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１．平成18年3月期の連結業績 ～

（１）  連 結 経 営 成 績 ( 百万円未満切捨表示 )

売   上   高 営  業  利  益 経  常  利  益

％ ％ ％

( 5.1 ） ( 2.9 ) （ 9.5 ）

( 9.5 ） ( 27.0 ) （ 10.6 ）

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

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

（ 12.5 ） 97 － 3.7 1.6

（ 50.7 ） 87 － 3.5 1.5

(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 株 17年3月期 株

３．会計処理の方法の変更 有  ・ 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

百万円 ％ 円 銭

20.6 37

19.3 10

(注) 期末発行済株式数(連結) 18年3月期 株 17年3月期 株

（３） 連結キャッシュ・フローの状況

営 業 活 動 に よ る
キャッシュ ・ フロー

投 資 活 動 に よ る
キャッシュ  ・  フロー

財 務 活 動 に よ る
キャッシュ ・ フロー

現金及び現金同等物
期　 末　 残　 高

百万円 百万円 百万円　 

（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 2 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．平成19年3月期の連結業績予想 ～

売   上   高 経  常  利  益 当 期 純 利 益

百万円 百万円　 百万円

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 113 円 65 銭

(注) 平成19年3月期の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る仮定を

前提としております。実際の業績は､今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。業績予想のご利用にあ

たっては、添付資料の「３．経営成績及び財政状態(３)通期の業績の見通し」をご参照下さい。
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（添付資料）

１．企業集団の状況
（１）事業の内容

　当社グループは､当社､子会社２社（大明工機株式会社、株式会社ハットリビング）により

構成されており、管工機材、衛生陶器、住宅設備機器、空調機器等の販売を主たる業務とし

ております。

　事業系統図は下記のとおりです。

（２）関係会社の状況

名　 称 住　 所
資本金
(千円)

主な事業の内容
議決権の
所有割合
(％)

東京都中央区湊
１丁目１番12号

30,000 管工機材の販売 100    

東京都中央区日
本橋小伝馬町９
番９号

90,000 100    

関係内容

役員の兼任あり
借入金に対する
債務保証あり

ガス機器、機材の
販売、ガス工事の
請負及びメンテナ
ンス業務

（連結子会社）
大明工機㈱

（連結子会社）
㈱ハットリビング

商品の販売及び
仕入
役員の兼任あり

当
　
　
社

大
明
工
機
㈱

連
結
子
会
社

得
　
　
　
意
　
　
　
先

商品の販売

商
品
の
仕
入

商
品
の
販
売

商品の販売

東
京
ガ
ス
㈱

　
㈱
ハ
ッ
ト
リ
ビ
ン
グ

　
連
結
子
会
社

エ
ン
ド
ユ
ー
ザ
ー

機器の仕入

機器の販売

メンテナンス･工事請負

ガスの開閉栓
等の業務受託

仕
　
　
　
入
　
　
　
先

商品の仕入

商品の仕入

－　２　－



２．経営方針
（１）経営の基本方針

　当社グループの目指すところ（ミッション）は、

『設備商品の流通とサービスを通じて、快適な暮らしを実現する』

ことにあります。

　そのためにビジョンとして、以下の「３つのベスト」を掲げ、今後とも時代を先取りし、

取引先のニーズに応えていくことを第一に考えていく所存であります。

・「設備のベストコーディネーター」

　～お施主様１人１人に、ベストな設備をご提案～

・「流通としてベストパートナー」

　～得意先、仕入先、当社で３位１体のベストなしくみの構築～

・「会社としてベストカンパニー」

　～株主、社員、社会からベストといわれる会社づくり～

（２）利益配分に関する基本方針

　利益配分については、収益力の向上を図ることにより、株主に対し安定した配当を行うと

ともに、業績に応じた利益還元を行なうことを基本方針としております。

　併せて、一定の内部留保金を確保することにより、財務体質の強化と健全な経営基盤の維

持に努めてまいります。

　このような方針に基づき、当連結会計年度におきましては５月24日開催の取締役会におい

て、普通配当を１株につき12円50銭、平成18年３月期中間配当の10円とあわせまして年間22

円50銭（平成17年３月期より２円50銭増配）とする予定であります。なお、平成19年３月期

の配当につきましては、平成18年３月期に比べ２円50銭増配の１株につき年間25円を予定し

ております。

（３）中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題

　当社グループのマーケットである建設業界においては、以下のような市場規模およびマー

ケットトレンドが見込まれ､全体として昨年とほぼ同額の市場規模が続くと考えております。

（建設経済研究所、富士経済資料より当社推定）

（単位：兆円）

Ｈ18年度予測

名　目
投資額

前年比
（％）

建設投資
（新設）

52.5  △0.4 
 
横這い（微減）

【住宅】
雇用、所得の改善

【非住宅】
設備投資(収益)と
連動

【政府】
公共投資の抑制

民間住宅 18.5  1.3   
 
横這い（微増）

【持家】
団塊世代購入

【貸家】
投資対象に

【分譲】
団塊Jr.世代購入

民間非住宅 9.1   7.4   
 
利益から設備投
資へ

【工場】
製造業の業績回復
（国内回帰）

【事務所】
都市部の再開発

【店舗】
ＦＣ化の進展

政府 19.8  △5.8 
 
公共投資の抑制

【建築】
小さな政府へ

【土木】
地方歳出改革

7.9   1.9   
 
消費と連動
基盤は好調

【住宅】
消費の一部

【非住宅】
収益に連動

60.4  △0.2  民間住宅 民間非住宅 政府 リフォーム

中　期　ト　レ　ン　ド

リフォーム
（既築）

総計
(新設+既築)

