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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 （百万円未満切り捨て）

 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 41,762 (    4.0 ) 732 (  　4.2 ) 970 ( 　31.4 )

17年３月期 40,148 (　　3.3 ) 702 ( 　36.7 ) 738 ( 　37.2 )

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 486 ( 　47.1 ) 86 42 ― 7.4 3.8 2.3

17年３月期 330 (　 31.0 ) 57 61 ― 5.3 2.8 1.8

（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 18年３月期 5,373,803 株 17年３月期 5,374,000 株
 ③会計処理の方法の変更 有
 ④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2)配当状況  

 
１株当たり年間配当金 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 0 00 15 00 80 17.4 1.2

17年３月期 15 00 0 00 15 00 80 26.0 1.3

(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 25,124 6,837 27.2 1,268 47

17年３月期 26,211 6,399 24.4 1,187 00

（注）①期末発行済株式数 18年３月期 5,373,236 株 17年３月期 5,374,000 株
 ②期末自己株式数 18年３月期 764 株 17年３月期 ― 株

(4)キャッシュ・フローの状況  

 
営業活動による

キャッシュ・フロー
投資活動による

キャッシュ・フロー
財務活動による

キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物

期末残高

 百万円 百万円 百万円 百万円

18年３月期 2,055 △459 △1,164 1,227

17年３月期 △562 △395 947 789

２．平成19年３月期の業績予想（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
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

中間期 19,179 68 12 0 00 　― 　―

通　期 43,000 784 400 　― 15 00 15 00

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 74円 44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６ページを参照して下さい。



１．企業集団の状況

該当事項はありません。

２．経営方針

（１） 会社の経営の基本方針

　当社は、住宅その他に使用される建築金物及び建築資材を取扱う総合建築資材卸業者としてルート・ＤＩＹ・

特販の３つの分野において事業を展開しております。

　社会は益々成熟化していく中、当社はバリアフリー市場及びリフォーム市場の急速な拡大等に対応するべく、

社内ＩＴ化を一層推進し、メーカーとユーザーとを結び付ける統合システム機能をさらに高め、その社会的機能・

価値の向上を目指す所存であります。

　当社は５万アイテムを超える商品ラインアップを誇りながら、なお更に、商品ニーズを的確に把握・分析し、

自社ブランド「ＡＣＥ」商品を含めた多くの商品を企画・開発し、市場開拓を行い、優れた物流機能をもってタ

イムリーに市場へ商品と情報を供給していくというトータルサプライヤーとして、より一層の事業の拡大を図っ

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、業界の変化及び新規ビジネスチャンスに対応できるよう、財務基盤と企業体質の強化を図るとともに、

株主の皆様への安定した配当を継続、実施して行くことを基本方針としております。

（３） 投資単位の引き下げに関する考え方及び方針等

　当社は、当社株式の流動性の向上及び株主数増加を資本政策上の重要課題と認識しております。投資家の皆様

により投資しやすい環境を整えるため、一単元の株式数の見直し等を視野に入れながら、株式投資単位の引き下

げにつきましては慎重に検討し、対処していくことを基本方針としております。　

（４） 中長期的な会社の経営戦略

　住宅建築関連市場は、公共投資は総じて低調に推移していますものの、企業収益と雇用・所得環境の緩やかな

改善により中長期的には厳しいながらも、比較的堅調に推移するものと見込まれます。

　このような状況の中、当社は、安定収益を確保できる企業体質の構築を図るために、中長期的には以下の点に

重点をおいた経営を行ってまいります。

① 販売拠点の更なる整備・拡充強化と千葉・埼玉・大阪各流通センターの活用による更なる物流体制強化。

② 新システム本格稼動による営業活動全般にわたるＩＴ化推進による業務効率向上。

③ 今後も成長が見込まれるリフォーム市場向けを主体とした「ＡＣＥ」商品を含めた商品開発と販路開拓の強化。

（５） 会社の対処すべき課題

　当社では、中長期的な経営戦略として、販売拠点の更なる整備・拡充強化、千葉・埼玉・大阪各流通センター

の活用による更なる物流体制強化、営業活動全般にわたるＩＴ化の推進による業務効率向上に努め、バリアフ

リー・リフォーム市場向け商品の拡充及び販路の開拓により、収益の一層の向上を目指す所存でありますが、以

下に示す課題認識と対応が必要であると考えております。

① 高付加価値商品の開発・販売

売上高の約20％を占める付加価値の高い自社ブランド「ＡＣＥ」商品の開発・販売に一層力を入れ、その比

率の増大に努めたいと考えております。

② 商品仕入ルートの開拓・充実

仕入先メーカーの一層の発掘強化に努めるとともに、「ＡＣＥ」商品の製造委託先・仕入先については、中

国等海外諸国も含めて、その開拓・充実を図りたいと考えております。

③ 品質管理体制の強化・充実

お客様に、より一層信頼される商品をお届けするため、商品に対する当社の品質管理体制の一層の強化・充実

を図って行きたいと考えております。
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（６） 目標とする経営指標

