　42,021 千円を担保として差入れております。

１．有形固定資産の減価償却累計額

　上記の他、契約保証金として投資有価証券

　　40,815 千円を担保として差入れております。
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（　連結損益計算書関係　）

　　以下のとおりです。 　 　　以下のとおりです。 　

　　　 　 　　　 　

　　荷 造 発 送 費 190,500 千円 　　荷 造 発 送 費 183,797 千円  

　　従業員給料賞与 1,311,952 千円 　　従業員給料賞与 1,442,101 千円  

　　賞与引当金繰入額 54,000 千円 　　賞与引当金繰入額 92,133 千円  

　　退 職 給 付 費 用 22,889 千円 　　退 職 給 付 費 用 7,235 千円  

　　減 価 償 却 費 377,667 千円 　　減 価 償 却 費 344,469 千円  

　　貸倒引当金繰入額 6,051 千円 　　貸倒引当金繰入額 5,411 千円  

    

２．固定資産廃売却損の内容は以下のとおりです。 ２．固定資産廃売却損の内容は以下のとおりです。

　 　 　

　建　　   　　物（廃却） 2,880 千円 　賃 貸 用 建 物（廃却） 906 千円  

　構   　築  　物（廃却） 1,387 千円    

　賃 貸 用 建 物 （売却） 14,581 千円    

　賃貸用その他資産（売却） 23,099 千円

　 　  　

１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

　  記載されている科目の金額との関係は以下のとおり

　　です。 　　です。

　 （平成17年3月31日現在） 　 （平成18年3月31日現在） 　

　現金及び預金勘定 1,717,450 千円 　現金及び預金勘定 2,177,607 千円  

　担保に供している預金 △  2,222 千円 　担保に供している預金 △  2,223 千円  

　 　 　 　

　現金及び現金同等物 1,715,227 千円 　現金及び現金同等物 2,175,384 千円  

（　リース取引関係　）

     ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。

　

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

　自　平成17年4月 1日

　至　平成18年3月31日

　自　平成17年4月 1日

　至　平成17年3月31日 　至　平成18年3月31日

１．販売費及び一般管理費の主要な項目と金額は

前　連　結　会　計　年　度

（　連結キャッシュ・フロー計算書関係　）

当　連　結　会　計　年　度

１．販売費及び一般管理費の主要な項目と金額は

当　連　結　会　計　年　度

１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

　  記載されている科目の金額との関係は以下のとおり

　自　平成16年4月 1日
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（　有価証券関係　）

　（前連結会計年度）　（平成１７年３月３１日現在）

　１．その他有価証券で時価のあるもの          （単位：千円）

取　得　原　価 連結貸借対照表計上額 差　　　　　額

　(1) 株式 193,662 296,251 102,588

  (2) 債券

　　　国債・地方債等 － － 　　－

　　　社債 － － 　　－

　　　その他 － － 　　－

  (3) その他 － － 　　－

　　　合　　　計 193,662 296,251 102,588

　２．時価評価されていない主な｢有価証券｣　（上記１．を除く）          （単位：千円）

－

　　　　非上場株式

　（当連結会計年度）　（平成１８年３月３１日現在）

　１．その他有価証券で時価のあるもの     　    （単位：千円）

取　得　原　価 連結貸借対照表計上額 差　　　　　額

　(1) 株式 201,257 388,677 187,420

  (2) 債券

　　　国債・地方債等 － － 　　－

　　　社債 － － 　　－

　　　その他 － － 　　－

  (3) その他 － － 　　－

　　　合　　　計 201,257 388,677 187,420

　２．時価評価されていない主な｢有価証券｣　（上記１．を除く）          （単位：千円）

　　　　非上場株式

103,800

   (2) その他の有価証券

当連結会計年度（平成１８年３月３１日現在）

当連結会計年度（平成１８年３月３１日現在）

連結貸借対照表計上額

   (1) 満期保有目的の債券 －

   (2) その他の有価証券

前連結会計年度（平成１７年３月３１日現在）

前連結会計年度（平成１７年３月３１日現在）

連結貸借対照表計上額

   (1) 満期保有目的の債券

53,800
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（　デリバティブ取引関係　）

　　　ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。

　　　　

１．採用している退職給付制度の概要

　

　　　　　　　　同　　左

　

　

　

　 　 　 　 　 　

２．退職給付債務及びその内訳（平成18年3月31日現在）

　 　 　 　

　　退職給付債務 377,559  千円 　　退職給付債務 402,245  千円  

　　（１）年金資産　 127,758  千円 　　（１）年金資産　 168,515  千円  

　　（２）退職給付引当金           249,801  千円 　　（２）退職給付引当金          233,729  千円  

　　注）当社グループは退職給付債務の算定にあたり、 　　注）当社グループは退職給付債務の算定にあたり、

　　　　簡便法を採用しております。 　　　　簡便法を採用しております。

３．退職給付費用及びその内訳

　