－　３　－



　このようなマーケット状況のなかで、当社グループは今後とも一層のシェアアップと新規

開拓をすすめ、売上の増強と利益の確保を図ってまいります。そのために以下の10の基本戦

略を具体的に展開してまいります。

①事業戦略 ―設備商品の流通とサービスで卸No.１を目指す

②地域戦略 ―地域ごとのＣＳ度を上げ、機能No.１へ

③成長戦略 ―増分（成長）分野への取組みを倍増

④得意先戦略 ―購買代理機能により、得意先シェアトップに

⑤仕入先戦略 ―販売代理機能により、仕入先トップディーラーに

⑥販促戦略 ―得意先、仕入先、当社の３位１体で販促（みらい）活動を

⑦サポート戦略 ―多機能サポートを通じ、販売店の営業力強化を

⑧サービス戦略 ―ソリューションをサービス事業に

⑨効率化戦略 ―業務改善活動と一貫したしくみ（システム）の構築

⑩新規戦略 ―新規（商材、得意先、事業）にチャレンジ

（５）親会社等に関する事項

　当社は財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（以下、「財務諸表等規則」と

いう）第８条第３項、同第８条第５項及び同第８条第16項第４号に規定する親会社等に該当

する会社を有しません。

（６）内部管理体制の整備・運用状況

　－内部管理体制の強化のための牽制組織の状況及び社内的な役割、機能－

　　①資金管理

・売上に係る代金回収（売掛金管理）及び仕入に係る支払（買掛金管理）はともに経理部が

　集中処理を行い、営業部門から受領する経理データと得意先や仕入先からの証憑との突合

　等を通じて正確且つ迅速な処理が行える体制としています。

・一定額以上の経費や投資が発生する案件の決裁は全て営業本部長と管理本部長を経ること

　とし、起案部門とは異なる本部による内容チェックを行います。また、営業拠点をはじめ

　各部門で行われた経費処理は経理部にて個別に事後チェックしています。

・経理部による処理は別途財務部が会計的・税務的なチェックを行い、必要に応じて監査法

　人や税理士等の助言を受け適正な会計・税務処理を行う体制としています。

　　②与信管理

・取引先の与信管理としての売上債権管理は管理本部に所属する調査部が統括し、社外から

　の情報も勘案の上、社内ルールに基づき総債権のチェックを行います。

・月１度の与信会議により営業本部（各ブロック､支店単位）と方針の徹底を図っています｡

　当会議においては、営業部支店が定期的に提出する報告に基づき、取引先の信用状況及び

　売上債権のリスク度を調査部がチェックし、各営業部支店における売上債権の健全度に関

　する認識を統一、一元化する体制としております。

　　③業務管理

・平成２年に社長直属の監査室を設置し、業務部門とは分離・独立したセクションとして社

　内各部門の業務遂行状況を定期的に監査（行動監査）し、社長に報告するとともに改善を

　促しています。

・平成14年にＩＳＯ9001及びＩＳＯ14001を取得し､ＩＳＯ監査等を通じて品質管理および環

　境マネジメントの観点からも各業務部門の業務遂行状況をチェックしております。

　　④月次決算管理

・平成17年４月より上記監査室とは別個に管理本部内に監査部を設け、当社および子会社の

　決算に直結する財務・経理事項や売掛債権の回収状況等をチェックし、都度管理本部長に

　報告するとともに適宜必要な改善策を講じます。

・このように当社営業本部や子会社が行う営業活動に対し管理本部がさまざまな角度からチ

　ェックを行うことにより、内部牽制が適正かつ合理的に機能する体制となっています。

（７）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。

－　４　－



３．経営成績及び財政状態
（１）当期の業績の概況

　（マーケットの状況）

　当期のわが国の建設業界においては、下記の投資推移が見込まれており、当期における市場
規模は前年とほぼ同額であったと考えております。
（建設経済研究所、富士経済資料より当社推定）

（兆円）

名　目
投資額

前年比
（％）

建設投資（新設） 52.7     △2.2    
【住宅】
　　　  　2.2％

【非住宅】
　　　   11.7％

【政府】
 　　　△11.1％

民間住宅 18.2     2.2      
【持家】
　　　　△1.6％

【貸家】
　　　　　1.9％

【分譲】
　　　　　4.6％

民間非住宅 8.5      11.7     
【工場】
　 　　　36.0％

【事務所】
　　　　　9.6％

【店舗】
 　　　 　7.5％

政府 21.0     △11.1   
【建築】
　　　 △20.8％

【土木】
　　　  △9.6％

リフォーム（既築） 7.7      3.0      【住宅】 【非住宅】

計（新設＋既築） 60.4     △2.1    民間住宅 民間非住宅 政府

　（営業の経過及び成果）

　このような状況下、当社グループは前述の10の基本戦略のもと、売上の増強、営業収益力の

向上、財務体質の強化に取組んでまいりました。

　その結果、連結ベースの売上高は102,584百万円（前年同期比＋5.1％）､売上総利益は9,577

百万円（同＋3.4％）となりました｡販売費及び一般管理費は8,151百万円（同＋3.5％）で営業

利益は1,425百万円（同＋2.9％）となりました。また、営業外収支が黒字化したことにより、

経常利益は1,614百万円（同＋9.5％）となりました。

　特別損益に投資有価証券売却益860百万円等を計上した一方、貸倒引当金繰入額937百万円等

を計上したことにより、当期純利益は867百万円（同＋12.5％）となりました。

　部門別状況は以下の通りです。

①管材類

　当連結会計年度における管材類は、原油をはじめとする素材の高騰が続いており、順次値上

げが続いています。

主要な商品

パイプ

継手

バルブ

化成品

　以上の状況を踏まえ、当社グループは市況に応じた適正な価格対応と、どの地域でも全ての

商品ニーズに応えるフルラインの即納体制を目指した結果、当部門全体の売上高は40,483百万

円（同＋8.6％）となりました。

平成17年度実績

原油の高騰により塩ビ、樹脂関連商品の
値上実施。塩ビはメーカー再編、集約
へ。

国内・海外プラント、工場分野は好調。
素材高により値上げ実施。設備用途はＪ
ＩＳ品からボール、バタフライ弁に変
化。

パイプ同様、素材高に伴ない、順次値上
げ。樹脂化に伴ない鋳鉄素材継手の規模
は縮小。

鉄鉱石、亜鉛、銅、ニッケル他の素材高
に伴ない、順次値上げ。住宅設備用途は
樹脂化が進む。

市　場　動　向

鋼管類はさらなる減産により鋼管を
中心をした品薄感が予想され、引続
き必要量の確保と安定した供給体制
を維持。

内　　　　　　訳

在庫のフルライン化、システム配管
対応、即納体制の充実を図る。

各種プラント向けの需要増が今後と
も予想され、在庫、自動弁加工の納
期対応が必須。

樹脂継手、ステンレス継手の多様化
に向け、全メーカーの取扱とシステ
ム加工化を図る。

当社の対応

－　５　－



②衛生陶器、金具類（ＴＯＴＯ製品）

　衛生陶器、金具類は、分譲、賃貸住宅の増加、リフォーム需要の増加はあったものの、主力

分野である戸建住宅の減少に伴ない、若干のマイナスとなりました。

主要な商品

レストルーム
(トイレ廻り商品)