　当社は、企業の利益は「営業活動による付加価値の創造」と「効率的な資本の活用」による成果であると認識

し、経常利益率３％及び株主資本利益率10％以上を中長期的な目標としております。

（７） 親会社等に関する事項

１．親会社等の名称等

名　称  属　性 親会社等の議決権所有割合
親会社等が発行する株券が上
場されている証券取引所 

有限会社 杉田商事
上場会社が他の会社の関連会社であ
る場合における当該他の会社 

13.03％ なし

２．親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係

有限会社杉田商事は、当社議決権の13.03％を保有しており、上場会社が他の会社の関連会社である場合におけ

る当該他の会社に該当します。同社は不動産の賃貸を行っており、役員の兼任はありますが、当社との事業活動

において関連性はなく、また、資金関係及び取引関係もなく、当社は独立性を確保しております。

３．親会社等との取引に関する事項

該当事項はありません。

（８） 内部管理体制の整備・運用状況

１．内部管理体制の整備の状況

当社の組織は、営業統括本部と管理本部に分かれており、各本部はそれぞれが社内規程に基づき管理を行って

いるとともに、部門間の相互牽制を行っております。

また、各本部に属さない業務監査室を設置しており、各部門・各支店及び営業所に対して内部監査を実施し、

業務上の過誤による不測の事態の発生を防止し、業務活動の正常な運営と経営効率の向上を目的として活動して

おります。なお、社内規程につきましては、「職務権限規程」「業務分掌規程」「経理規程」等、社内業務を網

羅するよう整備・運用しており、必要に応じて改訂を継続的に実施しております。

２．内部管理体制の充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況

業務監査室においては、各部門・各支店及び営業所に対して、資産管理・与信管理・服務規律・文章管理等の

各項目について内部監査を実施しました。

品質マネジメントシステム（ISO9001：2000）では、一年ごとに品質目標をレビューすることにしており、各部

門ごとに品質目標を策定・実施しております。

また、個人情報保護法の対応については、平成17年の同法施行に伴い、全社的にプライバシー・ポリシーを策

定し、個人情報の管理に関する規程を整備し、運用・実施しております。

（９） その他、会社の経営上重要な事項

該当事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態

（１） 経営成績

当期におけるわが国の経済は、個人消費は緩やかに増加し、企業収益の改善や需要の増加等により設備投資も

増加、雇用状況は厳しさが残るものの改善に広がりが見られ、緩やかな回復基調で推移いたしました。

住宅・建設関連業界におきましては、住宅建設は、持家の着工は概ね横這いとなっていますが、貸家・分譲住

宅の着工が増加していることにより、増加傾向にありますものの、公共投資は総じて低調に推移するなど依然厳

しい状態にあります。

このような状況の中で、当社は、福岡支店新築移転による営業拠点の充実、千葉・埼玉・大阪各流通センター

の活用による物流体制強化と業務効率向上に努め、併せて、商品開発と販路開拓に力を尽してまいりました。

この結果、当期の売上高は、417億62百万円(前期比4.0％増)と増収になりました。

経常利益は９億70百万円（前期比31.4％増）となりました。この主な要因は、売上総利益が売上高の伸びに支

えられ２億24百万円増加したことや、自社ブランド「ＡＣＥ」商品の開発強化、エスタ展示会をはじめ積極的な

広告宣伝活動、ＩＴ関連の減価償却費の増加等で販売費及び一般管理費が１億95百万円増加したものの、デリバ

ティブ評価益、為替差益、仕入割引等営業外収益が１億90百万円増加したこと等によるものであります。　

当期純利益につきましては、退職金制度改訂に伴う特別利益13百万円、本店ビル建替えに伴う建物取壊費用や

固定資産除却損等99百万円の特別損失を計上しましたが、前期比１億55百万円増加の４億86百万円(前期比47.1％

増)となりました。

　事業別及びセグメント別の売上高は次のとおりであります。

事業区分 セグメント区分 売上高 構成比

ルート事業

住宅用資材 18,182百万円 43.6％

ビル用資材 17,132百万円 41.0％

その他 1,810百万円 4.3％

計 37,124百万円 88.9％

ＤＩＹ事業 ＤＩＹ商品 2,553百万円 6.1％

特販事業 ＯＥＭ関連商品 2,084百万円 5.0％

合計 41,762百万円 100.0％

① ルート事業（住宅用資材・ビル用資材・その他）

　バリアフリー市場及びリフォーム市場向けの商品開発と販路の拡大に努めてまいりました。

　住宅用資材につきましては、マンション住宅商品が前期とほぼ同額で、建具商品が前期比6.3％増、インテリ

ア商品が同6.5％増、建設副資材が同0.8％減となり、当期の売上高は前期比2.7％増の181億82百万円となりま

した。建具商品は、錠前関連商品が前期比30％増と大幅に伸張したことが増加の主な要因となりました。マン

ション住宅商品の中で最も構成比の高い郵便受け関連商品は、上半期において低調に推移しましたが、下半期

は伸長し、通期では前期並みの実績まで回復いたしました。インテリア商品は、マンション向けのカーテンレー

ル関連商品が伸長しました。

　ビル用資材につきましては、ビル用商品が前期比9.7％増、福祉商品が同3.6％減、景観商品が同6.0％増とな

り、当期の売上高は前期比6.9％増の171億32百万円となりました。ビル用商品の増加は、屋上・ベランダ廻り

や外装等の大型商品が好調に推移したことが主な要因となりました。福祉商品の減少は、大型物件の減少が大

きく影響しました。景観商品は、サイン関連商品及びエクステリア関連商品が伸長しました。

　この結果、当期のルート事業全体の売上高は371億24百万円（前期比4.3％増）となりました。
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② ＤＩＹ事業（ＤＩＹ商品）

　ホームセンター及びディスカウント・ストア等の新規開店、改装等での定番商品の導入強化と新商品の拡販

強化に努めてまいりました。

　換気関連商品・物干関連商品等は、新規定番導入とリピート受注が好調に推移しました。中越地震以降に定

番化した防災用品・耐震関連商品は、当期においても堅調に推移しましたが、接着剤関連商品は需要の低下が

影響し減少傾向となりました。

　この結果、当期の売上高は25億53百万円（前期比0.4％増）となりました。

③ 特販事業（ＯＥＭ関連商品）

　サッシメーカー、住宅機器メーカー等への定番ＯＥＭ商品の販売強化と新規ＯＥＭ商品の提案活動等に努め

てまいりました。

　主力の定番ＯＥＭ商品（錠前及びクローザ等のドア附属部品、排煙関連商品等）が年間を通して順調に推移

し、新規ＯＥＭ商品（マンション用建具、システム家具等）の物件採用等により、好調に推移しました。

　この結果、当期の売上高は20億84百万円（前期比4.0％増）となりました。
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（２） 財政状態

当期末の総資産は、前期末に比べ10億87百万円減少して、251億24百万円となりました。これは、当期より受取

手形の債権流動化取引を実施したことにより受取手形が26億80百万円減少したことと、手形売却による未収入金

６億39百万円、投資有価証券３億24百万円、本店ビル建替えに伴う建築中間金支払等による建設仮勘定２億63百

万円、売掛金２億46百万円、新福岡支店完成による建物１億６百万円、それぞれ増加したことによるものであり

ます。

株主資本は、当期純利益が４億86百万円と順調に推移したため、前期末に比べ４億37百万円増加の68億37百万

円となりました。１株当たり株主資本は、前期比81円47銭増加し、1,268円47銭となりました

当期末における現金及び現金同等物(以下[資金]という。)は、前期比４億38百万円増加し、12億27百万円とな

りました。当期中における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果増加した資金は、20億55百万円（前期は、５億62百万円の資金減少）となりました。