　 　 　 　

22,889  千円 7,235  千円  

　　注）当社グループは退職給付費用の算定にあたり、 　　注）当社グループは退職給付費用の算定にあたり、

　　　　簡便法を採用しております。 　　　　簡便法を採用しております。

　至　平成17年3月31日

１．採用している退職給付制度の概要

　　場合があります。

         （自平成17年4月1日　至平成18年3月31日）

　至　平成18年3月31日

　自　平成17年4月 1日

（　退職給付関係　）

当　連　結　会　計　年　度前　連　結　会　計　年　度

　自　平成16年4月 1日

 

２．退職給付債務及びその内訳（平成17年3月31日現在）

　　当社グループでは、確定給付型の制度として適格

　　退職年金制度（退職給与支給の５０％相当額）及び

　　退職一時金制度を設けております。

　　また、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う

３．退職給付費用及びその内訳

（自平成16年4月1日　至平成17年3月31日）

　　退職給付費用 　　退職給付費用
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(　税効果会計関係 )

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別 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 　　の内訳

　繰延税金資産 　 　繰延税金資産 　

　　販売用不動産評価損否認  230,078 千円 　　販売用不動産評価損否認  237,737 千円

　　未払事業税否認  3,558 千円 　　未払事業税否認  25,656 千円

　　欠損金 226,577 千円 　　欠損金 49,301 千円

　　賞与引当金否認 21,816 千円 　　賞与引当金否認  37,222 千円

　　貸倒引当金損金算入限度超過額  8,997 千円 　　貸倒引当金損金算入限度超過額  5,885 千円

　　退職給付引当金否認  99,253 千円 　　退職給付引当金否認  94,685 千円

　　その他 66,314 千円 　　その他 76,241 千円

　繰延税金資産小計   656,596 千円 　繰延税金資産小計   526,729 千円

　　　評価性引当額  282,968 千円 　　　評価性引当額  271,237 千円

　繰延税金資産合計 　 373,628 千円 　繰延税金資産合計 　 255,492 千円

　繰延税金負債  　繰延税金負債  

　　その他有価証券評価差額金 41,367 千円 　　その他有価証券評価差額金 75,575 千円

　繰延税金負債合計 41,367 千円 　繰延税金負債合計 75,575 千円

　 332,260 千円 　 179,916 千円

　 　 　 　

　　因となった主要な項目別の内訳 　　因となった主要な項目別の内訳

　 　

　法定実効税率 　 40.4 % 　法定実効税率 　 40.4 %

　（調整） 　 　（調整） 　

 交際費等永久に損金に算入されない項目 0.8 %  交際費等永久に損金に算入されない項目 0.4 %

 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △ 0.2 %  住民税均等割等 　 1.2 %

　 2.3 %  同族会社の留保金額に対する税額 2.3 %

1.3 %  評価性引当額の減少額 △  0.1 %

 評価性引当額の減少額 △ 6.7 %  その他 　 0.1 %

 その他 △ 0.3 % 44.3 %

37.6 %

　  

　  

　繰延税金資産の純額

　

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

平成１７年３月３１日現在 平成１８年３月３１日現在

当　連　結　会　計　年　度前　連　結　会　計　年　度

 同族会社の留保金額に対する税額

　

　　率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

 住民税均等割等

　

　税効果会計適用後の法人税等の負担率

税効果会計適用後の法人税等の負担率

繰延税金資産の純額

　

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
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（　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）
消　　　去

又 は 全 社

Ⅰ　売上高及び営業損益

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 11,533,742 11,928,190 282,948 350,101 24,094,981 　　　－ 24,094,981

(2)セグメントの内部売上高

　　又は振替高 547,667 4,047 36,144 　－ 587,858 ( 587,858 ) 　　　　－

　　　　　　計 12,081,409 11,932,237 319,092 350,101 24,682,839 ( 587,858 ) 24,094,981

　営業費用 11,474,712 11,731,174 189,319 291,757 23,686,962 ( 483,908 ) 23,203,054

　営業利益 606,696 201,063 129,773 58,344 995,876 ( 103,950 ) 891,926

Ⅱ　資産・減価償却費及び

　　資本的支出

　資産 4,156,011 8,577,521 3,297,969 261,136 16,292,637 2,840,893 19,133,530

　減価償却費 14,943 368,925 47,236 1,355 432,459 13,390 445,849

　資本的支出 5,035 18,054 4,344 3,361 30,794 16,000 46,794

　　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）
消　　　去

又 は 全 社

Ⅰ　売上高及び営業損益

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 11,946,002 12,832,157 3,584,313 382,642 28,745,114 　　　－ 28,745,114