バス、キッチン、
洗面
（システム商品）

　以上の状況を踏まえ、当部門全体の売上高は33,610百万円（同△0.8％）となりました。

③住宅設備機器類

　全体的に堅調といえるリフォーム、取り替え需要に支えられたこと、高価な多機能型機器に

消費者ニーズがシフトしたことなどから、総じて順調に推移しました。

主要な商品

給湯機器

厨房設備

浴室設備

洗面設備

　以上の状況を踏まえ、当部門全体の売上高は14,187百万円（同＋15.3％）となりました。な

お当連結会計年度より、「④空調、ポンプ、その他」に含めていた旧松下電産の商品（前連結

会計年度売上高1,080百万円）を当部門に含めております。

市　場　動　向

ガス、石油機器は暖房兼用型、高性能型
が市場単価を押し上げ台数減をカバー。
エコキュートの普及により全電化率が上
昇。

当社の対応

高機能機による戸建分野への対応
と、単機能機による集合物件対応。
エコキュート研修、取組みを強化。

市　場　動　向 当社の対応

新築時の物件受注策、戸建への一体
型便器拡販策、水工店の取替需要取
組喚起策をそれぞれ展開。洗浄便座
は主力として品揃え。

拡販に必要な社員の現場調査の能力
向上に取組。更に販売店営業員に展
開。施工力の充実に取組。

新築・リフォーム市場を中心にシステム
バス、システムキッチンなどのシステム
商品が堅調に推移。

清掃性を重視した「フチなし、トルネー
ド便器」や便器・便座の一体型「ネオレ
スト・シリーズ」など、リモデル向けを
中心とした商品の高付加価値化が進む一
方、賃貸向けを中心に低価格化も浸透。

システム洗面やユーティリティ対応商
品、個性的なボール、水栓、シャワー搭
載商品が市場へ。

単体からシステム洗面まで多様な
ニーズに対応する市場重視の営業を
展開。

静音型シンクや上下する食器棚など、使
い勝手を追求した商品が多く発売。取替
は悪徳リフォームの影響受け減少。

照明やシャワー、手すり等を工夫した商
品、ユニバーサルデザイン商品が発売。
集合用はマンション好調だが、新築価格
厳しい。取替需要が顕在化。

各メーカーとの情報交換の機会を増
やし、ショールームを使った研修会
の実施。施工力、現場調査力の強
化。

施工、現場調査力の強化。納入、完
了管理まで徹底。集合取替需要対
応。
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④空調、ポンプ、その他

　空調機器は記録的な猛暑により大幅に伸長した前連結会計年度と同様、当連結会計年度の売

上高も堅調でした。一部メーカーにより先行値上げが行なわれましたが、足並みがそろわず市

況はやや混乱しました。換気設備、ポンプも高機能化による価格の引上げがみられました。

　以上の状況を踏まえ、売上高は14,303百万円（同＋1.2％）となりました。なお当連結会計

年度より、旧松下電産の商品（前連結会計年度売上高1,080百万円）を当部門から除いており

ます。

（２）財政状態

当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度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528百万円減少（同△27.0％）し、当連結会計年度末には1,426百万円となりました。

　当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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、得られた資金は2,792百万円（同＋144.7％）となりました。これは主に税

金等調整前純利益が1,482百万円計上されたこと及び債権売却未収入金の減少等によるもので

す。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果、得られた資金は394百万円（同△13.2％）となりました。これは主に投資

有価証券の売却によるものです。

（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3,714百万円（同＋350.0％）となりました。これは主に借

入金の返済及び社債償還によるものです。

　以上により、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、1,426百万円となりました｡

当社の対応

エアコンは集合物件タイプとあわ
せ、高機能機への取組みを強化。機
種選定の能力強化。

ビル、産業系は空質・省エネ重視の
トータル提案。

ポンプ、水槽ともに更新需要の取り
込みと産機（工場）分野の開拓。

換気設備

ポンプ・水槽

市　場　動　向

エアコンは換気機能付高級型が一般化
し、設備用普及型と市場を二分。パッ
ケージ型は従来の配管、配線が使える
更新用マルチが一般化。

空調機器

主要な商品

市場規模は横這い。集合住宅用24時間
換気対応品が増加。工場設備用途は増
加。

ポンプは取り替え需要が堅調ながら台
数は横ばい。水槽は都市部の増圧ポン
プの置換えが進行。
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キャッシュ・フロー指標

平成17年3月期 平成18年3月期

株主資本比率（％） 19.3％ 20.6％

時価ベースの株主資本比率（％） 16.0％ 25.9％

債務償還年数（年） 10.1年 2.0年

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 2.8倍 8.4倍

（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

　を支払っているすべ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。

（３）通期の業績の見通し

　平成18年度の建設投資は、民間住宅の堅調な推移、設備投資拡大に伴なう民間非住宅の好調

さ、公共投資の抑制等が予想され、当社グループに関連する建設業界の市場規模は昨年とほぼ

同額と予想しております。

　このような環境下、当社グループは経営戦略として定めた前述の10の基本戦略に基づき、既

存分野でのシェアアップ、新規出店を含め各地域ごとの新規開拓に邁進したことにより、今期

単体ベースでは、売上高102,000百万円、経常利益1,700百万円、当期純利益950百万円を見込ん

でおります。また､大明工機㈱、㈱ハットリビングを加えた連結ベースで売上高106,000百万円､

経常利益1,800百万円、当期純利益1,000百万円を見込んでおります。

（４）事業等のリスク

①建設投資動向の影響について

　当社グループが卸販売を行っている鋼管、継手、バルブなどの管工機材、衛生陶器、住宅機器

等は、民間住宅設備投資を中心とする建設投資に関連して需要が発生します。このため、当社グ

ループの業績はこれら建設投資動向の変動により影響を受ける可能性があります。

②仕入価格の変動について

　当社グループの取扱う商品の仕入価格は、仕入先のメーカーにおける原材料仕入価格の変動等

により、変動する可能性があります。

　当社グループでは仕入価格の変動に対し迅速かつ柔軟に対応していく所存でありますが、仕入

価格が短期間に大きく変動した場合、仕入価格の変動を販売価格に転嫁するまでに一定の期間を

要するため、充分な価格転嫁ができない期間が生じることから、売上総利益率の低下を招き、当

社グループの業績が影響を受ける可能性があります。
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③取引先の信用リスクについて