これは主に、債権流動化に伴う売上債権の減少額23億94百万円、税引前当期純利益８億84百万円、減価償却費

２億78百万円、退職金制度改訂によるその他固定負債の増加額１億99百万円等資金の増加に対し、未収入金の増

加額６億34百万円、仕入債務の減少額４億53百万円、退職給付引当金の減少額２億86百万円、法人税等の支払額

２億52百万円、たな卸資産の増加額１億24百万円等資金の減少があったこと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）

投資活動の結果使用した資金は、４億59百万円(前期比16.2%増)となりました。

これは主に、本店ビル建替えに伴う建築中間金の支払及び福岡支店事務所・倉庫建築の最終支払等、有形固定

資産の取得４億43百万円、投資有価証券の取得２億92百万円等の支出に対し、定期預金の払戻による収入２億80

百万円があったこと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）

財務活動の結果使用した資金は、11億64百万円（前期は９億47百万円の資金の増加）となりました。

これは主に、短期借入金の減少額10億円、社債の償還による支出１億円、配当金の支払額80百万円によるもの

であります。

なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは次のとおりであります。

第５８期
平成16年３月期

第５９期
平成17年３月期

第６０期
平成18年３月期

株主資本比率（％） 23.8 24.4 27.2

時価ベースの株主資本比率（％） 9.3 12.7 17.9

債務償還年数（年） 9.0 ― 0.9

インタレスト・カバレッジ・レシオ 8.2 ― 85.5

・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

※各指標は、いずれも財務数値により計算しております。

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数により算出しております。

※営業キャッシュ・フローは、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

ます。有利子負債は、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、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。
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（３） 事業等のリスク

① 業績等の変動要因について 

（ルート事業） 

金物店及び販売工事店等に住宅用資材・ビル用資材を販売しておりますが、住宅着工戸数（特にマンション等

の集合住宅）の大幅な減少により、当事業の業績に影響が及ぶ可能性があります。

（ＤＩＹ事業）

ホームセンター及びディスカウントストア等にＤＩＹ商品を販売しておりますが、個人消費の動向や冷夏等の

季節的要因により、当事業の業績に影響が及ぶ可能性があります。

（特販事業）

特定需要家向けに相手先ＯＥＭ商品を継続的に販売しておりますが、相手先の生産動向（生産調整・生産拠点

の海外移転等）によっては、当事業の業績に影響が及ぶ可能性があります。

② 重要な訴訟について

(財)大阪府住宅管理センター（現在の訴訟承継人：大阪府住宅供給公社）より、平成12年９月に発生した手す

り落下事故に関し、原因は当社納入のブラケットに欠陥があったとして、約3.4億円の損害賠償を求める訴が大阪

地方裁判所に提起されました（同地裁平成14年（ワ）第11801号）が、依然、主として製品の技術面に関する争点

の整理のための弁論準備手続が進行中で、去る平成18年１月30日に、「鑑定人」が上谷宏二氏（京都大学大学院

工学研究科教授）に決定した段階であり、現時点では、具体的決着内容を予測することは困難であります。

（４） 次期の見通し

今後のわが国経済は、企業部門の好調さが家計部門へ波及しており、原油価格の動向が経済に与える影響など

留意事項はあるものの、国内民間需要に支えられた景気回復が続くと見込まれます。

住宅建設関連業界におきましても、公共投資は総じて低調に推移しているものの、雇用情勢が改善しているこ

とに加え、家計の所得環境などの回復が続いて行けば、住宅着工は底堅く推移して行くことが期待されます。

当社といたしましては、このような緩やかな景気回復傾向の状況のもと、千葉・埼玉・大阪各流通センターの

活用による一層の物流体制強化、業務効率の向上、商品開発と販路開拓の一層の強化に努め、さらなる収益の向

上を目指す所存であります。

当社の次期の業績予想につきましては、売上高430億円、経常利益７億84百万円、当期純利益４億円を見込んで

おります。

　なお、デリバティブ評価損益については、為替相場の予測が困難であるために、業績予想には織り込んでおり

ません。

（次期の見通しに関する注意事項）

前述の業績の見通しは、発表日現在入手可能な情報に基づく当社の経営判断によるものであります。実際の業

績は、今後様々な要因によって予想数値と大きく異なる結果となる可能性があります。
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４．個別財務諸表等
(1) 貸借対照表

  
前　期

（平成17年３月31日）
当　期

（平成18年３月31日）
対前期比

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 1,299,359  1,457,471  158,112

２．受取手形  8,938,164  6,257,622  △2,680,541

３．売掛金 8,340,619  8,586,927  246,307

４．商品 1,335,263  1,460,091  124,848

５．未収入金 ―  695,318  695,318

６．前払費用 24,483  25,140  656

７．繰延税金資産 124,020 125,704 1,683

８．その他 63,821 17,847 △45,973

９．貸倒引当金 △85,000 △64,000 21,000

流動資産合計 20,040,731 76.5 18,562,124 73.9 △1,478,607

Ⅱ　固定資産  

１．有形固定資産  

（1）建物 ＊１ 2,911,245 2,911,519  

減価償却累計額 1,712,739 1,198,505 1,700,224 1,211,294 12,789

（2）構築物 654,766 658,856  

減価償却累計額 374,333 280,432 394,470 264,386 △16,046

（3）機械及び装置 179,088 178,510  

減価償却累計額 127,509 51,579 134,713 43,797 △7,782

（4）車両運搬具 27,545 29,655  

減価償却累計額 25,571 1,973 26,892 2,762 788

（5）工具器具備品 622,951 625,136  

減価償却累計額 484,795 138,156 499,863 125,272 △12,883

（6）土地 ＊１ 1,961,404 1,942,183 △19,220

（7）建設仮勘定 77,876 341,290 263,414

有形固定資産合計 3,709,928 14.1 3,930,988 15.6 221,059

２．無形固定資産  

（1）借地権 3,473 3,473 ―

（2）電話加入権 9,116 9,116 ―

（3）ソフトウェア 330,341 279,859 △50,482

（4）ソフトウェア仮勘定 4,777 973 △3,804

（5）その他 261 238 △22

無形固定資産合計 347,969 1.3 293,660 1.2 △54,309
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前　期