(2)セグメントの内部売上高

　　又は振替高 629,540 9,115 36,112 　－ 674,767 ( 674,767 ) 　　　　－

　　　　　　計 12,575,542 12,841,272 3,620,425 382,642 29,419,881 ( 674,767 ) 28,745,114

　営業費用 11,952,908 12,414,266 3,065,378 402,173 27,834,725 ( 503,884 ) 27,330,841

　営業利益（△営業損失） 622,634 427,006 555,047△ 19,531 1,585,156 ( 170,883 ) 1,414,273

Ⅱ　資産・減価償却費及び

　　資本的支出

　資産 3,647,632 8,127,726 5,585,295 267,016 17,627,669 3,559,618 21,187,288

　減価償却費 13,520 331,899 39,412 3,228 388,059 14,225 402,286

　資本的支出 2,551 25,579 7,459 3,630 39,219 24,056 63,275

注） ① 　事業区分の方法
　 　　　　商品及び市場の類似性を考慮して事業区分を行っております。
  　②　各区分に属する主要な商品
事　業　区　分

住宅金物、住宅資材、住宅機器、エクステリア
機械工具、仮設資材、ビル用サッシ　等
ＤＩＹ用品、家庭用品、ペット用品、園芸用品

小売事業 農業用資材、インテリア、建築資材　等
電動工具、建築金物、大工道具、仮設資材　等

不動産事業 マンション分譲、不動産賃貸及び販売
その他 枠組足場レンタル　等

　　③　｢消去又は全社｣に含めた金額及び主な内容は以下のとおりであります。  （単位：千円）
  前連結　 当連結

会計年度 会計年度

消去又は全社の項目に含めた 提出会社の総務・経理部門等の管理部門に係る

配賦不能営業費用の金額 費用であります。

消去又は全社の項目に含めた 提出会社における余資運用資金（現金及び有価

全社資産の金額 3,921,315 4,784,026 証券）、長期投資資金（投資有価証券）及び
管理部門に係る資産等であります。

171,505126,717

主　　な　　内　　容

卸売事業

   　　　　  ホームセンター

主　　　要　　　商　　　品

　　　　　　　建築資材専門店

小売事業 その他卸売事業 不動産事業

（単位：千円）

（単位：千円）

卸売事業 小売事業 不動産事業 その他 計 連　　結

計 連　　結
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　２．所在地別セグメント情報

　　　　（前連結会計年度）

　　　　　　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため
　　　　　　該当事項はありません。

　　　　（当連結会計年度）

　　　　　　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため
　　　　　　該当事項はありません。

　３．海外売上高

　　　　（前連結会計年度）

　　　　　　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）

　　　　　　海外売上高がないため該当事項はありません。

（　関連当事者との取引　）

　　　　該当事項はありません。
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  （　１株当たり情報　）

　　　　　　　　　　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    927.35 円 　１株当たり純資産額    332.52 円
　１株当たり当期純利益     71.03 円 　１株当たり当期純利益     35.69 円

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に 　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ないた ついては、希薄化効果を有している潜在株式がないた
め記載しておりません。 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。

　   　自　平成16年4月 1日 　   　自　平成17年4月 1日
   　　至　平成17年3月31日 　   　至　平成18年3月31日

当期純利益（千円）
普通株式に帰属しない金額（千円） 　　　 　　－ 　　   　－
普通株式に係る当期純利益（千円）
期中平均株式数（株）

１株当たり指標遡及修正値
　　個別財務諸表の概要に記載されている１株当たり指標を18年3月期の数値を100として、これまでに実施
  　した株式分割等に伴う希薄化を修正・調整した数値に表示しますと以下のとおりとなります。

　１株当たり純資産額
　１株当たり当期純利益
　　（注）平成18年3月期に株式分割を実施
　　         　　　効力発生日　平成17年5月20日に１：３の株式分割

期　　末
　円　　　　　銭

      332        52
       35        69

期　　末
　円　　　　　銭

      309        07
       23        68

１７年３月期 １８年３月期

前連結会計年度 当連結会計年度

当連結会計年度

　　　　　　　　　　自　平成16年4月 1日

　　　　　　　　　　至　平成17年3月31日

前連結会計年度

                   530,182
                14,855,063

       　　　　　   351,801

       　　　　　   351,801
    　　　　　    4,953,093

             　    530,182
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６．生産、受注及び販売の状況

　　　部門別販売実績は以下の通りであります。

事業の種類別 増　減

セグメントの名称

 構成比 構成比 増減額

　卸　売　事　業    47.9    41.6 412,260

　小　売　事　業    49.5    44.6 903,967

　不 動 産 事 業     1.2    12.5 3,301,365

　そ　　の　　他     1.4     1.3 32,541

　合　　　　　計   100.0   100.0 4,650,133

金　額 金　額

 

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

　　　　（単位：千円）

   24,094,981

      282,948

      350,101

   11,533,742

   11,928,190

   28,745,114

   11,946,002

   12,832,157

    3,584,313

      382,642
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