ａ）長期滞留債権について

　当社グループの販売先は主に建設関連資材等の二次卸会社となっておりますが、建設関連業界

を取巻く近年の厳しい経営環境を反映して、当連結会計年度末の連結ベースの長期滞留債権の残

高は1,604百万円となっており、当該債権に対しては担保等、回収可能性があるものを除き、

1,365百万円を貸倒引当金として計上しております。

　当社グループは販売先の信用リスクにつきまして、慎重な信用調査を実施しておりますが、今

後販売規模を拡大していく中、想定以上の貸倒れが発生した場合、当社グループの業績に影響を

与える可能性があります。

ｂ）貸付金について

　当社グループでは、地域的に営業上重要性が高いと判断した特定の得意先に対して、長・短期

の貸付を行っております。当連結会計年度末の連結ベースにおけるこれら貸付金残高は、取引先

８社に対し1,891百万円となっており、当該貸付金に対する担保247百万円控除後の1,644百万円

に対しては、回収可能性があるものを除き1,136百万円の個別引当を行っております。

　なお、貸付方針としては営業上の観点から、個別に精査し、原則として期中の短期運転資金の

みに限定しております。

　これら貸付先企業の中には、債務超過となっている企業、あるいは直近期において赤字を計上

している企業があり、当社グループは今後も取引先への貸付について、慎重な信用調査により対

応していく所存でおりますが、取引先の経営状態が想定以上に悪化した場合などに、債権回収が

滞ることにより、当社グループの業績が影響を受ける可能性があります。

ｃ）手形割引について

　当社は、平成15年９月に東京都より貸金業者の登録を受け、取引先に対する当該業務を拡大さ

せていく方針であります。これは当社が取引先の資金繰り支援及び与信管理を行うことにより、

取引先が営業活動に専念することが当社グループの業績に対してもプラスとなる面が大きいと

の判断によるものですが、当該業務におきまして、手形振出先企業の経営状態の悪化等により、

当社グループの業績が影響を受ける可能性があります。

④特定仕入先への依存について

　当連結会計年度の当社グループの連結ベースにおける仕入総額の33.0％が、東陶機器株式会社

からの仕入となっております。当社の取扱う衛生陶器部門の大部分の商品が同社からの仕入によ

るものであり、今後何らかの要因により同社との取引が不能となった場合、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法的規制等について

　当社グループの主な仕入先である管工機材、衛生陶器、住宅機器等のメーカーは、「水道法」

「建設基準法」「リサイクル関連法」等の法的規制の影響を受ける可能性があり、過年度におき

ましては、これら法的規制の改正が、当社グループの仕入先メーカーの生産コストを押し上げる

要因となった事例があります。

　このため､今後当社グループの取引先に関連する法的規制の強化・緩和・改正・改定等により､

当社グループの業績が影響を受ける可能性があります。
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連結財務諸表等

(１) 連結貸借対照表

前連結会計年度 当連結会計年度

(平成17年３月31日) (平成18年３月31日)

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部)

Ⅰ 流動資産

1. 現金及び預金 1,954    1,426    

2. 受取手形及び売掛金 19,513   21,454   

3. たな卸資産 5,018    5,071    

4. 債権売却未収入金等 ※６ 2,590    545      

5. 繰延税金資産 142      179      

6. その他 548      658      

貸倒引当金 △126    △124    

流動資産合計 29,640   67.6  29,211   67.5  

Ⅱ 固定資産

1. 有形固定資産

(1) 建物及び構築物 ※１ 3,437    3,573    

　減価償却累計額 1,467    1,970    1,560    2,012    

(2) 機械装置及び運搬具 118      131      

　減価償却累計額 94       24       100      31       

(3) 土地
※１
※７

5,300    5,722    

(4) 建設仮勘定 230      -

(5) その他 154      192      

　減価償却累計額 106      48       118      73       

有形固定資産合計 7,573    17.3  7,839    18.1  

2. 無形固定資産

(1)営業権 34       21       

(2)ソフトウェア 8        -

(3)その他 23       27       

無形固定資産合計 67       0.1   48       0.1   

3. 投資その他の資産

(1)投資有価証券
※１
※２

2,685    3,319    

(2)長期貸付金 2,213    1,767    

(3)長期滞留債権 ※９ 1,466    1,604    

(4)保険積立金 1,016    1,053    

(5)敷金及び保証金 494      515      

(6)繰延税金資産 18       17       

(7)その他　　　 488      470      

貸倒引当金 △1,795  △2,551  

投資その他の資産合計 6,588    15.0  6,197    14.3  

固定資産合計 14,229   32.4  14,086   32.5  

資産合計 43,870   100.0 43,297   100.0 
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前連結会計年度 当連結会計年度

(平成17年３月31日) (平成18年３月31日)