（平成17年３月31日）
当　期

（平成18年３月31日）
対前期比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

３．投資その他の資産  

（1）投資有価証券 575,018 900,014 324,995

（2）出資金 91,852 91,692 △160

（3）長期貸付金 62,500 47,500 △15,000

（4）従業員長期貸付金 40,955 34,274 △6,681

（5）破産更生債権その他こ
れらに準ずる債権

430,724 396,515 △34,208

（6）長期前払費用 228,142 218,387 △9,755

（7）繰延税金資産 470,149 370,130 △100,019

（8）その他 561,985 587,684 25,698

（9）貸倒引当金 △348,250 △308,302 39,948

投資その他の資産合計 2,113,077 8.1 2,337,895 9.3 224,817

固定資産合計 6,170,976 23.5 6,562,544 26.1 391,568

資産合計 26,211,708 100.0 25,124,669 100.0 △1,087,038
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前　期

（平成17年３月31日）
当　期

（平成18年３月31日）
対前期比

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  9,628,001  8,935,971  △692,029

２．買掛金 5,434,522  5,688,357  253,835

３．短期借入金 ＊１ 1,000,000  ―  △1,000,000

４．１年以内返済予定長期
借入金

＊１ 847,976  1,163,776  315,800

５．１年以内償還予定社債  100,000  ―  △100,000

６．未払金 26,448  38,293  11,845

７．未払法人税等 142,199 244,071 101,871

８．未払消費税等 16,176 44,977 28,800

９．未払費用 436,410 453,418 17,008

10．預り金 42,150 46,325 4,174

11．その他 95,571 ― △95,571

流動負債合計 17,769,456 67.8 16,615,191 66.1 △1,154,265

Ⅱ　固定負債  

１．長期借入金 ＊１ 1,105,962  806,486  △299,476

２．退職給付引当金 610,369  324,117  △286,251

３．役員退職慰労引当金 317,500  333,250  15,750

４．その他 8,500  207,832  199,332

固定負債合計 2,042,331 7.8 1,671,686 6.7 △370,644

負債合計 19,811,788 75.6 18,286,878 72.8 △1,524,910
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前　期

（平成17年３月31日）
当　期

（平成18年３月31日）
対前期比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 ＊２ 697,240 2.7 697,240 2.8 ―

Ⅱ　資本剰余金  

１．資本準備金 409,450 409,450 ―

資本剰余金合計 409,450 1.5 409,450 1.6 ―

Ⅲ　利益剰余金  

１．利益準備金 168,810 168,810 ―

２．任意積立金  

（1）別途積立金 4,490,000 4,640,000 150,000

（2）買換資産圧縮積立金 40,192 38,383 △1,808

３．当期未処分利益 550,688 787,278 236,590

利益剰余金合計 5,249,690 20.0 5,634,472 22.4 384,781

Ⅳ　その他有価証券評価差額金 43,538 0.2 97,255 0.4 53,717

Ⅴ　自己株式 ＊３ ―  △627 △0.0 △627

資本合計 6,399,919 24.4 6,837,791 27.2 437,871

負債・資本合計 26,211,708 100.0 25,124,669 100.0 △1,087,038
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(2) 損益計算書

  
前　期

(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当　期
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

対前期比

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 40,148,517 100.0 41,762,744 100.0 1,614,227

Ⅱ　売上原価  

１．期首商品棚卸高 1,318,843 1,335,263  

２．当期商品仕入高 34,242,089 35,739,795  

合計 35,560,932 37,075,058  

３．期末商品棚卸高 1,335,263 34,225,669 85.2 1,460,091 35,614,966 85.3 1,389,297

売上総利益 5,922,847 14.8 6,147,778 14.7 224,930

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ＊１  

１．販売促進費 71,149 79,491  

２．荷造運搬費 480,516 492,890  

３．広告宣伝費 191,657 240,859  

４．貸倒引当金繰入額 ― 12,868  

５．役員報酬 150,644 144,752  

６．給料及び手当 2,269,096 2,327,927  

７．退職給付費用 79,510 70,850  

８．役員退職慰労引当金繰入
額

14,950 15,750  

９．福利厚生費 412,106 426,610  

10．交際費 103,043 90,921  

11．旅費交通費 142,953 150,264  

12．事業税 15,900 17,459  

13．租税公課 73,941 72,553  

14．減価償却費 249,149 278,783  

15．賃借料 286,732 286,838  

16．通信費 123,868 126,462  

17．業務委託費 238,345 246,944  

18．消耗品費 126,076 129,839  

19．雑費 190,216 5,219,859 13.0 203,077 5,415,146 13.0 195,286

営業利益 702,988 1.8 732,631 1.7 29,643

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息 6,001 6,820  

２．有価証券利息 4,042 4,050  

３．受取配当金 4,697 24,714  

４. 為替差益 ― 27,218  

５．仕入割引 43,979 74,558  
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前　期

(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当　期
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

対前期比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

６．受取家賃 11,972 13,821  

７．デリバティブ評価益 ― 107,229  

８．投資事業有限責任組合
投資利益

9,312 9,945  

９．雑収入 10,918 90,924 0.2 12,793 281,152 0.7 190,228

Ⅴ　営業外費用  

１．支払利息 26,178 23,695  

２．社債利息 458 420  

３．手形売却初期手数料 25,000 ―  

４．手形売却損 ― 12,769  

５．雑損失 3,814 55,451 0.2 6,532 43,418 0.1 △12,033

経常利益 738,460 1.8 970,365 2.3 231,905

Ⅵ　特別利益  

１．固定資産売却益 ＊２ 25,326 ―  

２．退職給付制度改訂益  ― 13,411  

３．貸倒引当金戻入益  17,140 42,467 0.1 ― 13,411 0.0 △29,055

Ⅶ　特別損失  

１．固定資産除却損 ＊３ 1,952 29,253  

２．投資有価証券評価損 1,655 12,000  

３．建物取壊費用 ― 29,700  

４．減損損失 ＊４ ― 19,220  

３．デリバティブ評価損 95,571 ―  

４．会員権評価損 ― 99,179 0.2 9,000 99,173 0.2 △5

税引前当期純利益 681,748 1.7 884,603 2.1 202,855

法人税、住民税及び事業
税

145,101 336,726  

法人税等調整額 206,032 351,133 0.9 61,485 398,212 0.9 47,078

当期純利益 330,614 0.8 486,391 1.2 155,777

前期繰越利益 220,073 300,886 80,813

当期未処分利益 550,688  787,278  236,590
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(3) キャッシュ・フロ－計算書