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ 流動負債

1. 19,760   21,354   

2. 80       10       

3. ※１ 1,759    2,485    

4. 1,000    1,000    

5. 84       725      

6. 774      155      

7. 243      189      

8. 571      839      

24,273   55.3  26,761   61.8  

Ⅱ 固定負債

1. 4,100    3,100    

2. ※１ 4,146    1,660    

3. 498      303      

4. ※７ 475      638      

5. 539      559      

6. 733      711      

7. 541      566      

8. 110      54       

9. - 0        

11,144   25.4  7,595    17.6  

35,418   80.7  34,356   79.4  

（少数株主持分）

0        0.0   - -

（資本の部）

Ⅰ ※８ 542      1.3   542      1.3   

Ⅱ 434      1.0   434      1.0   

Ⅲ 6,116    13.9  6,712    15.5  

Ⅳ ※７ 712      1.6   554      1.3   

Ⅴ 645      1.5   696      1.6   

Ⅵ ※８ △0      △0.0 △0      △0.0 

8,452    19.3  8,940    20.6  

43,870   100.0 43,297   100.0 
負債、少数株主持分
及び資本合計

資本合計

負債合計

資本金

資本剰余金

利益剰余金

土地再評価差額金

その他有価証券評価差額金

少数株主持分

自己株式

固定負債合計

退職給付引当金

その他

長期借入金

連結調整勘定

預り保証金

再評価に係る繰延税金負
債

役員退職慰労引当金

繰延税金負債

支払手形及び買掛金

預り金

社債

一年内返済予定の長期借
入金

一年内償還予定の社債

その他

未払法人税等

流動負債合計

短期借入金

賞与引当金
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(２) 連結損益計算書

前連結会計年度 当連結会計年度

注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ 97,586   100.0 102,584  100.0 

Ⅱ ※１ 88,322   90.5  93,006   90.6  

売上総利益 9,263    9.5   9,577    9.4   

Ⅲ

1. 運賃及び荷造費 1,134    1,205    

2. 貸倒引当金繰入額 48       1        

3. 給与手当 3,194    3,351    

4. 賞与引当金繰入額 243      189      

5. 退職給付費用 148      139      

6. 役員退職慰労引当金繰入額 34       7        

7. その他 3,074    7,878    8.1   3,255    8,151    8.0   

営業利益 1,385    1.4   1,425    1.4   

Ⅳ

1. 受取利息 86       138      

2. 受取配当金 27       36       

3. 仕入割引 435      437      

4. 賃貸収入 213      181      

5. 連結調整勘定償却額 54       55       

6. その他 107      925      1.0   55       906      0.9   

Ⅴ

1. 支払利息 266      195      

2. 手形売却損 144      138      

3. 売上割引 193      249      

4. 賃貸費用 63       61       

5. その他 168      836      0.9   72       717      0.7   

経常利益 1,474    1.5   1,614    1.6   

Ⅵ

1. 収用補償金 - 203      

2. 土地売却益 105      5        

3. 投資有価証券売却益 - 860      

4. 会員権売却益 3        108      0.1   -        1,069    1.0   

Ⅶ

1. 貸倒引当金繰入額 - 937      

2. 債権譲渡損 - 135      

3. 商品評価損 - 64       

4. 建物売却損 87       -        

5. 土地売却損 32       -        

6. 固定資産除却損 ※２ 0        6        

7. 投資有価証券売却損 9        -        

8. 金利スワップ解約損 60       -        

9. 減損損失 ※３ -        3        

10. その他 -        190      0.2   54       1,201    1.2   

1,392    1.4   1,482    1.4   

334      879      

286      620      0.6   △264    614      0.6   

0        0.0   -        -    

771      0.8   867      0.8   当期純利益

税金等調整前当期純利益

法人税等調整額

特別利益

少数株主損失

法人税、住民税及び事業税

特別損失

営業外費用

売上原価

営業外収益

売上高

販売費及び一般管理費

 　　至 平成18年3月31日） 　　至 平成17年3月31日）
   （自 平成16年4月１日  　（自 平成17年4月１日
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(３) 連結剰余金計算書

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
　　至 平成17年３月31日） 　　至 平成18年３月31日）

注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

（ 資本剰余金の部 )

Ⅰ 資本剰余金期首残高 434         434         

Ⅱ 資本剰余金期末残高 434         434         

（ 利益剰余金の部 )

Ⅰ 利益剰余金期首残高 5,843       6,116       

Ⅱ 利益剰余金増加高

1. 771         867         

2. △ 360      △ 2        

3. 7           419         - 864         

Ⅲ 利益剰余金減少高

1. 140         263         

2. 5           145         5           268         

Ⅳ 利益剰余金期末残高 6,116       6,712       

役員賞与

配当金

当期純利益

連結子会社増加に伴う
利益剰余金の増加高

土地再評価差額金取崩額
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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 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
　　至 平成17年３月31日） 　　至 平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ．営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 1,392 1,482

減価償却費 123 132

社債発行費償却 25 －

連結調整勘定償却額 △ 54 △ 55

退職給付引当金の増減額(△は減少) △ 111 20

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) 34 △ 22

貸倒引当金の増減額(△は減少) 8 939

賞与引当金の増減額(△は減少) △ 17 △ 54

受取利息及び配当金 △ 113 △ 175

仕入割引 △ 435 △ 437

支払利息 266 195

手形売却損 144 138

債権譲渡損 － 135

収用補償金 － △ 203

投資有価証券売却損益(△は益) 7 △ 860

その他の損益項目 93 33

売上債権の増減額(△は増加) △ 1,511 △ 2,112

たな卸資産の増減額(△は増加) △ 1,003 △ 53

債権売却未収入金等の増減額(△は増加) △ 511 2,044

仕入債務の増減額(△は減少) 3,169 1,608

役員賞与の支払額 △ 5 △ 5

その他 50 25

小　　　計 1,554 2,777

利息及び配当金の受取額 547 607

利息の支払額 △ 408 △ 331

法人税等の支払額 △ 553 △ 260

法人税等の還付額 1 0

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,141 2,792

Ⅱ.投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △ 475 △ 763

投資有価証券の売却による収入 276 1,336

子会社株式の取得による支出 △ 1 △ 0

貸付けによる支出 △ 1,677 △ 1,812

貸付金の回収による収入 1,804 1,833

有形固定資産の取得による支出 △ 290 △ 423

有形固定資産の売却による収入 833 38

収用補償金受取による収入 － 203

会員権取得による支出 △ 1 △ 0

会員権売却による収入 3 3

その他 △ 16 △ 21

投資活動によるキャッシュ・フロー 454 394

Ⅲ．財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額 △ 130 △ 70

長期借入による収入 1,000 －

長期借入金の返済による支出 △ 2,979 △ 1,759

社債の発行による収入 1,500 －

社債の償還による支出 △ 700 △ 1,000

社債発行費の支出 △ 25 －

株式貸借取引による収入 649 △ 621

自己株式の取得による支出 0 △ 0

配当金の支払額 △ 140 △ 263

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 825 △ 3,714

Ⅳ．現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

Ⅴ．現金及び現金同等物の増減額 769 △ 528

Ⅵ．現金及び現金同等物の期首残高 1,154 1,954

Ⅶ．新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 30 －

Ⅷ．現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 1,954 1,426
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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 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
　　　　至 平成17年３月31日） 　　　　至 平成18年３月31日）