  
前　期

(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当　期
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 681,748 884,603

減価償却費 249,149 278,783

減損損失 ― 19,220

投資事業有限責任組合投資利益 △9,312 △6,716

退職給付引当金の増加額（△減少額） 22,398 △286,251

貸倒引当金の増加額（△減少額） △17,140 12,868

役員退職慰労引当金の増加額（△減
少額）

△428,300 15,750

受取利息及び受取配当金 △14,741 △35,584

支払利息 26,637 24,116

為替差益 △2,069 △6,651

投資有価証券評価損 1,655 12,000

会員権評価損 ― 9,000

固定資産売却益 △25,326 ―

固定資産除却損 1,952 29,253

デリバティブ評価損 95,571 ―

デリバティブ評価益 ― △107,229

その他損益調整 10,917 20,478

売上債権の減少額（△増加額） △515,651 2,394,625

たな卸資産の増加額 △16,419 △124,828

未収入金の増加額 ― △634,360

その他流動資産の減少額 77,397 4,911

仕入債務の減少額 △335,981 △453,023

その他流動負債の増加額 54,122 37,979

その他固定負債の増加額 8,500 199,332

未払消費税等の増加額（△減少額） △37,806 28,800

役員賞与の支払額 △21,000 △21,000

小計 △193,699 2,296,078

利息及び配当金の受取額 14,711 35,604

利息の支払額 △27,007 △23,776

法人税等の支払額 △356,937 △252,314

営業活動によるキャッシュ・フロー △562,932 2,055,592
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前　期

(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当　期
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 ― 280,000

有形固定資産の取得による支出 △326,274 △443,107

有形固定資産の売却による収入 66,247 ―

無形固定資産の取得による支出 △131,605 △29,201

投資有価証券の取得による支出 △5,441 △292,915

貸付けによる支出 △12,000 △1,900

貸付金の回収による収入 22,653 23,581

その他投資取得による支出 △53,636 △140,332

その他投資回収による収入 44,926 144,656

投資活動によるキャッシュ・フロー △395,131 △459,218

   

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（△減少額） 1,000,000 △1,000,000

長期借入れによる収入 900,000 950,000

長期借入金の返済による支出 △872,176 △933,676

社債の償還による支出 ― △100,000

自己株式の取得による支出 ― △627

配当金の支払額 △80,610 △80,610

財務活動によるキャッシュ・フロー 947,214 △1,164,913

   

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 2,069 6,651

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額（△減少
額）

△8,780 438,112

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 798,139 789,359

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ＊ 789,359 1,227,471

－ 14 －



(4) 利益処分案

  
前　期

株主総会承認日
（平成17年６月29日）

当　期
株主総会承認日

（平成18年６月29日）
対前期比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　当期未処分利益 550,688 787,278 236,590

Ⅱ　任意積立金取崩額  

１．買換資産圧縮積立金取
崩額

1,808 1,808 1,727 1,727 △81

合計 552,496 789,005 236,508

Ⅲ　利益処分額  

１．配当金 80,610 80,598  

２．役員賞与金 21,000 22,000  

（うち監査役賞与金） (1,500) (1,500)  

３．任意積立金  

別途積立金 150,000 251,610 250,000 352,598 100,988

Ⅳ　次期繰越利益 300,886 436,407 135,520
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重要な会計方針

項目
前　期

(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当　期
(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

その他有価証券

時価のあるもの

期末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）

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．デリバティブの評価基準

及び評価方法

時価法 同　左

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

商品

総平均法による原価法

商品

同　左

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（附属設備を除く）については、

定額法

なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

（1）有形固定資産

同　左

建物 ７～50年

構築物 ７～35年

工具器具備品 ２～15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）に基づく定額法

（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．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）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期

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。

数理計算上の差異は、各期の発生時に

おける従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（14年）による定額法により

按分した額をそれぞれ発生の翌期から費

用処理することとしております。

（2）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期

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。

　過去勤務債務は、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）

による定額法により按分した額を費用処

理することとしております。

数理計算上の差異は、各期の発生時に

おける従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（13年）による定額法により

按分した額をそれぞれ発生の翌期から費

用処理することとしております。 
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項目
前　期

(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当　期
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

 （追加情報）

当期における従業員の平均残存勤務期

間が、従来の14年から13年に短縮したこ

とから、数理計算上の差異の費用処理年

数を従来の14年から13年に変更しており

ます。なお、この変更による当期の損益

に与える影響は軽微であります。 

（3）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、

内規に基づく期末要支給見込額を計上し

ております。

（3）役員退職慰労引当金

同　左

６．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

７．ヘッジ会計の方法 （1）ヘッジ会計の方法

特例処理の要件を満たす金利スワップ

について、当該特例処理を採用しており

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

当社の利用しているヘッジ手段は、金

利スワップ取引であり、借入金利息をヘッ

ジ対象としております。  

（2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同　左

（3）ヘッジ方針

当社は、借入金に係る将来の金利変動

リスクを回避することを目的としてデリ

バティブ取引を行っており、投機的な取

引は行わない方針であります。 

（3）ヘッジ方針

同　左

（4）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、有効性の判断を

省略しております。

（4）ヘッジ有効性評価の方法

同　左

９．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

手許現金、要求払預金及び取得日から

３か月以内に満期日の到来する流動性の

高い、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

ない短期的な投資からなっております。

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

－ 17 －



会計処理方法の変更

前　期
(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当　期
(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）

当期より、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））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。これ

により税引前当期純利益は19,220千円減少しております。

　なお、減損損失累計額については、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　期
(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当　期
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

（貸借対照表）

前期まで固定資産の「出資金」として表示しておりま

した投資事業組合等に対する出資持分は、金融商品会計

に関する実務指針の改正に伴い「投資有価証券」として

表示しております。なお、「出資金」から「投資有価証

券」へ振り替えた金額は、151,044千円であります。

（貸借対照表）

「未収入金」は、前期まで、流動資産の「その他」に

含めて表示しておりましたが、当期において、金額的重

要性が増したため区分掲記しております。

　なお、前期の「その他」に含まれている「未収入金」

は60,977千円であります。 

 ───── （損益計算書）

「為替差益」は、前期まで、営業外収益の「雑収入」

に含めて表示しておりましたが、当期において、金額的

重要性が増したため区分掲記しております。

　なお、前期の「雑収入」に含まれている「為替差益」

は2,069千円であります。  

追加情報

前　期
(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当　期
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