1. 連結の範囲に関する (1) 連結子会社の数 ２社 (1) 連結子会社の数 ２社

事項 　　連結子会社の名称 　　連結子会社の名称

大明工機株式会社 大明工機株式会社

株式会社ハットリビング 株式会社ハットリビング

　同社は当連結会計期間において

重要性が増したため、新たに連結

の範囲に含めております。

(2) 非連結子会社名 (2) 非連結子会社名

－社 －社

2. 持分法の適用に関す

る事項

3. 連結子会社の事業年 　連結子会社の決算日は、連結決算日と 同　　左

度等に関する事項 一致しております。

4. 会計処理基準に関す

る事項

 (1)重要な資産の評価基 (イ)たな卸資産 (イ)たな卸資産

　　準及び評価方法 商品 商品

　主として総平均法による低価法 同　　左

(ロ)有価証券 (ロ)有価証券

その他有価証券 その他有価証券

　時価のあるもの 　時価のあるもの

　　決算日の市場価格等に基づく 同　　左

　　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 　時価のないもの

　　移動平均法による原価法 同　　左

(ハ)デリバティブ (ハ)デリバティブ

時価法 同　　左

 (2)重要な減価償却資産 (イ)有形固定資産 (イ)有形固定資産

　　の減価償却の方法 建物（附属設備を除く）…定額法 同　　左

　　但し連結子会社は定率法

その他……定率法

　なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。

建物及び構築物　　　３年～50年

機械装置及び運搬具　４年～17年

(ロ)無形固定資産 (ロ)無形固定資産

営業権については、取得後５年間 同　　左

の均等償却、ソフトウエア（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

(ハ)長期前払費用 (ハ)長期前払費用

定額法 同　　左
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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
　　　　至 平成17年３月31日） 　　　　至 平成18年３月31日）

 (3)繰延資産の処理方法 　社債発行費については、支出時に全額

費用処理しております。

 (4)重要な引当金の計上 (イ)貸倒引当金 (イ)貸倒引当金

　　基準 　債権の貸倒れによる損失に備え 同　　左

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

能性を検討し、回収不能見込額を

計上しております｡

(ロ)賞与引当金 (ロ)賞与引当金

　従業員の賞与の支払に備えるた 同　　左

め、支給見込額に基づく連結会計

期間負担額を計上しております。

(ハ)退職給付引当金 (ハ)退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため､ 　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 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 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。 づき計上しております。

　なお、連結子会社については簡 　なお、連結子会社については簡

便法により計上しております。 便法により計上しております。

　また、会計基準変更時差異（退 　数理計算上の差異は、その発生

職一時金制度に係る差異245百万 時の従業員の平均残存勤務期間以

円、適格退職年金制度に係る差異 内の一定の年数（10年）による定

△245百万円）については､５年に 額法により翌連結会計年度から費

よる按分額を費用処理しておりま 用処理することとしております。

す。

　数理計算上の差異は、その発生

時の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（10年）による定

額法により翌連結会計年度から費

用処理することとしております。

(ニ)役員退職慰労引当金 (ニ)役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支払に備え 同　　左

るため、内規に基づき、期末要支

給額の100％を計上しております。

 (5)重要なリース取引の 　リース物件の所有権が借主に移転する 同　　左

　　処理方法 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。
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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
　　　　至 平成17年３月31日） 　　　　至 平成18年３月31日）

 (6)重要なヘッジ会計の (イ)ヘッジ会計の方法 (イ)ヘッジ会計の方法

　　方法 　繰延ヘッジ処理を採用しており 同　　左

ます。なお、特例処理の要件を満

たす金利スワップについては、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 (ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段 ・ヘッジ手段

金利スワップ取引 同　　左

・ヘッジ対象 ・ヘッジ対象

借入金 同　　左

(ハ)ヘッジ方針 (ハ)ヘッジ方針

　金利変動リスクに備えキャッシ 同　　左

ュ・フローを固定する目的でヘッ

ジ取引を行っております。

(ニ)ヘッジ有効性評価の方法 (ニ)ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象のキャッシュ・フロ 同　　左

ーの変動の累計とヘッジ手段のキ

ャッシュ・フローの変動の累計と

を比率分析する方法により、有効

性の評価を行っております。

　ただし、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

いては有効性の評価を省略してお

ります。

 (7)その他連結財務諸表 　消費税等の会計処理 　消費税等の会計処理

　　作成のための基本と 　消費税及び地方消費税の会計処 同　　左

　　なる重要な事項 理は､税抜方式によっております｡

5. 連結子会社の資産及 　連結子会社の資産及び負債の評価につ 同　　左

び負債の評価に関す いては、全面時価評価法を採用しており

る事項 ます。

6. 連結調整勘定の償却 　連結調整勘定は、５年間で均等償却し 同　　左

に関する事項 ております。

7. 利益処分項目等の取 　連結剰余金計算書は、連結会社の利益 同　　左

扱いに関する事項 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 　手許現金、随時引き出し可能な預金及 同　　左

ロー計算書における び容易に換金可能であり、かつ、価値の

資金の範囲 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。
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会計処理の変更

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
　　　　　　　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）

　当連結会計年度から「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　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）を適用して

おります。

　これにより税金等調整前当期利益が３百万円減

少しております。

　なお、減損損失累計額については、改正後の連

結財務諸表規則に基づき当該各資産の金額から直

接控除しております。
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注　記　事　項
（連結貸借対照表関係）

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．担保提供資産 ※１．担保提供資産

(1) 資産のうち次のとおり債務の担保に供し (1) 資産のうち次のとおり債務の担保に供し

　　ております。 　　ております。

　　なお、当該金額は､下記(2)の建物及び構 　　なお、当該金額は､下記(2)の建物及び構

　　築物（214百万円）並びに土地（2,723百 　　築物（213百万円）並びに土地（2,723百

　　百万円）を含んでおります。 　　万円）を含んでおります。

建物及び構築物 476百万円 建物及び構築物 477百万円

土地 3,398百万円 土地 3,398百万円

計 3,875百万円 計 3,876百万円

　上記に対応する債務 　上記に対応する債務

長期借入金 2,050百万円 長期借入金 2,050百万円

(2) 取引上の債務に対する保証として次の資 (2) 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｡ 　  産を担保に供しております｡

建物及び構築物 214百万円 建物及び構築物 213百万円

土地 2,723百万円 土地 2,723百万円

投資有価証券 345百万円 投資有価証券 624百万円

計 3,283百万円 計 3,560百万円

※２．貸付投資有価証券 ※２．貸付投資有価証券

　投資有価証券のうち､895百万円については 　投資有価証券のうち､125百万円については

貸株に提供しております。 貸株に提供しております。

３．保証債務 ３．保証債務

　従業員の住宅建設資金の借入金56百万円に 　従業員の住宅建設資金の借入金49百万円に

つき、㈱三井住友銀行に債務保証を行ってお つき、㈱三井住友銀行に債務保証を行ってお

ります。 ります。

４．受取手形割引高 ４．受取手形割引高

　受取手形割引高 397百万円 　受取手形割引高 141百万円

５．手形債権流動化に伴う買戻義務額 ５．手形債権流動化に伴う買戻義務額

－百万円 2,262百万円

※６．債権売却未収入金等 ※６．債権売却未収入金等

　債権売却未収入金等は、信託方式による受 　債権売却未収入金等は、信託方式による受

取手形債権の流動化に伴い保有する劣後信託 取手形債権の流動化に伴い保有する劣後信託

受益権(640百万円)及びファクタリング方式 受益権(346百万円)及びファクタリング方式

による流動化に伴う支払留保未収額(1,950百 による流動化に伴う支払留保未収額(199百万

万円)であります｡ 円)であります｡
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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）

※７．土地再評価 ※７．土地再評価

　土地の再評価に関する法律（平成10年３月 同　　左

31日公布法律第34号）に基づき、平成14年３

月31日に事業用の土地の再評価を行い、当該

再評価に係る税金相当額を「再評価に係る繰

延税金負債」として負債の部に計上し、これ

を控除した金額を「土地再評価差額金」とし

て資本の部に計上しております｡

再評価の方法 再評価の方法

　土地の再評価に関する法律施行令（平成10 同　　左

年３月31日公布政令第119号）第２条第３号

に定める固定資産税評価額、同条第４号に定

める地価税計算のために公表された価額およ

び同条第５号に定める鑑定評価に基づいて、

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
時価と再評価後の
帳簿価額との差額

△389百万円

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

△338百万円

※８．発行済株式数等 ※８．発行済株式数等

当社の発行済株式総数 当社の発行済株式総数

普通株式 8,798,782株 普通株式 8,798,782株

当社の保有する自己株式数 当社の保有する自己株式数

普通株式 190株 普通株式 240株

※９．長期滞留債権 ※９．長期滞留債権

　財務諸表等規則第32条第１項第10号に規定 同　　左

する破産債権、再生債権、更正債権その他こ

れらに準ずる債権であります。

－　２０　－



（連結損益計算書関係）

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
　　　　　　　至 平成17年３月31日） 　　　　　　　至 平成18年３月31日）

※１．低価法による商品の評価減4百万円を売上原 ※１．低価法による商品の評価減12百万円を売上原

　　価に算入しております。 　　価に算入しております。

※２．固定資産除却損の内訳は、次のとおりであり ※２．固定資産除却損の内訳は、次のとおりであり

　　ます。 　　ます。

建物 0百万円 建物 6百万円

器具備品 0百万円 器具備品 0百万円

※３．減損損失

　当社グループは、以下の資産グループについて

減損損失を計上いたしました。

種類 場所

土地及び建物 宮崎県日南市

　当社グループは、事業用資産について事業所単位

で資産のグルーピングを行っております。

　当連結会計年度において、継続的な地価の下落及

び資産グループ単位の収益性等を踏まえて検証した

結果、営業損益が悪化し、短期的な業績の回復が見

込まれないことにより、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（３百万円）とし

て特別損失に計上いたしました。

　なお、回収可能価額は正味売却価額により測定し

ており、不動産鑑定評価額から処分費用見込額を差

し引いて算定しております。

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対 ※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対

　　照表に掲記されている科目の金額との関係 　　照表に掲記されている科目の金額との関係

（単位：百万円） （単位：百万円）

現金及び預金 1,954 現金及び預金 1,426

現金及び現金同等物の期末残高 1,954 現金及び現金同等物の期末残高 1,426

（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。

大明工機㈱
日南営業所

用途

－　２１　－



（有価証券関係）

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

種類 取得原価（百万円） 差額（百万円）

(1)株式 744              1,941       1,196            

(2)その他 489              523         33               

小計 1,234            2,464       1,230            

(1)株式 20               17          △2              

(2)その他 800              757         △42             

小計 820              775         △45             

合計 2,054            3,240       1,185            

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自平成17年4月1日　至平成18年3月31日）

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

860 －

３．時価評価されていない有価証券

その他有価証券

非上場株式 79               

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

種類 取得原価（百万円） 差額（百万円）

(1)株式 1,061            2,158       1,097            

(2)その他 23               34          10               

小計 1,084            2,192       1,107            

(1)株式 20               18          △2              

(2)その他 402              393         △9              

小計 422              411         △11             

合計 1,507            2,603       1,096            

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自平成16年4月1日　至平成17年3月31日）

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

378 1   △9              

３．時価評価されていない有価証券

その他有価証券

非上場株式 81               

（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。

連結貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの

連結貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの

連結貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの

連結貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの

1,363              

連結貸借対照表計上
額（百万円）

連結貸借対照表計上
額（百万円）

連結貸借対照表計上額（百万円）

連結貸借対照表計上額（百万円）

－　２２　－



（退職給付関係）

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、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けており、連結子会