 ───── 当期より受取手形の債権流動化取引を実施し、手形債

権の売却として処理をしております。流動資産の「未収

入金」のうち639,024千円は手形売却による未回収金額で

あります。 
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注記事項

（貸借対照表関係）

前　期
（平成17年３月31日）

当　期
（平成18年３月31日）

＊１．担保資産と対応債務 ＊１．担保資産と対応債務

（担保資産）

建物 641,483千円

土地 516,968

計 1,158,452

（対応債務）

短期借入金 1,000,000

１年以内返済予定長期借入金 540,000

長期借入金 557,600

計 2,097,600

（担保資産）

建物 582,053千円

土地 439,258

計 1,021,311

（対応債務）

１年以内返済予定長期借入金 753,000

長期借入金 573,300

計 1,326,300

＊２．会社が発行する株式の総数 ＊２．会社が発行する株式の総数

普通株式 19,490,000株 普通株式 19,490,000株

発行済株式の総数 発行済株式の総数

普通株式 5,374,000 普通株式 5,374,000

＊３．　　　　　　───── ＊３．自己株式

当社が保有する自己株式の数は、普通株式 764株であ

ります。

４．訴訟事件等

平成12年９月６日に大阪府営住宅に居住の女性が、同

住宅一階に降りようとして階段の手すりを掴んだところ、

手すりが外れ転倒し重傷を負い加療を要することになっ

た事件につき、財団法人大阪府住宅管理センターより平

成14年11月19日に３億29百万円の損害賠償を求める訴訟

を提起され、平成15年９月19日に、それまで未確定であ

りました負傷者に対する治療費等の損害賠償金として、

18百万円の拡張申立を受けた件に関しましては、依然、

主として技術面に関する争点の整理のための弁論準備手

続が係属・進行中であります。

　現段階では、本件に対する見通しは不明であり、当社

の業績に与える影響も不明であります。 

４．訴訟事件等

(財)大阪府住宅管理センター（現在の訴訟承継人：大

阪府住宅供給公社）より、平成12年９月に発生した手す

り落下事故に関し、原因は当社納入のブラケットに欠陥

があったとして、約3.4億円の損害賠償を求める訴が大阪

地方裁判所に提起されました（同地裁平成14年(ワ)第

11801号）が、依然、主として製品の技術面に関する争点

の整理のための弁論準備手続が進行中で、去る平成18年

１月30日に、「鑑定人」が上谷宏二氏（京都大学大学院

工学研究科教授）に決定した段階であり、現時点では、

具体的決着内容を予測することは困難であります。 

５．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43,538千円でありま

す。

５．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97,255千円でありま

す。
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（損益計算書関係）

前　期
(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当　期
(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 ＊１．研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開発費 65,313千円 一般管理費に含まれる研究開発費 78,282千円

＊２．固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 ＊２．　　　　　　─────

土地 25,326千円

＊３．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 ＊３．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

工具器具備品 1,952千円 建物 26,637千円

構築物 13 

機械及び装置 71 

工具器具備品 2,530  

＊４．　　　　　　───── ＊４．減損損失

当社は、継続的に収支の把握を行っている管理会計上

の区分を基本として、資産をグルーピングしております。

グルーピングの単位である各営業部においては、減損の

兆候がありませんでしたが、将来の用途が定まってない

遊休土地について回収可能価額まで減額し、当該減少額

を減損損失として特別損失に計上しております。

場所 用途 種類
減損損失
（千円）

東京都葛飾
区

遊休資産 土地 19,220

なお、この資産に係る回収可能価額は正味売却価額に

より測定しており、路線価による相続税評価額を基に合

理的に算出された時価により評価しております。

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前　期
(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当　期
(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貸借対照表に記載され

ている科目の金額との関係

＊現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に記載され

ている科目の金額との関係

（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 1,299,359千円

預入期間が３か月を超える定期
預金

△510,000

現金及び現金同等物 789,359

現金及び預金勘定 1,457,471千円

預入期間が３か月を超える定期
預金

△230,000

現金及び現金同等物 1,227,471

－ 20 －



①　リース取引

前　期
(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当　期
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

１．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

（1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

 
取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

車両運搬具 88,386 48,605 39,780

工具器具備品 38,966 22,944 16,021

合計 127,352 71,550 55,801

 
取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

車両運搬具 97,299 52,709 44,590

工具器具備品 47,140 30,419 16,721

合計 144,440 83,128 61,312

（注） 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り算定しております。

同　左

（2）未経過リース料期末残高相当額 （2）未経過リース料期末残高相当額等

 未経過リース料期末残高相当額

１年内 24,866千円

１年超 30,935

合計 55,801

１年内 26,830千円

１年超 34,482

合計 61,312

（注） 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り算定して

おります。

同　左

（3）支払リース料及び減価償却費相当額 （3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失

支払リース料 28,640千円

減価償却費相当額 28,640

支払リース料 31,345千円

減価償却費相当額 31,345

（4）減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

（4）減価償却費相当額の算定方法

同　左

 （減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はありません。 
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②　有価証券

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類

前　期（平成17年３月31日） 当　期（平成18年３月31日）

取得原価
（千円）

貸借対照表
計上額
（千円）

差額（千円）
取得原価
（千円）

貸借対照表
計上額
（千円）

差額（千円）

貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの

株式 120,341 194,806 74,464 136,650 266,067 129,417

債券

社債 ― ― ― ― ― ―

その他 ― ― ― 50,000 50,440 440

その他 26,078 32,779 6,701 91,721 127,660 35,938

小計 146,419 227,585 81,165 278,372 444,167 165,795

貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの

株式 16,416 13,652 △2,764 6,187 3,362 △2,825

債券

　その他 100,000 94,280 △5,720 175,000 171,815 △3,185

その他 70,888 67,435 △3,452 ― ― ―

小計 187,305 175,368 △11,937 181,187 175,177 △6,010

合計 333,724 402,953 69,228 459,560 619,345 159,784

（注） 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもののうち金融商品に係る会計基準の適用に伴う減損処理の対象とな

るものはありませんでした。前期については、減損処理を行っている株式があり、その損失処理金額は1,655千

円であります。なお、当該減損処理にあたっては、「金融商品会計に関する実務指針」に基づき、時価が取得

原価に対して50％以上下落したもの、及び40％以上50％未満下落したもののうち回復可能性が乏しいと判断さ

れたものについて減損処理を行っております。

２．前期及び当期中に売却したその他有価証券

前期（自 平成16年４月１日　至 平成17年３月31日）及び当期（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。

－ 22 －



３．時価のない主な有価証券の内容

 前　期（平成17年３月31日） 当　期（平成18年３月31日）

 貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 21,020 60,870

その他 151,044 219,798

（注） 当期において、その他有価証券の時価のない非上場株式について、金融商品に係る会計基準の適用に伴う減損

処理を行っているものがあり、その損失処理金額は12,000千円であります。前期については、減損処理の対象

となるものはありませんでした。なお、当該減損処理にあたっては、「金融商品会計に関する実務指針」に基

づき、時価が取得原価に対して50％以上下落したもの、及び40％以上50％未満下落したもののうち回復可能性

が乏しいと判断されたものについて減損処理を行っております。

 ４．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額

種類

前　期（平成17年３月31日） 当　期（平成18年３月31日）

１年以内
（千円）

１年超５年
以内 
（千円）

５年超10
年以内 
（千円）

10年超
（千円）

１年以内
（千円）

１年超５年
以内 
（千円）

５年超10
年以内 
（千円）

10年超
（千円）

債券

社債 ― ― ― ― ― ― ― ―

その他 ― ― ― 100,000 ― ― ― 225,000

合計 ― ― ― 100,000 ― ― ― 225,000
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③　デリバティブ取引

１．取引の状況に関する事項

前　期
(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当　期
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

（1）取引の内容

当社の利用しているデリバティブ取引は、通貨関連で

は先物為替予約取引及び通貨スワップ取引、金利関連で

は金利スワップ取引であります。

（1）取引の内容

同　左

（2）取引に対する取組方針

当社のデリバティブ取引は、将来の為替・金利の変動

によるリスクの回避を目的としており、投機目的の取引

は行わない方針であります。

（2）取引に対する取組方針

同　左

（3）取引の利用目的

当社のデリバティブ取引は、通貨関連では外貨建取引

に係る為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を

図る目的で、また金利関連では借入金利等の将来の金利

市場における利率上昇による変動リスクを回避する目的

で利用しております。

　なお、金利スワップ取引については、重要な会計方針

に記載のとおり、ヘッジ会計を行っております。

（3）取引の利用目的

同　左

（4）取引に係るリスクの内容

当社が行っている為替予約取引等は為替相場の変動に

よる市場リスクを、金利スワップ取引は市場金利の変動

によるリスクを有しておりますが、上記目的に限定して

利用しておりますので相対的に軽微であります。

　また、当社は、信用度の高い金融機関のみを取引相手

としてデリバティブ取引を行っており、信用リスクはほ

とんどないものと判断しております。

（4）取引に係るリスクの内容

同　左

（5）取引に係るリスク管理体制

デリバティブ取引についての基本方針は、経営会議で

決定された取組方針に基づき、取引の実行及び管理は、

所定の承諾手続のもと、管理本部にて行っております。

（5）取引に係るリスク管理体制

同　左

（6）取引の時価等に関する事項についての補足説明

取引の時価等に関する事項についての契約額は、あく

までもデリバティブ取引における名目的な契約額、また

は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティ

ブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 

（6）取引の時価等に関する事項についての補足説明

同　左
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２．取引の時価等に関する事項

（1）通貨関連

区分 種類

前　期 （平成17年３月31日） 当　期 （平成18年３月31日）

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） 

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） 

市場取
引以外
の取引

通貨スワップ取引         

買建         

米ドル 1,874,040 1,874,040 △95,571 △95,571 887,544 591,696 11,658 11,658

合計 1,874,040 1,874,040 △95,571 △95,571 887,544 591,696 11,658 11,658

前　期

（注） 時価の算定方法 

取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定

しております。

当　期

（注） 時価の算定方法 

同　左

（2）金利関連

前　期
(平成17年３月31日)

当　期
(平成18年３月31日)

当社は、借入金に係る将来の金利変動リスクをヘッジ

するため、金利スワップ取引を行っております。

同　左

なお、金融商品に係る会計基準に基づきヘッジ会計が

適用されていることから、デリバティブ取引関係の注記

は行っておりません。
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④　退職給付

前　期
(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当　期
(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制度の概要 １. 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度、