社は、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場合

があります。

　なお、退職一時金制度を平成18年４月１日をもって一部終了いたしました。本終了に伴う翌期の

損益に与える影響額は24百万円（特別利益）となる見込みであります。

２．退職給付債務及びその内訳

前連結会計年度 当連結会計年度

（平成17年３月31日） （平成18年３月31日）

金額（百万円） 金額（百万円）

（1）退職給付債務 △1,396                △1,422                

（2）年金資産 754                    790                    

（3）未積立退職給付債務(1)＋(2) △641                  △632                  

（4）未認識年金資産 － －

（5）会計基準変更時差異の未処理額 0                      －

（6）未認識数理計算上の差異 85                     46                     

（7）未認識過去勤務債務 17                     14                     

（8）連結貸借対照表計上額純額
　　 (3)＋(4)＋(5)＋(6)＋(7)

△539                  △570                  

（9）前払年金費用 － －

(10）退職給付引当金(8)－(9) △539                  △570                  

（注）連結子会社は、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。

３．退職給付費用の内訳

前連結会計年度 当連結会計年度

（平成17年３月31日） （平成18年３月31日）

金額（百万円） 金額（百万円）

退職給付費用 148                    139                    

（1）勤務費用 108                    105                    

（2）利息費用 25                     26                     

（3）期待運用収益（減算） △7                    △7                    

（4）会計基準変更時差異の費用処理額 0                      －

（5）過去勤務債務の費用処理額 2                      2                      

（6）数理計算上の差異の費用処理額 18                     12                     

（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

前連結会計年度 当連結会計年度

（平成17年３月31日） （平成18年３月31日）

金額（百万円） 金額（百万円）

（1）割引率 2.0％ 2.0％ 

（2）期待運用収益率 1.0％ 1.0％ 

（3）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準 

（4）過去勤務債務の額の処理年数 10年 10年 

（5）会計基準変更時差異の処理年数 ５年 　　　　　　　　　　 －

（6）数理計算上の差異の処理年数（注） 10年 10年 

（注）数理計算上の差異は、各連結会計年度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（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用

　　　処理することとしております。

－　２３　－



（税効果会計関係）

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
　　　　　　　至 平成17年３月31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 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 　　因別の内訳

（繰延税金資産） （繰延税金資産）

未払事業税否認 11百万円 未払事業税否認 58百万円

賞与引当金限度超過額 97百万円 賞与引当金限度超過額 76百万円

貸倒引当金限度超過額 528百万円 貸倒引当金限度超過額 703百万円

退職給付引当金限度超過額 197百万円 退職給付引当金限度超過額 222百万円

役員退職慰労引当金限度超過額 293百万円 役員退職慰労引当金限度超過額 284百万円

有価証券評価損 17百万円 有価証券評価損 26百万円

その他 51百万円 その他 81百万円

繰延税金資産小計 1,196百万円 繰延税金資産小計 1,453百万円

評価性引当額 －百万円 評価性引当額 －百万円

繰延税金資産合計 1,196百万円 繰延税金資産合計 1,453百万円

（繰延税金負債） （繰延税金負債）

固定資産圧縮積立金 △1,076百万円 固定資産圧縮積立金 △1,066百万円

土地再評価差額 △475百万円 土地再評価差額 △638百万円

有価証券評価差額 △439百万円 有価証券評価差額 △474百万円

連結子会社の資産の評価差額 △18百万円 連結子会社の資産の評価差額 △18百万円

繰延税金負債合計 △2,009百万円 繰延税金負債合計 △2,198百万円

繰延税金負債の純額 △813百万円 繰延税金負債の純額 △745百万円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の

　　負担率との間の差額の原因となった主要な項目 　　負担率との間の差額の原因となった主要な項目

　　別の内訳 　　別の内訳

法定実効税率 40.6％ 法定実効税率 40.6％

（調整） （調整）

3.7％ 3.5％

住民税均等割等 0.6％ 住民税均等割等 0.6％

連結調整勘定償却額 △1.6％ 連結調整勘定償却額 △1.5％

その他 1.3％ その他 △1.8％

44.6％ 41.4％

交際費等永久に損金に算
入されない項目

税効果会計適用後の法人
税等の負担率

交際費等永久に損金に算
入されない項目

税効果会計適用後の法人
税等の負担率

－　２４　－



（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）及び当連結会計年度（自 平成

17年４月１日　至 平成18年３月31日）において、当社グループは、主に管工機材・住宅設備機器等

の卸業者として、管材類、衛生陶器･金具類、住設機器類及び空調類の仕入、販売を行っております｡

　当該事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合

計額に占める割合が90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

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）及び当連結会計年度（自　平成

17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び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（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）及び当連結会計年度（自　平成

17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　海外売上高がないため、該当事項はありません。

（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）及び当連結会計年度（自　平成

17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　該当事項はありません。

－　２５　－



（１株当たり情報）

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
　　　　　　至 平成17年３月31日）  　　　　　　至 平成18年３月31日）

１株当たり純資産額 960円10銭  １株当たり純資産額 1,015円37銭

１株当たり当期純利益金額 87円10銭  １株当たり当期純利益金額 97円85銭

　潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ  　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  いては、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。  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
　　至　平成17年３月31日） 　　至　平成18年３月31日）

当期純利益（百万円） 771 867

5 6

（5 ） （6 ）

766 860

8,798,592 8,798,567

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

（売上高の状況）

商品別売上高 （単位：百万円）

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
　　至　平成17年３月31日） 　　至　平成18年３月31日）

％ ％

37,276       38.2 40,483       39.5

33,866       34.7 33,610       32.8

12,301       12.6 14,187       13.8

14,141       14.5 14,303       13.9

97,586       100.0 102,584      100.0

期 中 平 均 株 式 数
（株）

普通株主に帰属しない金額
（百万円）

（うち利益処分による役員
賞与金）

普通株式に係る当期純利益
（百万円）

管材類

合計

空調・ポンプ・その他

住宅設備機器類

衛生陶器・金具類

－　２６　－