特定退職金共済制度及び退職一時金制度を設けておりま

す。適格退職年金制度については昭和40年（第19期）よ

り、特定退職金共済制度については昭和60年（第39期）

より、従来の退職金制度の一部について採用しておりま

す。また、従業員の退職等に際して、割増退職金を支払

う場合があります。

当社は、確定拠出年金法の施行に伴い、平成17年11月

30日付で退職給付制度の一部改正を行い、適格退職年金

制度を廃止し、退職一時金制度の一部を確定拠出年金制

度へ移行しました。その結果、退職給付制度として確定

拠出年金制度、特定退職金共済制度及び退職一時金制度

を有することとなりました。また、従業員の退職等に際

して、割増退職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 ２．退職給付債務に関する事項

イ．退職給付債務 △862,951千円

ロ．年金資産 186,508

ハ．未積立退職給付債務（イ＋ロ） △676,443

ニ．会計基準変更時差異の未処理額 ―

ホ．未認識数理計算上の差異 66,073

ヘ. 貸借対照表計上額純額（ハ＋ニ＋

ホ）
△610,369

ト．前払年金費用 ―

チ．退職給付引当金（ヘ－ト） △610,369

イ．退職給付債務 △341,425千円

ロ．年金資産 ―

ハ．未積立退職給付債務（イ＋ロ） △341,425

ニ．未認識数理計算上の差異 11,934

ホ．未認識過去勤務債務 5,373

ヘ. 貸借対照表計上額純額（ハ＋ニ＋

ホ）
△324,117

ト．前払年金費用 ―

チ．退職給付引当金（ヘ－ト） △324,117

 （注）制度変更に伴い「退職給付制度間の移行等に関する

会計処理」（企業会計基準適用指針第１号）を適用

しており、この移行に伴う影響額は次のとおりであ

ります。

 退職給付債務の減少 563,341千円

年金資産の減少 △187,122

未認識数理計算上の差異 △48,549

未認識過去勤務債務 △5,684

退職給付引当金の減少 321,985

 また、確定拠出年金制度への資産移換額は、487,469

千円（うち、年金資産からの一括移換額218,131千

円）であり、４年間で移換する予定であります。な

お、当期末時点の未移換額199,332千円は、固定負債

の「その他」に計上しております。

３．退職給付費用に関する事項 ３．退職給付費用に関する事項

イ．勤務費用 55,320千円

ロ．利息費用 17,127

ハ．期待運用収益 △1,216

ニ．会計基準変更時差異の費用処理額 ―

ホ．数理計算上の差異の費用処理額 8,279

ヘ．退職給付費用（イ＋ロ＋ハ＋ニ＋

ホ）
79,510

イ．勤務費用 40,977千円

ロ．利息費用 13,865

ハ．期待運用収益 △870

ニ．数理計算上の差異の費用処理額 5,402

ホ．過去勤務債務の費用処理額 1,706

ヘ．退職給付費用（イ＋ロ＋ハ＋ニ＋

ホ）
61,081

ト．退職金制度改訂に伴う利益 △13,411

チ．その他 9,769

リ．計（ヘ＋ト＋チ） 57,438

 （注）「チ．その他」は、確定拠出年金への掛金支払額で

あります。
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前　期
(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当　期
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

イ．退職給付見込額の期間配

分方法
期間定額基準 

ロ．割引率 2.0％

ハ．期待運用収益率 0.7％

ニ．数理計算上の差異の処理

年数
14年

 

（各期の発生時における

従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数によ

る定額法により按分した

額をそれぞれ発生の翌期

から費用処理することと

しております。） 

イ．退職給付見込額の期間配

分方法
期間定額基準 

ロ．割引率 2.0％

ハ．期待運用収益率 0.7％

ニ．数理計算上の差異の処理

年数
13年

 

（各期の発生時における

従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数によ

る定額法により按分した

額をそれぞれ発生の翌期

から費用処理することと

しております。） 

ホ．過去勤務債務の処理年数 ５年
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⑤　税効果会計

前　期
(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当　期
(自　平成17年４月１日
　至　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

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

流動資産

（繰延税金資産）

賞与引当金損金算入限度超過額 88,309千円

未払事業税否認 12,561

未払事業所税否認 5,366

その他 17,783

繰延税金資産合計 124,020

固定資産

（繰延税金資産）

役員退職慰労引当金否認 129,202

貸倒引当金損金算入限度超過額 121,373

退職給付引当金超過額 233,409

投資有価証券評価損否認 11,010

ゴルフ会員権評価損否認 17,817

一括償却資産損金不算入 8,371

その他 3,474

繰延税金資産合計 524,658

（繰延税金負債）

買換資産圧縮積立金 △26,337

その他有価証券評価差額金 △28,171

繰延税金負債合計 △54,508

繰延税金資産の純額 470,149

繰延税金資産合計 594,170

流動資産

（繰延税金資産）

賞与引当金損金算入限度超過額 92,918千円

未払事業税否認 21,518

未払事業所税否認 4,916

その他 6,350

繰延税金資産合計 125,704

固定資産

（繰延税金資産）

役員退職慰労引当金否認 135,611

貸倒引当金損金算入限度超過額 86,947

退職給付引当金超過額 213,108

投資有価証券評価損否認 11,010

ゴルフ会員権評価損否認 6,463

一括償却資産損金不算入 6,735

減損損失否認 7,821

その他 11,367

繰延税金資産小計 479,065

評価性引当額 △18,761

繰延税金資産合計 460,304

（繰延税金負債）

買換資産圧縮積立金 △25,152

その他有価証券評価差額金 △65,022

繰延税金負債合計 △90,174

繰延税金資産の純額 370,130

繰延税金資産合計 495,834

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

との間の重要な差異の内訳

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

との間の重要な差異の内訳

法定実効税率 40.7％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項
目

6.2

住民税均等割等 4.6

その他 0.0

税効果会計適用後の法人税等の負担率 51.5

法定実効税率 40.7％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項
目

3.9

評価性引当金の増減 2.1

住民税均等割等 2.9

税額控除 △4.6

その他 0.0

税効果会計適用後の法人税等の負担率 45.0
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⑥　持分法損益等

前期（自 平成16年４月１日　至 平成17年３月31日）及び当期（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。

⑦　関連当事者との取引

前　期　（自 平成16年４月１日　至 平成17年３月31日）

役員及び個人主要株主等

属性 氏名 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

関係内容

取引内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

個人主要株主 杉田三郎 ― ―
当社名誉会

長

（被所有）

直接

18.16％

間接

13.03％

― ―
従業員の宿舎

の賃借
4,800 前払費用 420

　（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。

２．取引条件ないし取引条件の決定、方針等については、一般取引条件と同様に決定しております。

３．杉田三郎は、平成16年６月29日付で取締役を退任しております。

当　期　（自 平成17年４月１日　至 平成18年３月31日）

役員及び個人主要株主等

属性 氏名 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

関係内容

取引内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

個人主要株主 杉田三郎 ― ―
当社名誉会

長

（被所有）

直接

17.97％

間接

13.03％

― ―
従業員の宿舎

の賃借
3,990 前払費用 250

　（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。

２．取引条件ないし取引条件の決定、方針等については、一般取引条件と同様に決定しております。
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（１株当たり情報）

前　期
(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当　期
(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 1,187.00円

 １株当たり当期純利益金額 57.61円

 １株当たり純資産額 1,268.47円

 １株当たり当期純利益金額 86.42円

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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

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、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。

 
前　期

(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当　期
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

当期純利益 （千円） 330,614 486,391

普通株主に帰属しない金額 （千円） 21,000 22,000

（うち利益処分による役員賞与金） (21,000) (22,000)

普通株式に係る当期純利益 （千円） 309,614 464,391

期中平均株式数 （千株） 5,374 5,373

（重要な後発事象）

前期（自 平成16年４月１日　至 平成17年３月31日）及び当期（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。
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５．販売の状況
事業別販売実績  

事業区分
前　期

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当　期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％）

ルート事業 35,601,971 88.7 37,124,717 88.9

ＤＩＹ事業 2,542,544 6.3 2,553,066 6.1

特販事業 2,004,001 5.0 2,084,961 5.0

合計 40,148,517 100.0 41,762,744 100.0

（注） １．金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。

　　　 ２．数量については、取扱品目が多岐にわたり数量表示が困難なために記載を省略しております。

６．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

該当事項はありません。

 

以　上
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